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岐阜県小中学校教育研究会　特活進路部会　夏季ゼミに向けて

「誇れる個性」「人生の目標や方向性」をはぐくむために

新型コロナ感染状況は、いよいよ第７波を迎え、コロナ禍以前の生活に戻る見通しがな

かなか持てず、苦しく不安な日々が続いている令和４年の夏です。先生方は、各学校で、

それぞれの立場から、精一杯、この問題に向き合っておられること思います。お互いの努

力と工夫、奮闘にエールを送り合いたいと思います。

2022年の３月に日本財団による　18歳意識調査「第46回 –国や社会に対する意識（6カ

国調査）–」報告書が発表されました。詳細は、

https://www.nipponfoundation.or.jp/app/uploads/2022/03/new_pr_20220323_03.pdf

を参考いただきたいと思います。

報告書にある『自分について』の調査の、「自分には人に誇れる個性がある」「自分は

他人に必要とされている」「勉強、仕事、趣味など、何か夢中になれることがある」「自

分のしていることには、目的や意味がある」「自分の人生には、目標や方向性がある」と

いう項目において、いずれも日本は、調査対象の６か国（日・米・英・中・韓・印）中、

最下位という結果が出ています。この傾向は、昨年度の調査と同じです。

　さらに、『自分の将来や目標について』の調査についても、「将来の夢を持っている」

をはじめすべての項目で最下位を示しています。

　子どもたちが育つ社会環境の変化に加え、産業・経済の構造的変化、雇用の多様化・流

動化等は、子どもたち自らの将来のとらえ方にも大きく変化しています。子どもたちは、

自分の将来を考えるのに役立つ理想とする大人のモデルが見付けにくく、自らの将来に向

けて希望あふれる夢を描くことも容易ではなくなっている中で、関係法規も改正されなが

ら、子どもたちが「生きる力」を身に付け、社会の激しい変化に流されることなく、それ

ぞれが直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対応し、社会人として自立して

いくことができるようにする教育が強く求められ、これまで、各小中学校でも様々な効果

的な取組がされてきました。

　しかし、現実には、前述したように、18歳の日本人の意識は、十分な高まりを経てきた

とは言い難い状況にあります。キャリア教育を単なる職業観や勤労観の育成のみにとどま

らず、「人間関係形成能力」、「情報活用能力」、「将来設計能力」、「意思決定能力」

の４ つの能力をはぐくむことを今一度意識して、指導を進めたいものです。近い将来、

世界に羽ばたく子ども達が、「誇れる個性」「人生の目標や方向性」をしっかりと持ち、

夢をもって活躍できるように育てていくことが、特別活動や進路指導教育に求められてい

ることを改めて強く感じます。９月からの私達の指導に是非、生かしていきたい視点で

す。

　夢を持つことは、大人も同様に大切です。今こそ、魅力ある職場づくり、夢のある職場

づくりに私達も主体的に携わりたいものです。

　本日は、そのための一助になることを大いに期待します。

　今後ともよろしくお願いします。
岐阜県小中学校教育研究会　特活進路部会　

谷村　和男　

https://www.nipponfoundation.or.jp/app/uploads/2022/03/new_pr_20220323_03.pdf
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「会社を辞めて、帰郷し
ました。」 

 
本巣市地域おこし協力隊 

外山地域街づくり委員会 

           河合 達郎 氏 



会社を辞めて、帰郷しま
した。
その後はいかに…

河合 達郎
本巣市地域おこし協力隊

外山地域街づくり委員会

2022.8.18
＠岐阜県小中学校教育研究会特活進路指導部会・夏季ゼミナール

はじめに
一つの会社・組織に属し続ける、ということが必ずしもノーマルとは言えない時代

になりました。

就職したときには想定さえしていませんでしたが、私も10年以上勤めた会社を辞

め、1年半前に地元・岐阜に戻ってきました。

生まれ育った地域を少しでもおもしろい場所にしたいなと思い、いろいろ動いてい

るところです。今後も、「1民間人」の立場で活動していくつもりです。

ということで、私は今日までに何かを成しえた者ではございません。脱サラし、会

社に属さず、さて何ができるのか、というさなかにいます。

そんな途中経過ではありますが、キャリア教育に尽力される先生方の研究材料とし

て、少しでも役立てていただければ幸いです。

それでは、よろしくお願いいたします。

略歴

■1987.5 岐阜市生まれ・岐阜市育ち（岐阜大学のすぐ西

側）

黒野小→岐北中→岐阜北高→立命館大国際関係学部

■2010.4～2021.3 朝日新聞社 記者

横浜→長崎→大分→東京・政治部

■2021.4～ 本巣市地域おこし協力隊（現在2年目）



新聞記者を志すまで

■外の世界を見てみたい

■「好奇心」

■「地元」「岐阜」を意識することはなし

■ジューシー
2015.10.17

■消費者庁
2016.1.13

■電通
2016.11.8

■橋下vs小沢
2018.11.8

■幹事長人事
2020.6.18

■緊急事態再宣言
2021.1.8

帰郷が頭に浮かんだきっかけ

■変わっていく地元、減っていく人

■「地方創生…」「東京一極集中の是正…」

と記事を書く自分への疑問

もう片方のてんびん

■権力者の発言→即ニュース

■歯車のひとかけら感

■「お前はここへ行って、こうなって、こう
だな」



決め手にしたモノサシ

「自分がやらないと

誰もやってくれないのはどちら
か」

周囲の反応

■妻は…

■同僚は…

■オヤジは…

いま考えていること

■「誰もやろうとしないこと」を、あえて

■「自分にできること」「やってみたらよさ
そうなこと」

を考えて、実行する

■長続きさせるための基盤（＝経済・生活
面）

を整える

実際にやっていること

■遊休農地の再生→いちじく栽培

担い手がおらず、遊休状態だった畑でいちじくの栽培を始めて

います

■地域の小中学生に向けた寺子屋

塾に通いづらいという「教育環境格差」の是正をめざしていま

す

■山あいでの「なりわい」紹介

「地方には仕事がない」という人に向け、取材・発信していま

す



遊休農地再生の様子 寺子屋の様子といただいた励ましの声

展望

■理想のポートフォリオへ

■「何を得るかではなく、何を残
すか」

仕事A

仕事C＋α

仕事B

正直、自分の選択が正しかったかどうかは、もう少し先になってみない
とわかりません。まだまだ現時点では、どっちにどう転ぶか不透明すぎる
からです。

ただ一つだけ確からしいことは、どっちにどう転ぶかというその決定権
は今、限りなく自分自身の手の中にあるということです。

会社にいれば、業績の浮沈や人事の巡り合わせといった、自分自身では
どうにもならないことが山のようにあっただろうと思います。

でも今は、ほとんどが自分自身の判断と、行動と、努力次第。サボれば
道はありません。リスクをとってまで信念に素直に従って行動できたこと
には、少しだけ誇りを持っていいのかなと思っています。

脱サラ→独立の成功談・失敗談は巷にあふれていても、途中経過はあま
り聞いたことがありません。

今後のキャリア教育において何らかのヒントになれば幸いですし、この
途中経過がその後いったいどうなったのかも、ときどき関心を寄せていた
だければ幸甚の至りです。

おわりに

ありがとうございまし
た。
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特活進路部会の 

研究テーマについて 



岐阜県小中学校教育研究会特活進路部会 

令和４年度研究テーマについて 

 

１． テーマ設定にあたって 

岐阜県の人口※においては，大正９年の国勢調査から

増え続けていたが，２００５年（平成１２年）を境に減

りつつある。２０１５年に２００万人であった人口も，

２０年後の２０３５年には，１７０万人になると予測さ

れている。また，年齢層において言えば，６５歳以上が

２０１５年で約２８％，２０３５年で，約３４％と予測

されている。待ったなしの超少子高齢化がやってくる。少子高齢化によって，所得格差によって貧困率※は上昇

し，雇用格差によって家族構成も核家族化，１人化が増加し，教育格差によって，学力差は激化の一途をたど

ると予想される。こうした背景は，将来への不安が増幅するとともに，就職※・進学を問わず，進路を巡る環境

の厳しさも計り知れないものがある。ま

た，いじめ（SNS 等の普及による）や不

登校，自殺などの深刻な問題の背景にも

なっていると思われる。 

 このような状況の中，子どもたちが

「生きる力」を身に付け，明確な目的意

識を持って日々の学業生活に取り組む姿

勢，激しい社会の変化に対応し，主体的

に自己の進路を選択・決定できる能力や

しっかりとした勤労観，職業観を身に付

け，それぞれが直面する様々な課題に柔

軟にかつたくましく対応し，社会人・職業人として自立していくことが

できるようにすることが求められる。そのために，我が国において「キ

ャリア教育」という文言が公的に登場し，その必要性が提唱された。

「キャリア」とは，人は，他者や社会とのかかわりの中で，職業人，家

庭人，地域社会の一員等，様々な役割を担いながら生きている。これら

の役割は，生涯という時間的な流れの中で変化しつつ積み重なり，つな

がっていくものである。また，このような役割の中には，所属する集団

や組織から与えられたものや日常生活の中で特に意識せず習慣的に行っ

ているものもあるが，人はこれらを含めた様々な役割の関係や価値を自

ら判断し，取捨選択や創造を重ねながら取り組んでいる。 

20２２年７月８日岐阜新聞より  



人は，このような自分の役割を果たして活動すること，つまり「働くこと」を通して，人や社会にかかわる

ことになり，そのかかわり方の違いが「自分らしい生き方※」となっていくものである。 

このように，人が，生涯の中で様々な役割を果たす過程で，自らの役割の価値や自分と役割との関係を見い

だしていく連なりや積み重ねが，「キャリア」の意味するところである。 

なぜ「キャリア教育」が必要なのか。 

学習指導要領では、「生徒（児童）が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業

的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教

科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。」「（ここからの記述は中学校のみ）その中で、生徒

が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、組織的かつ計

画的な進路指導を行うこと。」となっている。 

また、平成 23 年 12 月 9 日キャリア教育における外部人材活用などに関する調査研究協力者会議から考えて

みる。 

 

ア）キャリア教育の理解の共有 

 キャリア教育を推進していくとき，「一人一人の教員の受け止め方や実践の内容・水準のばらつき」を解消

しなければならない。「キャリア教育」とは，「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」ということである。また「キャリア発達」とは社

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」である。この定義に基づき，子

どもたち一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力を身に付けさせていかなければならな

い。 

学校におけるキャリア教育は，子どもたち一人一人の発達や社会人・職業人としての自立を促すための「理 

念と方向性」を示すものであり，特定の活動や指導内容・方法に限定されるものではない。学校の教育活動全

体で様々な教育活動を通して，教育的な意図に基づき，体系的・系統的に取り組むようにしなければならな

い。次代を担う子どもたちが生きる社会は，どんどん厳しさを増していくであろう。その中で，どのような状

況にあっても，これに適応したり，置かれている状況を自分で打ち破ったりしながら，社会の中で自分の能力

を発揮できることを目指さなければならない。そのために、生涯にわたる多様なキャリア形成に必要な能力や

態度を培うとともに，それらを通して，とりわけ勤労観・職業観を自ら形成・確立できるようになることを目

標とする。 

イ）学校での生活や学び，進路選択に対する目的意識の希薄さの解消 

 文部科学省の調査によれば，高校生の今自分が通っている高等学校に入学した動機は，普通科の約６割が 

「自分の学力にあっている」と回答し，「自分の個性を伸ばすことができると思う」「自分のやりたい勉強が 

できると思う」と答えた生徒はそれぞれ１５％に満たないとの結果であったそうである。これは多くの中学校 

の進路指導が「進学指導」になっているためだと思われる。 



また，TISS※調査や PISA※調査における

子どもたちの学習意欲は，他国に比べ，将来

就きたい仕事や自分の将来のために学習をし

ようとする意識が低いということが明らかに

なっている。このように目的がはっきりしな

いまま高等学校へ進学しているということ

は，学校での生活や学び，進路選択に，子ど

もたちがはっきりしないまま高等学校へ進学

しているということは，学校での生活や学び，進路選択に，子ども 

たちがはっきりとした目的意識をもって取り組めていないということである。逆に言えば，学校生活の全てに

おいて，キャリア発達の視点をもった指導をしていくことが重要である。 

ウ）社会の「本物」に触れさせること，「働くことの喜び」を伝えることの重要性 

子どもたちが，学校で学んでいることと自分の将来を結びつけて考えたり，自分の興味や資質に気付いて， 

それを伸ばすにはどうしたら良いかと自ら考えたりできるようにするためには，実際に社会で働いている人

や，社会で行われていることの本質や意義に

触れ，理解すること，また，それを通して働

くことの意義や喜びについて理解することが

重要である。したがって，社会や職業に関わ

る様々な体験的な学習活動の機会を設け，そ

れらの体験を通して，自分と社会の双方につ

いての多様な気づきや発見をさせるような活

動を仕組んでいく必要がある。 

職場体験活動はその一つであるが，現状の 

「働くこと」だけでなく，「最先端の研究を

行なっている研究施設や大学等を訪れ，第一

線の研究者から施設や研究について説明を受

けたりする」「社会の第一線で活躍する卒業生の職場を訪ねてその仕事について説明を受けたり，見学したり

する」「地域の企業の技術者を学校に招いて最新技術の指導を受ける」といった「本物」に触れさせる機会を

作っていくことも考えていく。 

エ）「世の中の実態や厳しさ」を伝えることの重要性 

中学校のキャリア教育においては，経済・

社会・雇用などの基本的な仕組みについての

知識や，税金・社会保険・年金や労働者とし

ての権利・義務などについての知識等，社会

人・職業人として必ず必要となる知識を得さ

せるとともに，男女共同参画社会の意義や仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の重要性などについて，自己の将来の在

り方生き方に関わることとして考察を深めさ

せることが必要である。こうした知識の習得

や意欲・態度の涵養とだけでなく，「世の中

の実態や厳しさ」を子どもたちに学ばせることも重要である。例えば，経済のグローバル※化とそれに伴う激し

2018 年度 PISA から分かる現状 

TIMSS から分かる現状 



い国際競争の下で，これまでにない厳しい環境にあり，産業等の状況の変化に伴い雇用形態も変化が生じてい

る。就職先が決まらないまま卒業した場合や就職後早期に離職した場合，また、出産前に離職した女性が，そ

の後に再就職を求める場合などに，正規労働者としての就職が困難となる状況がある。地域の特性上，「まと

もに進学しなくてもとりあえず楽しく生活している」という姿を目の当たりにすることも少なくないため，外

部講師などに依頼して，「厳しさ」を実感させていくことが重要である。また，国の課題でもある男女共同参

画社会への移行についても，「女性の社会的・職業的自立」の視点からは，「結婚後，特に出産後において，

男性の家事や育児の分担が不十分であること」「女性が働き続けるための社会的インフラの整備が不十分であ

ること」など，働き続けることに困難が伴っているという現実もある。 

オ）「働くことの喜び」と「世の中の実態や厳しさ」の両面を学ぶ 

今の日本は，完全失業率や非正規雇用率※の高

さ，無業者や早期離職者の存在などといった大

きな困難に直面している。こうした厳しさがあ

るがゆえに，子どもたちが社会に適応しながら

現実に立ち向かい，意欲を持って様々な課題を

克服し，自らの目標に向かって努力して，社会

的・職業的に自立するために，「働くことの喜

び」と「世の中の実態や厳しさ」の両面を同時

に伝えていくことが重要である。今日の厳しい

状況の中でも，働くことの意義や喜びを感じつ

つ，これに立ち向かい活力ある社会の構築に奮

闘する経営者や従業員，研究者や技術者、商店

経営者や農業・漁業従事者，福祉施設で働く人

などが，子どもたちの周りには，少なからずいる。学校は，そのような地域の人々と手を携えて，「働くこと

の喜び」と「世の中の実態や厳しさ」の両面を伝えていきたい。 

カ）「キャリア教育」を通して「学習の意義や意味」を学ぶ 

キャリア教育を行う意義として，学校生活と社会生活や職業生活を結び，関連付け，将来の夢と学業を結び 

付けることにより，子どもたちの学習意欲を喚起することができる。今自分が勉強していることと，将来自分

が巣立っていくであろう社会との関係を見いだし，それらを結び付けることで，自分が勉強している理由やそ

の重要性を理解させるのである。学校生活や学びや進路選択の際は，子どもたちが目的意識をもって，あるい

は目的意識に裏打ちされた学習意欲をもっているか否かは学校教育の根元に関わる問題である。「なぜ学ぶの 

か」「なぜ学ばなければならないのか」「何を学ぶべきか」について，教科指導部や研推と連携を図って明確 

にしていく必要がある。 

キ）家庭や地域・社会と連携することに関して 

家庭は，子どもたちの健やかな育ちの基盤であり，すべての教育の出発点である。子どもは，就学前から社

会的自立を果たすまで，家庭において，家族との様々な関わりの中で育っていくものである。まずは，家族の

中で大人が「働くことの喜び」や「世の中の実態や厳しさ」なども伝えながら，子どもたちの社会的・職業的

自立という視点に立って，子どもたちを育み，支えていくことが求められる。この辺りは，PTA とも連携し，

「家族が果たすべき教育的な責任」について明確にしていく必要がある。 

また，ほとんど全ての子どもたちは，近い将来，日本の社会・経済を支えることになる子どもたちに，社会

の「本物」，「働くことの喜び」，「世の中の実態や厳しさ」などを伝え，学校での生活や学び，進路選択に

気付きや考えるきっかけを与えるために，学校，家庭，地域・社会や産業界が「協働」して，キャリア教育を

推進していくことが必要である。 

非正規雇用者数 



中学校 3 年間を見通した特別活動の中核を成す進路指導の充実について 

進路指導は，単なる「出口の指導（進学指導）」ではなく，子どもたちの「将来の人生全体を考えさせる指

導」であるべきである。しかし，どうしても「進学指導」に陥ってしまい，「数字による指導」が行われてい

るように感じてしまう。進路指導の基本的なスタンスは「A 君の真面目さと指示されたことをきちんとやろう

とする姿勢は，M 学園の教育方針で生きるよね。それに，仲間を蹴落としてでも，競争をしてでも勝ち抜こう

というバイタリティには弱さを自覚しているし・・・。こまめに面倒を見てもらえる M 学園はあっているよ

ね。」といったことが全員に話せなければならないだろう。担任の立ち位置は，「本人の持ち味を，どこで，

どう伸ばすか」そして，その思いを，どのように分かりやすく本人と保護者に伝えていくのかということが進

路指導のポイントになる。当然，こうした指導をするためには，1 年生からの積み上げ必須である。そこで，

進路指導において，「アイデンティティの確立」と「ライフプランの作成」の二つを中心に進路指導を充実さ

せていくことである。これは，言い換えれば，「自分らしさとは何かを考え，自分が生きていく上での基盤と

なる価値観を見い出し，その上に立って，職業を中心として，自分の将来を設計すること」である。 

また，自己理解・進路の計画・進路情報・価値観（勤労観・職業観）の４つ観点を各学年で繰り返し特別活

動の中で設定（「生きる」進路指導主題系統図 参照）し，進路学習を進めていくことが必要である。 

 新学習指導要領の特別活動※の目標は次の通

りである。 

 「集団や社会の形成者としての見方・考え

方を働かせ，様々な集団活動に自主的，実践

的に取り組み，互いのよさや可能性を発揮し

ながら集団や自己の生活上の課題を解決する

ことを通して，次のとおり資質・能力を育成

することを目指す。 

（１）多様な他者と協働する様々な集団活動

の意義や活動を行う上で必要となるこ

とについて理解し，行動の仕方を身に

付けるようにする。 

（２）集団や自己の生活，人間関係の課題を

見いだし，解決するために話し合い，合意形成を図ったり，意思決定したりすることができるようにす

る。 

（３）自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして，集団や社会における生活及び人間関係

をよりよく形成するとともに，人間としての生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態

度を養う」 

と述べている。 

「人間としての生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態度を養う」の部分は，集団の一員と

してよりよい生活や人間関係を築こうとする多様な集団活動を通して，望ましい認識がもてるようにするとと

もに，集団の中で自己を生かす能力を養っていくことを示している。例えば，集団の一員として，目標をもつ

こと，将来に夢や希望をもって現在の生活を改善しようとすること，協調性や責任感，規範意識を高めるこ

と，人権を尊重することなどにかかわる自己の生き方についての考えを深め，その大切さを認識できるように

することである。また，これらのことにかかわる自己のよさや可能性を集団の中で生かしてよりよい生活を築

いていくことができるような能力を育成することである。「人間としての生き方」や「自己実現を図ろうとす

る態度」は，進路指導に強く関わってくる言葉でもあり，中学校の特別活動における進路学習の重要さを位置

づける言葉といえる。  



「集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成する」の部分は，自己の所属する様々な集団に所属感

や連帯感をもち，集団生活や社会生活の向上のために進んで力を尽くそうとする態度や能力を養うことを示し

ている。生徒個人は，様々な集団や社会の一員として生活しているが，この中で各自の果たす役割は何か，ま

た自分はどのような責任を果たさなければならないかを自覚することは，集団全体の発展にとっても，個人の

成長にとっても，将来社会人として自立していくためにも大切なことである。このようなことを経験する場と

して特別活動があるので，このことを目標の一つとして取り上げている。 

以上を踏まえて，特別活動や進路指導の視点から，本会のあり方について考える。 

 人の生き方や進路には多様な選択の可能性があり，決して一様ではない。人は，自己の個性を自覚し，これ

を伸ばすとともに，多様な生き方，進路選択肢の中から，自己の個性を十分に発揮することができる生き方，

進路を選ぶことによって，生きがいのある，充実した人生を築くことができる。 

 そうした個性を，集団生活の中において伸長する場が学校であるが，児童生徒たちは仲間との人間関係の構

築に弱さを見せている。また，いじめや不登校などの問題も依然としてなくならない。子どもたちの精神的，

社会的自立が遅れる傾向にあることは明らかであり，小中学校においても，キャリア教育の視点をも含めた

「生き方」について考えを深め，自己を将来的に生かす能力が強く求められている。 

 特活進路部会は，これから起こるであろう問題点に対して，実践・提案を積極的に進めることが必要であ

る。話し合い活動・自己を見つめる活動・仲間と共に喜び合う活動，そして，将来の「生き方」を考える進路

指導（キャリア教育）を重要な柱としていく必要があると考える。 

 特別活動や学級経営のねらいは，最終的には児童生徒の自己実現であろう。集団の中で個の変容を図るべ

く，様々な教育活動を意図的に仕組んでいくことが私たちの務めであるとも言える。その中核をなすものが，

進路指導（キャリア教育）であるという立場で，「一人一人の児童生徒が，自己を見つめ，自己実現に向かっ

て努力し続ける力を持つことができる」ようにするための指導方法の創造や，評価の方法と場を明らかにして

いく必要がある。 

 

２． 児童・生徒の姿 

前述のように「生き方指導」という側面から，児童・生徒の実態，めざす姿を考える。 

（１） 児童・生徒の実態 

  ① 現在の生活について見つめ，短期的な目標を持って取り組むことのできる児童・生徒が多い。 

  ② 自分の考えを進んで発表することを苦手とする児童・生徒が多い。 

  ③ 決められた活動には取り組めるが，必要な活動を生み出すまでには至っていない。 

   ④ 自己や他者の「よさ」に目を向けられるようになってきたが，まだ，それを生かして生活し，活動す

るまでにはいたっていない。 



  ⑤ 自己理解が不十分で，より高い目標に向かって取り組もうとする姿勢に弱さがみられる。 

   ⑥ ネットの普及による情報化社会の中で，進んで情報を収集しようとする姿勢が出てきたが，生き方を

主体的に選択する能力の弱さから，その情報を十分生かすところまでには至っていない。 

   ⑦ 活動面で集団との調和ができず，他とのかかわりの中で，共生するためのコミュニケーション能力が

不足している。 

   ⑧ 活動の目標や計画立案および活動の振り返りや反省等の話し合い活動を自主的に運営する力が弱い。 

（２） めざす児童・生徒の姿  

    ①  自ら課題を見つけ，仲間と互いの考えを交流して考えを深めることができる。 

   ② 自分や他者の「よさ」に気づき，積極的にその「よさ」を生かせる。 

  ③ 夢や希望を持って，その実現に向けての長期的な計画を立て，努力し続けられる。 

  ④ 学ぶことや働くことの意義を知り，進んで活動に取り組める。 

  ⑤ 国際化・情報化・高齢化の社会を迎え，将来の自分のライフスタイルを創造しようとできる。 

  ⑥ 知識を得た上で，体験活動して「生きる力」を身につけられる。 

  ⑦ 情報社会の中で，知り得た情報を精査し，役立てることができる。 

  ⑧ 行事などに積極的に参加し，自ら計画などの話し合い活動に関わっていける。 

 

３．研究テーマ 

こうしためざす児童生徒の姿から実態をとらえてみると，児童生徒たちが「生き方」に対する学習に十分取

り組めていないことや，児童生徒たちが自分の「よさ」を生かして自分の志を大切に生きていこうとすること

が十分でないと言える。 

 また，学校における生活の基盤である学級集団などの中で，集団不適応などのさまざまな姿を見せること

（コミュニケーション能力の不足）から，特別活動の原点に立ち戻りながら，２１世紀を主体的に生きる児童

生徒の育成につながる指導を創造する必要がある。 

そこで， 

令和４年度 県小中学校教育研究会 全県テーマ 

「新しい時代を切り拓く資質・能力を身に付けた児童生徒の育成をめざす学校教育の創造」 

①児童生徒の「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」

を育む教育の充実 

②児童生徒の豊かな心や健やかな体を育む教育の充実 

③「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた授業改善の推進＜学校教育の質の向上に向けた ICT の活用＞ 

 

を受け，「志ある者は事竟に成る」「少年よ大志を抱け」にあるように，成し遂げたいことをもって社会に

出ることを目指す指導を目標にしていきたいと考える。 

 以上を踏まえ，本部会においては，本年度も次のような研究テーマを設定した。 

 

仲間とのかかわりの中で志を抱く生き方指導 

 

 特活進路部会としての指導内容は，特活領域の指導と進路指導（キャリア教育）を位置づける。それぞれの

内容において，「生き方」を指導していく場はあるが，本部会においてはこれまで，進路指導を学級活動の場



においてきた流れと，児童生徒が主体的に生活を作り上げ，生き方を考えさせていくために大きな成果を期待

できることから，学級活動の場を中心に研究してきた。 

 今年度も，特活領域全体に幅を広げつつ，キャリア教育につながる視点をもって，児童生徒の社会的自立に

つながる力を確かなものにしていくため，上記の研究テーマのもと，各地区・都市・各校・各会員で，それぞ

れの実態に応じた場で，「生き方」指導を追究していきたいと考える。 

 

 

４．研究の視点 

（１） 活動の過程と指導方法の工夫改善 

  ① 学級活動における指導事項を精選し，指導の内容を明らかにした指導計画を工夫する。 

   ② 児童会や生徒会，行事などにおいて，児童生徒の主体的な活動を計画し，共に活動する喜びと達成感

から，新たな目標に挑戦していく態度が持てるように指導方法を工夫改善する。 

   ③ 進んで自分や進路など生活についての情報を収集し，自分の生き方を見つめ，体験的な活動に取り組

む中で，将来への夢や希望を持ち，志を抱く指導方法を工夫改善する。 

    ④ 自己を伸ばす能力を養うとともに，キャリア教育推進のための学習プログラムのより効果的な指導の

在り方を工夫改善する。 

  ⑤ 「生きる」を活用した進路学習を進め，指導方法の工夫改善を求める。 

  

（２） 「生き方」に関わる情報収集・活用の力を高める指導方法の工夫 

   ① 将来をよりよく生きようとするために必要な選択と適応の力を高めるために，児童生徒にとって必要

な情報の提供のあり方について模索する。 

  ② 児童生徒による情報収集・活用の力を高める指導方法の工夫を図る。 

 

５．事業 

（１） 進路指導学習や特別活動の指導方法に関わる交流を進める。 

（２）「夏季ゼミナール」を開催し，体験活動や授業実践の交流を行い，指導方法や研究の成果を確かめ合

う。部会への加入者のみならず，部会以外の方々や大学生を含めた参加希望者に広く呼びかけていく。 

（３） 中学校における進路指導のための冊子「生きる」の実践的研究を深める。 

（４） ホームページを充実し，情報を発信する体制を作る。 
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「生きる」を利用した進路指導の在り方 

  

 

大垣市立東中学校  

髙橋 正光先生 

 



  近年，雇用をとりまく社会や経済は，少子高齢化に伴う人口減少，グローバル化による競争激化など

の影響を受け，構造変化の中にある。その中にあって，現在の雇用は改善の兆しをみせている。しかし

一方で，若者の就職状況に関するデータをみてみると，以前としてフリーター，ニートと呼ばれる若者

が多く存在している。また，新規学卒者の離職状況をみても，中学，高校，大学の卒業3年後の離職率

は，それぞれ65.3%，40.0%，32.3%と高い水準となっている。(平成24年3月卒業者)さらに，高等学

校の中途退学者は，毎年，全国5万人を越す状況となっている。 
  このような若者が多くいる原因はさまざまあるが，その上位として挙げられるのは，働くことへの目

的意識の弱さと，その働く目的意識の弱さからくる学ぶ目的意識の弱さがある。だからこそ，中学生段

階の進路指導は，生徒が自分の人生を切り開いていくうえでも，とても重要な位置付けとなっていると

捉えることができる。 
  しかし，現在の学校現場では，授業時数の確保の問題，総合的な学習時間の縮小，進路学習の進め方

に不安を感じる若い教諭が増えるなどの影響を受け，進路指導の機会が縮小されたり，進路指導の見通

しが不透明になったりしているのではないかと危ぶまれる状況にある。 
  そこで，本校では，岐阜県特活進路指導研究会で作成された｢生きる｣を使った進路指導を行っている。

なぜならば，この｢生きる｣は，生徒の発達段階に合わせて系統的に指導ができるように作成されている

からである。この資料は，今年度の｢生きる｣を利用した進路指導の一部をまとめたものである。 

 
 
 
 
 
 
概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1．生徒を取り巻くさまざまな状況 

(1)変化する雇用情勢 

日本の雇用システムは，他の先進諸国と比べ， 

長期雇用の特徴を持ち，労働者の雇用の安定と人

材育成の機能を果たしながら，長期にわたる経済

成長を実現してきた。また，こうした機能の下で

能力の向上と所得の向上がともに実現され，勤労

者生活の充実が図られてきた。しかし，バブル崩

壊以降，経済・社会環境の変化に伴って(図 1)雇

用システムにも変化が現れ，雇用期間の短い非正

規雇用者が増加し，(図 2)長期に雇用される者の

数が絞り込まれるとともに，正規雇用者の労働関

係も集団主義であったものが，次第に，個別化の

方向に進んでいる。 

  一方，短期で不安定な就業を繰り返す労働者も

おり，生活を成り立たせていくための職業的基盤

を形成し得ない若年労働者も少なくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図1  完全失業率と有効求人倍率の推移) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図2  非正規雇用労働者の推移(年齢別)) 

｢生きる｣を利用した進路指導の在り方 
～志を抱きやり抜く強い意志をもった生き方を目指して～ 

                                  大垣市立東中学校   教諭  髙橋  正光 
                                                       



(2)若者の就職状況 

  有効求人倍率が平成21年の0.47倍を底に上昇

し，平成27年には1.20倍となった。しかし，中

学，高校，大学の卒業3年後の離職率は，それぞ

れ65.3%，40.0%，32.3%となっている。(いずれも

平成24年3月卒業者)(図3) 

 
（資料出所）厚生労働省職業安定業務統計 

(図3  新規学卒者の離職状況) 

 

  また，15～34 歳の非労働力人口のうち，通学，

家事を行っていない若年無業者，いわゆるニート

の状態にある若者は，平成14年以降60万人台で

推移している。(図4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料出所） 総務省統計局「労働力調査」 

(図4  ニート状態の若者の推移) 

 

  さらに，15～34 歳の男性又は未婚の女性(学生

を除く)で，パート・アルバイトをして働く者又は

これを希望する者，いわゆるフリーターを選択す

る若者は，平成15年に217万人に達して以降，5

年連続で減少していたが，その後増加を続けてい

る。(図5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料出所）  総務省統計局「就業構造基本調査」 

(図5 フリーター数の推移) 

  このように，若者が定職に就かない理由とし 

て，｢つきたい仕事のための勉強や準備，修行期 

間として(17.2%)｣と将来への目的意識があって定 

職に就かない若者がいる一方，｢自分に合う仕事 

を見つけるため(13.5%)｣や｢なんとなく(10.4%)｣ 

と現状，将来への目的意識が薄く，定職に就いて

いない若者も多い。(独立行政法人  労働政策研

究・研修機構｢大都市の若者の就業行動と意識の

展開｣より｣) 

 

(3)高等学校中途退学 

  職業への目的意識の希薄さは，高校生活にも強 

く影響を与えている。高等学校の中途退学者数 

は，年々減少をしている(図6)ものの，平成26 

年度も全国で5万3千人以上の高校生が中途退学

をしている。中途退学の理由(図7)では，｢もと

もと高校生活に熱意がない｣がもっとも多く，次

いで｢就職を希望｣が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(図6  中途退学者数及び中途退学率の推移) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省  平成26年度｢児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査｣ 

(図7  事由別中途退学者数（国公私別）) 

   

そもそも，｢高等学校は，中学校における教育

の基礎の上に，心身の発達及び進路に応じて，高

度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とす

る。｣と学校教育法第50条にもあるように，進路

に応じて自分の意志で学びにいく場所が高等学校

である。そう考えると，高等学校の中途退学の理

由から，その前段階の中学校での進路指導の重要

さがよく分かり，また，進路指導の在り方を考え

させられるものである。 

 

2．｢生きる｣を使うことのよさ 

  本校では，3年間を通して岐阜県特活進路指導

研究会作成の｢生きる｣を利用した進路指導を行っ

ている。｢生きる｣を利用した進路指導のよさは，

次の点が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これらのよさから，本校では｢生きる｣を利用し

て進路指導を行っている。 

 

3．｢生きる｣を使った実践 

～1年「わたしの夢と希望」～ 

  題材設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導のねらい 

 

 

 

 

1．1年生は｢働くことに対するあこがれの意

識を，調査を通してもたせる｣2年生は｢働

くことの目的と意義を考え，体験を通し

て働くことを身近な現実のものと捉え直

し，進路に目を向かせる｣3年生は｢将来に

向けて，卒業後の進路を考える｣というよ

うに，進路指導が系統的に配列されてい

る。 
2．生徒と同じように悩んできた先輩の作文

を通して，生徒が共感しながら学ぶこと

ができる。 

3．資料編を使って，より具体的に指導を

行うことができる。(資料を探す時間を

短縮することができる。) 
4．指導案がホームページ上にアップされ

ており，指導のねらいや過程を知って

指導をすることができる。 
5．学校で統一して指導にあたることがで

きる。(職員会において，月で行う内容

を提案していくことで，学年内での指

導のぶれがなく，また，生徒が進級し

ても同一歩調で指導にあたることがで

きる。 

  中学に入学して 1 ヶ月が過ぎ，中学校の生

活にもようやく慣れてきた頃である。この時期

にあたって，自分の将来の夢や希望について考

えさせることは，中学生活を充実させるために

も大変重要である。 
  また，この時期の生徒の多くは，将来のこと

についてただ漠然と｢高校に行きたい｣という

気持ちをもっているだけで，自分を深く見つめ

たり，将来の目標をもち，それをめざし努力し

たりすることが，自分の学習を充実させること

につながることに気づいている生徒は少ない。 
  そこで，将来の夢や目標をもち，それに向か

って努力することの大切さを理解させ，自分の

学習や生活をさらに充実させていこうとする

意欲を高めたい。 

  将来の夢や目標をもち，それに向かって努力

することが自分の中学生活を充実させること

につながることを理解させ，その実現に向けて

どのような努力をしていけばよいのか考えさ

せる。 



 

[事前指導] 

今回の授業は，生徒にとって中学校に入って初

めての進路学習になる。そこで，岐阜県特活進路

指導研究会の｢生きる｣の指導案を見てみると，指

導には事前・事後の指導が重要であるということ

に気がつく。今回の事前指導では，｢進路学習に

ついて，題材設定の理由をもとに説明をしてお

く｣とあった。 

題材設定を読むことで，一番授業で指導しなけ

ればならないと感じたのは，漠然とした進路に対

する意識を表面化し，夢や希望をもつことの大切

さを，まず指導しなければならないと感じた。 

生徒にとって｢漠然とした夢や希望｣とは何か?

まず，生徒の実態を把握することが大切と感じ，

アンケート調査を実施した。 

※アンケート内容※ 

 

 

 

 

  

 

 

  このアンケートを実施する前に，数人の生徒に

｢小学校を卒業する時に，広報に『将来の夢』を

書いたか｣と聞くと，｢書いた｣と答えた。だか

ら，このアンケートでは，①については，ほぼ全

員があると答え，②，③，④と質問が進むごとに

自分の将来について不明確な点がでてくるのでは

ないか予想していた。 

  しかし，実際にアンケートを実施してみると，

つきたい職業があると答えた生徒は，学級内で

57%(30名中17名)にとどまり，その内，その職業

につくまでの進路を知っていると答えた生徒は

30%(17名中5名)しかいなかった。実に，明確に今

後の進路について理解している生徒は，学級内で

17%しかいないことが分かった。 

  事前指導を行うためにアンケートをとったつも

りが，生徒の不明確な進路状況を知ることになっ

た。この結果には，意外な思いを受けた部分もあ

るが，事前指導をしようと動いたことで得られた

生徒の実態で，この結果を知らずに授業に入らな

くてよかったと感じた。ここで，事前指導をする

ことの大切さを学ぶことができた。 

 

[本時] 

  授業を始めるにあたって，まず，パーセンテー

ジが書かれた円グラフを提示した。これは，アン

ケート調査の結果をグラフにしたものである。

(図8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図8  アンケート調査の結果) 

  生徒には，｢『つきたい職業はあるか』つという

質問であると答えた人は，57%か43%か｣を尋ねた｡

ほぼ全員の生徒は，｢57%｣と答えた。次に，｢つき

たい職業があると答えた人の中で，その職業につ

くまでの進路について知っている人は，30%か70%

か｣を尋ねた。すると，学級の3分の2が｢70%｣と答

えた。正解を伝えると，生徒から｢意外だ!!｣とい

う声が聞かれた。さらに，学級全体で見ると，明

確に今後の進路について理解しているのは｢17%｣

であることを伝えると，意外にも少ないその数に

対して，学級全体に驚きの声が上がった。 

  生徒自身の中にも，｢みんなは将来についてよく

考えている｣と思っていた意識があったからこそ，

このような生徒の反応が見られたと考えられた。 

  生徒自身が学級の実態を知ったうえで，｢それで

も，人が夢(職業)や希望をもつことが大切だ｣とい

うのはなぜかを考えた。すると，｢夢があると，つ

らいことがあってもがんばれるから｣｢夢があると，

自分の人生が楽しくなるから｣｢夢があると，迷い

がなくなるから｣などの答えが返ってきた。(図9) 

この答えを聞いて，教師が考える夢をもつことの

大切な理由を話した。 

※生徒に話した内容※ 

｢夢｣というものは灯台の光のようにものだと考

えています。灯台の光は，真っ暗な夜であっても，

① 自分が将来つきたいと思う職業があるか｡ 
② ①であると答えた人は，どんな職業につき

たいと考えているか。 
③ ②の職業につくためには，どんな進路を選

択していけばいいのかを知っているか。 
④ ③で知っていると答えた人は，知っている

ことを書こう。 



船が航路を見失わないように，行き先を指し示し

てくれます。｢夢｣もこの灯台の光と同じように，

自分の進むべき道を導いてくれるものだと思いま

す。夢という目標が立った時，人は迷いながらも，

それに向かって歩んでいけるのです｡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(図9  なぜ，人は｢夢｣をもつのか) 

 ここまでで，学級の進路に対する実態が分かり，

夢をもつことが大切だという雰囲気ができると，

次に，どんな職業を選択していけばよいのかと考

えが進む。そこで，｢生きる｣にある｢ある中学校，

1年生の，自分が将来つきたい職業調べの結果｣を

もとに，どのような職業にあこがれをもっている

かを考えた。すると，｢自分の好きなことを職業に

したいと考えている｣｢人の役にたつ職業につきた

いと考えている｣｢安定している職業につきたいと

考えている｣などの意見がだされた。人が，どのよ

うに職業を選ぼうとしているかを知ったうえで，

｢成りたいという思いだけあれば，夢はいつか叶う

のだろうか｣と生徒に投げかけた。そして，同じ岐

阜県出身で，シドニー五輪女子マラソン金メダリ

ストの髙橋尚子さんのメッセージから，そのヒン

トを見つけだすことにした。夢を叶えるために大

切だと思う箇所に線を引かせながら教師が範読を

行った。その後の交流では，｢小さい頃から夢をも

ち続けることが大切｣｢毎日の積み重ねが大切｣｢今，

できることを地道にクリアーしていくことが大

切｣｢個性を生かすことが大切｣などの意見がださ

れ，最終的に，｢夢を叶えるには努力し続ける気持

ちと行動が大切である｣という意見にまとまった。

(図10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図10  あこがれる職業，夢を叶えるために) 

  この段階まで話が進むと，生徒は，自分自身の

職業へと目が向き始める。そこで，｢生きる｣の資

料編にある｢自分の特性を知る｣というページを使

って，自分の特性にあった職業タイプを調べるこ

とにした。(図11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図11  ｢生きる｣資料編  自分の特性を知る) 

  この資料編を使うことで，生徒からは｢やっぱり

私は○○のような職業にむいているんだ｣｢僕のタ

イプは○○だった｡こんな職業にむいているかも

知れないんだな｣と，授業前は，職業に強い関心を

もっていなかった生徒も，授業を通して，自分の

職業に興味や関心をもち始めた。 

 

[事後指導] 

  今回の授業を通して，生徒の目は自分の将来へ

と向けられるようになった。そこで，この思いを

大切に育てていくために，2つのことを行った。 

1つ目は，学級内に｢職業調べコーナー｣を設置し

たことである。このコーナーを設置することで，

生徒はいつでも職業調べができるように環境を整

えた。(図12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図12  学級内｢職業調べコーナー｣) 

  2つ目は，図書室の利用である。図書室では，生

徒自身が調べてみたい職業や，職業タイプ別にま

とめられた本がある。目的意識がはっきりしてい

るため生徒は，自ら本を選び，進んで調べ学習を

進めることができた。(図13)これらの，調べ学習

を通して，｢生きる｣の授業で書けなかった最後の

｢自分の将来の夢や希望を理由も一緒に書こう｣を

書くことができた。 

 
(図13  図書室での調べ学習の様子) 

 

4．成果と課題 

[成果] 

・今回の授業を通して，日常的に自分の将来につ

いて考える生徒がでてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図14  生活記録より) 

・夢を叶えるためには，努力が必要であることが

分かったため，次の｢わたしたちの夢と希望(2)｣

や｢進路の学習｣に関心をもって取り組むことが

できた。 

・友だちと将来について話す姿がみられるように

なった。 

 

[課題] 

･事前・事後の指導の在り方をさらに考えていく。 

･進路に対する知識をもっともち，伝えていけるよ 

うにする。 



 
1－1  わたしの夢と希望（1） 

1．題材設定の理由 

中学に入学して１カ月が過ぎ、中学校の生活にもようやく慣れてきた頃である。この時期
にあたって、自分の将来の夢や希望について考えさせることは、中学生活を充実させるため
にも大変重要である。 
また、この時期の生徒の多くは、将来のことについてただ漠然と「高校に行きたい」とい

う気持ちをもっているだけで、自分を深く見つめたり、将来の目標をもち、それをめざし努
力したりすることが、自分の学習を充実させることにつながることに気づいている生徒は少
ない。 
そこで、将来の夢や目標をもち、それに向かって努力することの大切さを理解させ、自分

の学習や生活をさらに充実させていこうとする意欲を高めたい。 

2．指導のねらい 

将来の夢や目標をもち、それに向かって努力することが自分の中学生活を充実させること
につながることを理解させ、その実現に向けてどのような努力をしていけばよいのか考えさ
せる。 

3．指導計画（全２時間） 

 事前 ・進路学習について、題材設定の理由をもとに説明をしておく。 

本時 ・夢や目標をもつことの大切さを理解し、自分のめざす目標を記入する｡ 

第 2 ・夢や目標を実現するためには、どのような努力をしていく必要がある
のか考えさせる。 

事後 ・P.７の記入事項を確認して、事後の個別指導を行う。 

＜説話例＞ 
「空虚な目標であれ、目標を目指して努
力する過程にしか、人間の幸福は存在し
ない。」 
出典：三島由紀夫『小説家の息子』
（S.38年） 
 
「何のために勉強するのか」君たちはこ
うした疑問を今までに何度となくもった
ことがあるでしょう。結論からいえば、
勉強とは自分の人生の目標を達成した
り、夢を現実のものとして実現するため
にするのだ、といえます。つまり、勉強
とは自分の目標や夢があってこそ充 
実するのだともいえるのです。自分の将
来の夢や目標をもちましょう。今日の授
業の中でも何人かの人が「将来の目標や
夢がない」と答えていましたが、やはり
将来の夢や目標をもち、それに向かって
努力することを大切にしたいものです。
そういう努力の過程が、人間としての充
実感や幸福感をもたらしてくれるものな
のです。急に「夢や目標をもて！」とい
われても困る人も多いと思います。そう
した人は、今自分がいちばん興味・関心 

のあることや仕事を連想してみましょ
う。昔から「好きこそものの上手なれ」
といいますが、自分の好きなこと、得意
なことは何時間やっていても飽きないで
しょう。まずはこんな所から将来の目標
や夢を作っていくことも大切だと思いま
す。ともあれ、まずは自分の将来の夢や
目標を作 
り、それに向かって努力していくことを
大切にしていきたいものですね。昭和の
偉大な小説家三島由紀夫は、その自伝的
小説『小説家の息子』の中で人間の幸福
についてこう述べています。「空虚な目
標であれ、目標を目指して努力する過程 
にしか、人間の幸福は存在しない。」ま
た、三木清という哲学者はその著『人生
論ノート』の中でこう述べています。
「人生においては何事も偶然である。し
かしまた人生においては何事も必然であ
る。」みなさん、君たちにはすばらしい
将来、輝ける未来があります。自分の人
生に夢や目標をもち、これからの中学生
活を充実させていきましょう。 

 活動のねらい 活 動 の 内 容 指導・援助の留意点 資料等 

 

◎結果を予想する。 
◎P.６１を見て、２に
気づいたことを記入
し、発表する。 

・いろんな仕事を希望
しているなあ。 

・夢があり個性的だな
あ。 

・でも将来の目標や希
望がないという人も
いるよ。 

・資料を提示して、
意外に将来の夢や
目標がないという
生徒がいることを
浮き彫りにする。 

・学級の実態から、
将来の夢や目標を
もつことの大切さ
を考える。 

・アンケートの結
果を提示し、学
級の仲間の実態
を知る。 

 
・P.６１を見て
様々な夢や希望
をもっている生
徒もいるが、将
来の目標がない
生徒もいること
を知る。 

 

・P.６ 

１ ２ 

課題：将来の夢や希望を話し合おう。 

 

・P.７３の作文を
読み、将来の夢や
目標をもち、その
理由がはっきりし
ていることが大切
であることを理解
する。 

◎P.７３の高橋尚子さ
んのメッセージか
ら、感じたことを交
流する。 

・自分の好きなことを
やっていくことはす
ばらしい。 

・一生やっていきたい
ことがあって羨まし
い。 

・好きだからといっ
て、長く続けられる
のはすごい。 

・まだまだ自分の可能
性を広げようとして
いるので驚いた。 

・私も自分の好きなこ
とを見つけて頑張り
たい。 

◎夢を実現するために
は、どんなことが必
要か発表する。 

・目標をもつ 
・目標に向かって努力
す      

  る 
 

・教師が範読して、
必要に応じて説明
を付け加える。 

 
 
 
 
 
 
・将来の目標や夢が
はっきりしてお
り、それに向かっ
て努力しようとし
ている様子を浮き
彫りにする。 

・自分の夢や希望を
もつことがすばら
しいことだと理解
させる。 

・目標はあるが、漠
然としているため
努力する姿にまで
は結びついていな
い生徒が多い。目
標をもつととも
に、努力すること
の大切さにも気づ
かせたい。 

・P.７３ 

 

・夢を大切にし、
実現するためのね
ばり強い努力が、
学習や生活を充実
させることにつな
がることを理解さ
せ、進路学習を充
実していこうとす
る意欲を高める。 

◎自分の夢や希望をし
っかりとP.７の４に
記入する。 

◎本時の授業の感想に
ついてまとめる。 

・理由についても記
入できるように時
間をしっかりとと
る。 

・全員が記入できる
ように援助する。 

・P.７４ 

資料編 

P６２，６３ 


