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巻

頭

言
岡山県立和気閑谷高等学校
校長

藤

岡

隆

幸

文部科学省の「地域との協働による高等学校教育改革推進事業（地域魅力化型）」（３年間）
の２年目となる本年度は、本校の教育を再確認する上で意義のある年となりました。
一つは、本年度は本校にとって創学350年の節目となる年でした。本校は、寛文10年（1670年）
に、岡山藩主池田光政公が家臣の津田永忠に命じ、儒学の学灯を掲げ庶民の教育の場として開
設した旧閑谷学校を淵源としています。長い年月を経る間、社会の変化とともに幾多の変遷に
耐え、閑谷三宝の「信・勤・倹」の精神のもと、輝かしい伝統の灯を絶やすことなく多くの人
材を世に送り出し今日に至ります。昨年（令和２年）10月には、創学350年記念式典や座談会、
回顧展など一連の行事を行い、同窓会や保護者、地域の多くの関係者と本校の来し方行く末を
考える機会となりました。
もう一つは、本年度は新型コロナウイルス感染症による影響を大きく受けた年でした。感染
対策のための日々の対応が新たに加わり、また、多くの制約により指導計画・方法の変更・工
夫を余儀なくされました。県立高校は年度当初に長期間の臨時休業となりましたが、本校は県
内に先駆け、タブレット型端末１人１台保有の環境を整えていたことから、休業中も速やかに
学校と家庭を結んで、オンラインによる学習支援を行うことができました。これまでの授業と
新たなオンライン学習の組み合わせ、ICT機器・教材活用に向けた教員の指導力向上、感染対
策を踏まえた学校行事等の在り方など、教育活動全般について検討を迫られています。
これからの高校においては、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身
に付けられるようにするのかを明確にしながら、地域との連携・協働によりその実現を図って
いくという「社会に開かれた教育課程の実現」と、「高校を核とした地方創生」の両面から、
学校と地域がつながっていくことがますます重要となります。
本校ではこれまで、地域との協働により、総合的な探究の時間「閑谷學」などで、地域課題
などに挑む探究的な学びを実現してきました。地元の和気町から、平成26年度以降派遣され
ている複数の支援職員が、「閑谷學」でのコーディネートや活動の運営など、地域に密着した
活動を推進する上で大きな役割を担っています。また、昨年度、和気町と隣接する備前市や赤
磐市の様々な関係者とのつながりを一層強め、学びの環境の充実とともに、学校と地域との持
続発展を目指し、本県県立学校で初めてコミュニティ・スクールとなりました。
創学350年及び未曽有のコロナ禍の年に当たり、改めて本校の学びが、今後社会人として生
きる生徒にとって、社会の変化に対応していく力、進路を切り開いていく力を育むものである
とともに、社会の持続発展を担う人材の育成につながるものでありたいと考えます。また、地
域との協働を一層充実させ、地域を支える人づくりと地域活性化の拠点となる学校であり続け
ることが本校の重要な使命であると考えます。
本報告書は、事業２年目における研究成果をとりまとめたものです。今後も、新型コロナの
影響に伴う社会情勢やGIGAスクール構想推進等を踏まえ、研究を深化してまいります。本報
告書を御高覧いただき、御教示いただきたいと存じます。最後になりましたが、本年度の本校
の研究に御支援、御指導を賜りました関係者の皆様方に感謝申し上げます。
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創学350年事業

和気駅前イルミネーション

動

聞き書き

デザインと製作

第１回学校運営協議会

２年次生 閑谷學 フィールドワーク 赤磐市・室町酒造

の

記

録

２年次生 閑谷學 備前焼ゼミ 備前市・Stella Caféにて

３年次生

１年次生

閑谷學

閑谷學

卒業探究発表会

探究手法ワークショップ

吉井川流域映画祭での販売ボランティア

３年次生

閑谷學

歯科医院でのインタビュー

放課後学習支援（和気中学校）

１・２年次生

閑谷學

グループ探究引き継ぎ会

野球グラブの端材で革細工を製作

１年次生 閑谷學 ビジネスゼミ 古民家をカフェにしよう

小中高接続部会による

わけしず野球交流会

地域と連携した『高校の魅力化』フォーラム

西日本SCHシンポジウム

オンライン交流会

２年次生 閑谷學 国際交流ゼミ AUSとオンライン交流
３年次生

地域みらい留学

閑谷學

教育ゼミ

授業に挑戦

オンライン合同説明会（全国募集）

卒業探究発表会

English Fes 2020

小中高接続部会による

ポスター

アート活動

リーダー研修会

第２回こくさいフォーラム in Wake

－1－

大学教員など
から指導を受けら
れる体制を構築

�高校

�高校

連携

岡山県教委

�高校

県外の大学・商工会議所・商工会
和気駅前商店会
岡山���推進協議会
������（海外の姉妹校を含む）
����������
地域・教育魅力化プラットフォーム
地域みらい留学推進協議会

�高校

実社会での
学びを重視

県内先進実践校との連携・協力体制を
構築（成果抽出・県内外への発信等）

�高校

行動する力
年次
計画

����
各教科等の長期ルーブリック
策定とカリキュラム開発

コミュニケーション力

1年生（1単位）
探究基礎トレーニング

2年生（2単位）
テーマ別探究活動

3年生（1単位）
卒業探究（個人）

探究学習に必要な技法を学ぶ → 和気高、和気町
をテーマに学習 → フィールドワーク → 発表会

○学校や地域と自分のつながりを感じる

����の視点から和気町の課題解決を提案 →
提案を実践してみることで����を確立 → 発表会

○世界と自分のつながりを感じる

分野別探究 → 卒業論文完成 → 発表会

○進路分野の理想と現状を埋める

課題解決型探究学習「閑谷學」（総合的な探究の時間）

主な
���

校内体制

和気閑谷
高校

備前商工会議所
備前東商工会

県内大学

赤磐商工会

和気商工会

備前市・教委

赤磐市・教委

和気町・教委

地域協働プロジェクト推進委員会を校務分掌化

ＰＴＡ

同窓会

旧閑谷学校

◆イングリッシュキャンプ

・本校教育の質の向上への提言
・発展的な探究学習のカリキュラム開発

高大接続部会

・地域振興の担い手育成に向けた実践
・デュアルシステムカリキュラム開発

産学官連携部会

・小中高生の協同実践のカリキュラム開発
・「教育のまち“和気“」構想との連携

小中高接続部会

各部会を置き、実効性
のある運営体制を構築

◆論語・英語出前授業 ◆姉妹校交流 等

◆学童保育ボランティア

◆旧閑谷学校ボランティアガイド

◆こくさいフォーラム �������

◆放課後学習支援

首長・教育長等を学校運営協議会委員
としたコミュニティ・スクール

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）

課外活動

◆多様な主体による協働会議

学びを体現する
場としての役割

・長期ルーブリックに基づく習得状況
・各教科等の探究的な単元の��掲載本数
・就業体験実習の受入を希望する地域の事業所数 等

����
各教科等の探究型カリキュラム
の成果普及

自立する力

����
デュアルシステムカリキュラム
の実践と検証

チームワーク力

タブレット一人１台（Society5.0に対応できるICTスキル）、多様な評価方法（ルーブリック、ポートフォリオ、ＭＳＣ）

・学校設定教科「地域協働探究」新設
・学校外における学修の充実

○デュアルシステムカリキュラムの開発

考える力

・探究学習の専門性・新規性のレベルアップ
・長期ルーブリックの策定と教科横断的な学びの実現
・地元企業や自治体と連携した長期実習やデュアルシステムの実現による明確な職業観の
形成と地域を支える人材の育成
・コンソーシアムを核としたコミュニティ・スクール化による取組の継続性の確保

・各教科における探究的な単元・課題の開発
・教科横断的な課題の研究

○パフォーマンス課題の開発

職業とつなぐ力

これからチャレンジしたいこと

・身につけるべき資質・能力と評価規準を共有化

○長期ルーブリックの策定

各教科・科目

・探究学習「閑谷學」の枠組
・主体的な学びの実現に向けたパフォー
マンス課題とルーブリック評価に着手
・地域と協働する基礎的システムの構築
・地元自治体による地域連携コーディ
ネーターの配置

今できていること

自分を理解する力

育む7つのチカラ

研究開発構想名：「恕」の精神を持って地域と協働する探究人の包括的育成

岡山県立和気閑谷高等学校
Ⅰ
１
概要
研究開発概念図

２

令和２年度研究開発実施計画書
令和２年３月１３日
研究開発実施計画書

文部科学省初等中等教育局長 殿
岡山県岡山市北区内山下２－４－６
住所
管理機関名 岡山県教育委員会
代表者名
教育長
鍵本 芳明
印
１ 指定校名・類型
学校名
岡山県立和気閑谷高等学校
学校長名 香山 真一
類型
地域魅力化型
２ 研究開発名
「恕」の精神を持って地域と協働する探究人の包括的育成
３ 研究開発の概要
本構想は、指定校が規定する「地域と協働する探究人」育成を目的とし、卒業までに身につけ
させたい資質・能力「７つのチカラ」の向上を目標とする。そのために、(ｱ)各教科・科目におけ
る地域協働カリキュラム、(ｲ)地域協働デュアルシステムカリキュラム、(ｳ)総合的な探究の時間
における地域協働カリキュラム、(ｴ)各教科・科目等と連動する課外活動、(ｵ)(ｱ)～(ｴ)を支援す
る体制の構築の５点について研究開発する。
４ 学校設定教科・科目の開設，教育課程の特例の活用（□で囲むこと）
ア 学校設定教科・科目を開設している
イ 教育課程の特例の活用している
５ 事業の実施期間
契約日 ～ 令和３年３月３１日
６ 令和２年度の研究開発実施計画
○大学教授の指導助言を受けて構造化した７つのチカラとの関連を明示した各教科の長期ルー
ブリックを基に、各単元における７つのチカラとの関連を記載した各教科・科目のシラバスを
再検討するとともに、７つのチカラ育成の卒業時までの計画を学校全体で共通理解する。
○学力向上に関する研究協議会を公開する。
○全員がパフォーマンス課題の実践報告書をホームページにアップする。
○１年次生閑谷學…前年度の検証を踏まえて年間指導計画を作成し、実施後検証する。
・前期：探究手法を学ぶ過程を充実させる。データ分析方法に大学からの指導を受ける。
・後期：分野別に探究テーマ設定する。テーマごとに大学からの指導を受け、和気町内での実
践を通して課題を深める。
○２年次生閑谷學…前年度の検証を踏まえて年間指導計画を作成し、実施後検証する。
・SDGs についての学習を踏まえ、SDGs の達成を意識した探究活動の成果報告を行う。
※課題設定に当たり、フィールドワーク等を行って自治体や企業からそれぞれの現状と課題
を聞き取る場を持ち、ゴールは、生徒自身が居住する自治体の総合振興計画や総合戦略作
りへの提言となるようにする。また、テーマに応じて、大学や自治体、企業の方から適宜
指導を受ける。

－2－

※進学希望者は「いのち、くらし、こころ、ぶんか」の４分野で、進路志望別のグループで、
就職公務員志望者は「しごと」分野として探究テーマを設定しグループで探究活動を進め
る。就職公務員志望者は、夏季休業中に３日間の就業体験実習を行う。なお、生徒の希望
と受入先の条件が合えば５日間（学修１単位）に拡大し、２月及び３月に実施する。次年
度にむけ評価方法についてコンソーシアム（令和元年１２月２３日よりコミュニティ・ス
クールに移行）の承認を得る。
○３年次生閑谷學…前年度の検証を踏まえて年間指導計画を作成し、実施後検証する。
・各自の進路分野について現状と理想の差を埋める提案を個人探究で進める。
テーマに応じて、
大学や自治体、企業から情報収集する。SDGs の達成を意識した探究活動の成果報告を行う。
○１・２年次生探究学習発表会及び３年次生卒業探究発表会を公開する。３年次生は卒業探究論
文集を作成する。
○学校ホームページに本研究開発専用のサイトを開設し、情報発信を充実する。
○学校設定教科・科目「地域協働探究」のシラバス及び年間指導計画、評価規準、教材を作成し、
試行する。
○近隣高校等（他県の地域協働推進校を含む）の探究学習発表会等に生徒を派遣する。（三重県
・宮崎県等を予定）
○コンソーシアムを年３回程度、各部会を年３回程度開催する。また、コミュニティ・スクール
へ移行したメリットを生かし、各市町担当者等による連絡会を隔週程度開催し、本研究開発の
目的・目標を踏まえながら連携先との連絡調整を行う。
○県内先進実践校との連絡協議会を実施し、先進的な高等学校の取組の成果を高校間で共有する
とともに、フォーラムを開催する。
＜添付資料＞
・目標設定シート
・令和２年度教育課程表
７ 事業実施体制
課題項目
実施場所
事業担当責任者
７つのチカラ育成の年間計画
校内
教務課研究主任
・各教科の長期ルーブリック
校内
各教科主任
・３年間の学修ルーブリック
校内
教務課研究主任
・７つのチカラのルーブリック
校内
教務課研究主任
学力向上に関する研究協議会
校内
教務課研究主任
パフォーマンス課題の実践報告
校内
各教科・科目担当者
１～３年次生閑谷學
校内外
各年次閑谷學担当者
・２年次就業体験実習
地域内企業・役所等 高大接続部会主担当者
探究学習発表会
校内
閑谷學・ＬＨＲ委員会
・１・２年次生探究学習発表会
校内
１・２年次閑谷學担当者
・３年次生卒業探究発表会
３年次閑谷學担当者
校内
支援職員
・３年次生卒業探究論文集
本研究開発専用のサイト開設
本校ホームページ
教務課情報・広報担当係
学校設定教科・科目「地域協働探究」 校内
教育課程検討委員会
近隣高校等との探究学習交流
校内外
企画主任／ユネスコスクール係
コンソーシアム及び各部会
企画委員会
・学校運営協議会
校内
企画主任
・各部会
校内
各部会主担当者
・連絡会
県内先進実践校との連携・協力体制の構築 県庁・県内大学等
県教育庁高校教育課
運営指導委員会
校内
県教育庁高校教育課
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運営指導委員会の体制
氏名
足立 大樹

石原 達也
岡山 一郎

所属・職

備考
全国における地域との協働
ベネッセコーポレーション
学校カンパニー 西日本教育支援推進部 による教育活動や教科横断
中四国支社長
的な学習の手法に関する知見
地域における社会貢献活動
岡山ＮＰＯセンター 代表理事
の手法の知見
山陽新聞社編集局 編集委員室長

地域課題等に関する知見
産業界が高等学校に求める
神崎 浩二
岡山県経済団体連絡協議会 事務局長
教育の在り方に関する知見
地方創生に関する県行政か
中村 賢三
岡山県総合政策局 地方創生推進室長
らの知見
地域との協働による教育活
岡山大学地域総合研究センター
前田 芳男
副センター長（教授）
動の手法に関する指導
高等学校と地域との協働によるコンソーシアムの体制（学校運営協議会）
機関名
機関の代表者名
和気町
町 長・草加 信義
和気町教育委員会
教育長・徳永 昭伸
和気商工会
会 長・川上 健二
赤磐市
市 長・友實 武則
赤磐市教育委員会
教育長・
赤磐商工会
副会長・中原 哲哉
備前市
市 長・田原 隆雄
備前市教育委員会
教育長・奥田 泰彦
備前商工会議所
会 頭・寺尾 俊郎
備前東商工会
会 長・横山 忠彦
特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会
理事長・國友 道一
岡山大学
教師教育開発ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長・髙旗 浩志
和気閑谷高等学校
校 長・香山 真一
和気閑谷高等学校ＰＴＡ
会 長・大智 りえ
和気閑谷高等学校同窓会
会 長・内山
登
カリキュラム開発専門家，海外交流アドバイザー，地域協働学習実施支援員
分類
氏名
所属・職
雇用形態
カリキュラム開発等専門家
江森 真矢子
一般社団法人まな
週２日６時間
びと代表理事
カリキュラム開発等専門家
梅村 竜矢
和気町立和気中学
週２日６時間
校非常勤講師
地域協働学習実施支援員
山本 葵
和気町地域おこし
常勤
協力隊・支援職員
８ 課題項目別実施期間
実施期間（令和２年４月１日 ～ 令和３年３月３１日）
業務項目
４
５
６
７
８
９
10
11
12
１
２
３
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
７つのチカラ育
成の年間計画
学力向上に関す
る研究協議会

シラバス・単元配列表
作成

実施・検証

○

○
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○

パフォーマンス

掲載

課題の実践報告

実践

１年次生閑谷學
・年間指導計画
の作成と実施

作成

・探究手法を学ぶ

実施

○

○

○

○

○

・テーマ設定、

設定

町内での実践
２年次生閑谷學
・年間指導計画
の作成と実施

SDGs の達成に向けた探究活動

作成

フィールドワーク

実施

・就業体験実習

○

３年次生閑谷學
・年間指導計画
の作成と実施

実践

○

○

探究活動
作成

実施

探究学習発表会

○

○

○

・３年次生卒業

(１・２年次中間発表)

(卒業探究発表会)

(探究学習発表会)

○

探究論文集
本研究開発専用
随時更新

のサイト開設
学校設定教科・
科目「地域協働

事前協議

検討

探究」
近隣高校等との

○

探究学習交流

宮崎

○

○

○
三重

○

コンソーシアム
及び各部会
・学校運営協議会

○

・各部会

○

○

○

○

・連絡会

○

隔週程度で開催

県内先進実践校
との連携・協力

○

○

体制の構築
運営指導委員会

○

○

９ 知的財産権の帰属（プロフェッショナル型のみ）
10 再委託の有無
無
11 所要経費
別添のとおり
※課税・免税事業者：
課税事業者・免税事業者
【担当者】
担当課 岡山県教育庁高校教育課
ＴＥＬ 086-226-7578
氏 名 神田 慶太
ＦＡＸ 086-224-2535
職 名 主任
e-mail kanri-koukou@pref.okayama.lg.jp
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Ⅱ 詳細
１【組織の取組】
（１）学校運営協議会（コミュニティ・スクール）
昨年度 12 月に、本校魅力化推進協議会を前進とする学校運営協議会（コミュニティ・
スクール）を発⾜し、備前市・⾚磐市・和気町を本校の地域と捉え、各⾃治体の⾸⻑と
教育⻑、商⼯会議所や商⼯会、PTA、同窓会それぞれの⻑や⼤学教授など各界の代表 15
名の方に委員を任命した。組織の実効性を伴うために、下部組織として小中高接続、産
学官連携、高大接続という３つの部会を置いて外部委員の方に参加していただいている。

委員一覧（五十音順・敬称略）

氏

ア
日時

名

役

職

内山

登

奥田

泰彦

備前市教育委員会

川上

健二

和気商⼯会

草加

信義

和気町

國塩

尚志

岡⼭県⽴和気閑⾕⾼等学校ＰＴＡ

國友

道一

特別史跡旧閑⾕学校顕彰保存会

理事⻑

髙旗

浩志

岡⼭⼤学教師教育開発センター

副センター⻑

田原

隆雄

備前市

寺尾

俊郎

備前商工会議所

岡⼭県⽴和気閑⾕⾼等学校同窓会

会⻑

教育⻑

会⻑

町⻑
会⻑

教授

市⻑
会頭

土井原 康文

⾚磐市教育委員会

教育⻑

徳永

昭伸

和気町教育委員会

教育⻑

友實

武則

⾚磐市

中原

哲哉

⾚磐商⼯会

藤岡

隆幸

岡⼭県⽴和気閑⾕⾼等学校

横山

忠彦

備前東商⼯会

市⻑
副会⻑
校⻑

会⻑

第１回学校運営協議会
令和２年６月 29 日（月）13：30〜15：00

協議事項
（ア）今年度学校経営計画・予算と次年度教育課程について
（質問）大学入試が変わってきている。多くの体験や活動を通していろいろな生徒を育て
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ていく協働探究系はそれに対応できるものと思うが、特別進学系もその延⻑線上
（ただ学力ではなく、幅広い体験を通した学び）と考えているのか。それとも学
力重視の、一般入試を目指しているのか。
（回答）探究活動は本校に根付いた活動である。これまで、Ａコースの理系／文Ⅰ系でセ
ンター対応をしてきた。しかし、実績・実態としては本校の現在の探究学習と切
り離して進学実績を考えることは無駄が多い。生徒の日々の学習を進路に結びつ
けたほうが良いと進路指導課からも意見が出ている。一般入試、２次試験対応は
生徒の希望があれば叶えていくことは重要だが、これからの総合型選抜に対応す
る、日々の総合的な探究の時間で培った探究的な学びを蓄積したポートフォリオ
をもって大学進学に生かしたいと考えている。
（意見）教育課程を見ると、普通科では地域探究系と特別進学系を完全に分けている。特
別進学系はガチガチの進学指導をしていくのだという風に見える。和気高の理想
は、この教育課程では実現できないのではないか。受験勉強に特化したコースと
探究学習に特化したコースとなっており、特別進学系のカリキュラムでは、探究
的な学びはできないように見える。ある程度相互乗り入れをしないと実現できな
いのではないか。相互乗り入れは考えていないのか。
（回答）地 域 で の 探 究 に つ い て 、総 合 的 な 探 究 の 時 間 の 時 間 数 は 現 在 と 同 じ に な る 予 定
で あ る 。ま た 、探 究 の 時 間 は「 閑 谷 學 」の 中 だ け で は な く 、各 授 業 の 中 で そ う
い っ た 手 法 を 取 り 入 れ て 教 科 横 断 的 な 取 組 を し 、総 合 的 な 探 究 の 時 間 で 応 用 す
る と い う コ ン セ プ ト で あ る 。探 究 を 全 く し な い の で は な く 、各 科 目 で の 授 業 改
善をもって探究的な取組を推進していきたい。
（意見）学習形態として探究的な学びを取り入れるのはこれからの学校では当然のこ
と 。そ う で は な く て 、地 域 の 中 で 学 ぶ と い う こ と 、そ の 体 験 や 実 績 を も っ て 進
学につなげることが弱くなるのではないかと心配している。
（イ）学校設定教科「地域協働探究」の在り方について
（意見）受け入れ先開拓について、和気町であれば総務課に問い合わせをしてもらえば対
応ができる。
（質問）職場体験は中学校の就業体験とは違うのか。中学校は独自に事業所に直接働きか
けをしている。紙切れ一枚が来ても趣旨がわからず、どこまでしてよいのかがわ
からない。
（回答）現在は、趣旨説明とお願いの文書は、商工会やハローワークを通しており、受け
入れていいという声をいただいたら出向いて説明をしに行く体制である。
（意見）市町のどこに行ったらよいのかということについて。声掛けはここにいる教育委
員会でも、市⻑の秘書課のほうにつないでほしいという声を上げてもらえればす
ぐつなぐ。声掛けをすることがまず大事である。
（意見）赤磐市ではこの時期には子供たちが各事業所に来ることが常になっている。受け
入れ先は子供たちが選べるというシステムになっている。和気町を含めて赤磐、
備前でできる範囲でやっていったほうが良いのではないか。中学校は地域を挙げ
て育てる体制になっている。地域で支援をすることはできる。生徒が入ってこな
かったら学校がどうなっていくかわからない。まず、和気高を受験してもらえる
体制を作らなければならない。保護者としては、普通科はどんな科なのか、キャ
リア探求科ではどんな学びがあるのか、受検に対してそういう情報がわからない。
説明会等できちんと伝えてほしい。例えば⾚磐で普通科といえば瀬⼾⾼校のイメ
ージだ。和気高のことを知ってもらうためにも、地域で、この時期になったら和
気高の子たちが事業所に来る、ということが定着することで特徴を知ってもらう
ようなことを大々的にやっていったほうがよいのではないか。
（意見）デュアルシステムカリキュラムは重要だが、生徒の負担、ボリュームが大きいと
感じた。１単位で５日間、５単位だと 25〜30 日ということになるのか。いずれ
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にせよかなり、生徒・先生に負荷がかかる。学校にとって都合の良い地域の利用
の仕方にならないよう配慮が必要である。また、普通科のなかでこれを受講する
生徒とそうでない生徒が分かれる。協働探究系の生徒の意欲もケアしなければな
らないのではないか。
（回答）生徒にあったものにすることは念頭におかなければならない。実態は 80 人が普
通科、うち 20 人が特別進学系、60 人を協働探究系として打ち出していく。来年、
再来年度は１単位だが、令和５年度以降は 60 人が週１日終日実習という負荷を
かける。また、40 人のキャリア探求科についてもどうするかを考えている。大切
なのは一人一人を伸ばしていくことであり、働くこと、視野を広げること、力を
付けることのバランスを踏まえどんなプログラムにするのか考えたい。「地域協
働探究」は、実業高校で専門の学習と地域の学習をタイアップさせるものとは異
なる。生徒の進路の実績も意欲も伸ばし切っていない状況で、そういった生徒が
社会に出て、その先が見える力をつけるプログラムづくりである。外に対しても
説明しなければいけないし、魅力あるプログラムを実現するにはもっともっと練
っていかなければならないと思っている。今年一年、試行的なものも含めて組み
立てていきたい。

イ
日時

第２回学校運営協議会
令和２年 12 月 21 日（月）13：30〜15：30

協議事項
（ア）現状説明と質疑応答
＜現状説明＞

①学校経営計画の中間評価について
②文科省事業の中間報告について
③進路実績について
④生徒募集に係る取組について

＜質疑応答＞
（質問）受験志望者数が減少しているのはどういうことか。
（回答）詳細な分析はできていないが、中学校卒業者数が少ないということがある。また、
以前から岡山市中心部の県立に出願し、不合格なら私立へという組み合わせが多
いが、今年は、私立専願が多い傾向にある。さらに、私立の通信制も増えている。
5 人でも 10 人でも来てもらいたいが、私立の定員そのものが多いことも影響して
いる。今年は中卒者数が大きく 500 人減る年だが、そのうちの 95%は県立の志願
者数減少となっている。地元中学校は昨年より志願者数は多いと聞いている。
（質問）中高の連携について、魅力を伝えることはできている。しかし、地域全体に魅力
を伝えていくことがもう少し足りないのではないか。地域に対するアピール度に
ついてどのような取組方をしているのか。
（回答）今年度はコロナの影響で、地域の行事（地域貢献活動・ボランティアなど）が減
ったのが一つ。その中でも、駅前イルミネーションの企画・作成に関われた。また、
閑⾕學ではそれぞれのテーマに沿って地域に出ていき、備前焼や⺠宿のお⼿伝い
などテーマを決めたところは継続して地域にでている。あるいは地域の方に継続
して本校に来てもらうことで連携している。しかし、もう少し大きな規模(学校全
体)の行事ができていない。例えば、佐伯地区に行き、本校の取組を発信したり、
地域の方と交流したりするなどの行事的なものを工夫して実施するべきではない

－8－

かと考えている。まだ具体化はできていない。佐伯、備前、赤磐にある程度まとま
った本校の取組を紹介していきたい。部活動やボランティアなど一部分では交流
ができているが、まだ工夫が必要である。
（イ）来年度の学校運営計画策定に向けて（グループ協議、意見共有）
＜協議事項＞

・学校の取組の中で来年度重点的に力を入れていくべきこと
・その取組のためにそれぞれの地域ができること
・それを実現するための人事について留意すること

＜意見＞
・
「広報和気」における高校紹介紙面を毎月１ページに増やすなど、より魅力を発信してい
くこと。
・町⺠と中高教員が一緒に話し合う場を設ける。
・特出した分野に力をいれて一つのことをする。それに伴って、1 分野でも 2 分野でも特
出した生徒を卒業生として送り出す。
・各出身中学の生徒を訪問させて「生の声」を聞かせる場を作るべきである。高校生がダ
イレクトにアプローチしていくことが大事。交流の仕方としては、小学校のほうにも伝
えていくということが大事ではないか。これから和気高に入学してくれそうな子たちに
アプローチをかけていくのがベストではないか。
・主体的な学びにするためには、まずは地域のことを知る必要がある。議会傍聴に積極的
に行ってはどうか。備前市でも受け入れてくれる。
・企業を実際に見ることは大切である。和気町ばかりではなくエリアを広く見て企業見学
に行かせる必要があるのではないか。
・PR に関してはこれまで一生懸命やっている。量としてははるかに充実しているし、閑谷
學が軸として存在しているため地域との関わりは他の高校に比べコンテンツも実績も
充実している。進路保障につながった実績の PR が少ないことが生徒募集につながって
いないのでは。本日紹介された RSK のインタビュー番組のようなものがもっと増えれ
ばいいと思う。どのような進路保障をしたのか、この実績がどのように積みあがってい
るのかということを保護者や中学生に何らかの形で伝わるコンテンツが大切である。
・地域協働に係るアンケートでは普通科とキャリア探求科に分けた分析が必要である。そ
れがないと、改善への戦略が立たないのではないか。
・学校経営計画書が担当部署を中心になって書かれている。実績として一番強調したい部
分を取り出して示せればいい。閑谷學や研究開発室という項目がいるのではないか。コ
ロナの影響で「Ｂ」評価ではなく、
「この状況下で取組めなかったことはあるが、ここは
力を入れてできたから「A」評価としたい」といった評価の仕方があってもいい。
・人事について、学校運営協議会は県教委へ意見を述べることができるので、教育課程で
の実現に向けてふさわしい人事を行うように今後、案を出させていただく。

ウ

第３回学校運営協議会

日時

令和３年３月５日（金）15：30〜17：00

議題

学校関係者評価、次年度の学校経営計画と予算について
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予定

（２）小中高接続部会
「小中高接続部会」は生徒の進路、地域の課題解決、また学力向上において県内の
小学校、中学校等の教育機関との連携を推進するため設立した。２市 1 町（備前市、
赤磐市、和気町）の各小学校から中学校、そして高校まで地域に根差した接続を実現
する取組に係る意見を出し合う部会となっている。
委員一覧（順不同・敬称略）
和気町⽴和気中学校校⻑

小林

健

和気閑⾕⾼校校⻑

藤岡

隆幸

和気町⽴佐伯中学校校⻑

松井

啓子

教

頭

上野

修嗣

赤磐市立桜が丘中学校校⻑

村松

敦

事 務 ⻑

神田

明夫

⾚磐市⽴吉井中学校校⻑

⻘⼭

利明

主幹教諭

福田

浩司

備前市⽴三⽯中学校校⻑

岡部

高弘

企画主任（教諭）

安東

真美

備前市⽴吉永中学校校⻑

木村

俊一

部会主担当（教諭）

柴谷

祐人

和気町立本荘⼩学校校⻑

出井

桂治

地域協働学習実施支援員（支援職員）

山本

葵

地域協働学習実施支援員（支援職員）

松穂

亜花音

ア

第 1 回小中高接続部会
日時

令和２年 7 月６日（月）14:00〜15:30

協議事項
（ア）昨年度決定した３本柱と今年度の重点項目について
・部会の目的の確認
○小中高の 12 年間で地域が抱える課題に向き合い、定期的にその課題解決について
深く考える習慣を身につけることで、将来的に持続可能なまちづくりに貢献でき
るリーダーを育成する。
○様々な校種の生徒と交わり、活発な意見交換を行い、考えを一つにまとめようとす
る過程を通して論理的思考を身につける。
・昨年度の取組の確認…３回の部会を実施し、次の３本柱を決定した。
①Wakesizu 小中高生リーダー育成会（小中高生サミット）
②２市１町をつなぐキャリアパスポート
③和気閑谷高校生による教育現場インターンシップ
・今年度の方針…３本柱の①を中心に協議し、②③については実施体制作りをしていく。
当初考えていた様々なイベント企画については、新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、実施不可能なものが多い。今年度は、対象となる児童生徒がテーマについて
考えやすくするための体験の場の設定を重視し、それを発信することで外部の注目を
集めたい。
（イ）小中高生サミットについて
取組の方向性についての協議…事前アンケートの共有
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＜意見＞
・サミットの実施は有意義であるが、負担感や内容の実施には難しさを感じる。内容
やあり方の再検討が必要である。
・リーダー育成会には賛成である。異年齢交流でコミュニケーションを学び、自校に
帰ってリーダー性を発揮してほしい。
・縦割り集団を作り Zoom などを利用するのも良い。市町村立はオンラインの取組が
できていないので先進的にやっている県立高校が先導してほしい。
・結局はねらいである。自分事として捉えられる課題でないと楽しめない。回数にこ
だわらず 自分たちに引き寄せられるテーマがあれば主体的に動けて負担感が減る
のではないだろうか。
＜取組への反映＞
a. 今年度の方針（変更）
第１回の部会を受けて、現段階では個々の小中学校のニーズに応じて、お互いにメ
リットのある交流を進めていく方向とした。教育課程外の活動として、本校の生徒が
学びの機会や出会いの交差点となり、小・中学校と地域の方々との交流の場を提供、
斡旋する。その場の交流の中で、参加した児童⽣徒の成⻑に結びつくプログラムを提
供し、地域全体で将来の地域の担い手を育成していく。対象は、和気町、備前市、赤
磐市の希望する児童生徒。
b. 具体的な取組
① 児童・生徒会活動
小中高生リーダー育成会（ワークショップ）
➡生徒会および、興味関心のある小中高生を対象に、リーダーシップやファシリテ
ート能力を育成するワークショップを開き、組織を牽引できる人材の育成を図る。
② 各部活動
部活動コラボレーション
➡部活動の交流を各部で行い、部員数減による練習頻度や質の低下を改善するサポ
ートをしていく。異年齢間での交流や、競技への理解や技術向上の機会とする。
③ 地域活動等
地域団体および障がい者団体をはじめとする外部機関との交流会
➡外部機関との交流会を本校が中心となり企画・運営し、小中学生も参加をするこ
とで、学校教育だけでは味わえない経験や、学びを得る機会を提供する。

イ

活動報告

（ア）わけしず野球交流会

令和２年 11 月 1 日（日）

参加者：佐伯中（和気町）から１名、和気中から 26 名、
桜が丘中（赤磐市）から１名
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本校新グランドにて開催され、本校と和気中学校の吹奏楽部の演奏の中、障がい者野
球チーム岡山桃太郎と中学生連合チームが交流試合を行った。本校野球部員は、審判等
のサポートを行った。この様子は KSB 瀬⼾内海放送の夕方のニュースにも報じられて
いる。

（イ）部活動交流
・吹奏楽部

令和２年 10 月 24 日（土）、令和２年 10 月 31 日（土）
本校にて合同練習

・ソフトテニス部女子

令和２年 11 月８日（日）に佐伯中学校にて合同練習

・ソフトテニス部男子

令和２年 11 月 15 日（日）に佐伯中学校にて合同練習

（ウ）リーダーシップ研修会『皿回しから学ぶリーダー論』

令和２年 12 月 17 日（木）

本校視聴覚室にて開催され、皿回しのコツとリーダーとして組織をまわすコツの共通
点を、体験を通して学ぶ研修会。本校生徒会がファシリテーターを務め、リーダーの在
り方を伝えた。

ウ

第２回小中高接続部会
日時

令和３年２月 17 日（水）10:00〜11:00

(Zoom にて開催)

協議事項
（ア）本年度の新たな活動報告と継続して行われている交流
（イ）今後の学習機会のご提案
a. 障がい者団体との交流
・「障がい者野球世界大会 MVP 早嶋健太投手講演会」…動画共有も可能
・
「パラコレとの交流機会」…障がい者による障がい者のためのファッションショー
のスタッフ
・「パラスポーツ体験会」
b. ものづくり体験
・「グラブの端材を用いた小物づくりワークショップ」…命の大切さや環境を学ぶ
・「プロモーションビデオ製作体験」…障がい者野球チームの PV 制作
・「商品企画体験、販売体験」…地域の企業との協働等
大きなイベントを全体で実施するとなると敷居が高いが、ワークショップ型の小規模
の学習機会を、個別に開催すれば参加がしやすいとの意見が得られた。
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（３）産学官連携部会
「産学官連携部会」は『恕』の精神を持って地域と協働する探究人の包括的育成を
目指して、地域振興の担い手育成に向けた実践と和気高版デュアルシステムカリキュ
ラム開発を２つの柱として昨年度に引き続き運営した。
委員一覧（順不同・敬称略）
備前市市⻑公室企画課⻑

桑原

淳司

和気閑⾕⾼校校⻑

藤岡

隆幸

備前市教委教育部⽂化振興課⻑

畑下

昌代

教

頭

上野

修嗣

備前商⼯会議所専務理事事務局⻑

⻄⾓

友彰

事 務 ⻑

神田

明夫

備前東商⼯会⽀援課⻑

石井

宏幸

主幹教諭

福田

浩司

赤磐市総合政策部政策推進課主査

直原

真弓

企画主任（教諭）

安東

真美

⾚磐市教育委員会学校教育課⻑

家森

康彰

部会主担当（教諭）

赤畠

真一

⾚磐商⼯会⽀援課⻑

竹並

義人

カリキュラム開発等専門家

梅村

⻯⽮

和気町まち経営課⻑代理

海野

均

カリキュラム開発等専門家

江森真矢子

和気町教委社会教育課⻑

菅崎

修

和気商⼯会⽀援課⻑

出射

弘貴

NPO 和気サンシュユの会理事⻑

定國

誠也

和気⾦融協議会⻑

丸児

務

ア

第 1 回産学官連携部会
日時

令和２年９月 24 日（木）15:30〜17:00

協議事項
（ア）学校設定教科・科目「地域協働探究」について
＜説明＞
・今年度 2 年生 15 名が来年度３年次に週２時間履修する。今の１年生も３年次に
この科目を履修する。来年度の入学生からはカリキュラムが大幅に変わる。対象、
時間数も変更になる。
＜協議内容＞
① 高校生が地域に対してどのようなことができるのか？
② 生徒だけでなく地域や保護者にとっても魅力的な授業にするためには？
＜質疑応答＞
・学校は能力を身につけさせたいのか。また、どんな生徒を育てたいのか。
⇒学習意欲の向上が第一義。「恕」の精神を持って地域と協働する探究人の育成。
＜意見＞
・就業体験はきっかけで、その後の探究活動と組み合わせることが重要ではないか。
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・探究活動に結びつけるというのは、例えば、ドローンの会社であれば、５日間就
業体験に行き、その後、ドローンの技術がどのように未来のまちづくりに役立つ
のか考える。あるいは、意見が分かれるドローンの活用についての地域住⺠との
合意形成といった方面に関心が向いてもよいのではないか。
・デュアルシステムとは学校の学びと座学を組み合わせたもの。うまくいっている
例は工業系の高校で地域に町工場がたくさんあるところ。普通科系の和気高でそ
のまま取り入れてもうまくいかないのではないか。工夫が必要。

（イ）地域振興の担い手育成に向けて
＜意見＞
・今年度、備前市で総合計画見直しを行った。高校生にも参加してもらった。いい
ところを高校生はたくさん持っている。それをどうやって引き出してあげるかが
我々の役割だと思っている。
・高校のスケジュールを最優先して地域行事を開催してそこへ産業界、高校生に参
加をしてもらい交流の場とする。
・交流の場を設けてやるのが大人の仕事ではないか。

報告事項
（ア）２年生の就業体験実習について
①昨年度は実質男子５名のみの参加であった。新型コロナウイルス感染症の影響で
Ⅲ期は実施を取りやめた。
②今年度は 15 名の生徒がⅡ期、Ⅲ期に参加する。和気町、備前市、赤磐市の受入事
業所でそれぞれ５日間の実習を行う予定である。
③昨年度秋に発足した、本校卒業生の経営者主体の団体である和気閑谷経済クラブ
にも受け入れの要請をしていく。
（イ）過去５年間の就職状況について

イ

第２回産学官連携部会
令和３年１月 29 日（金）15:30〜17:00 開催予定であったが、新型コロナウイルス感染

症の影響で 2 月に書面開催とした。
協議事項
（ア）高校生が地域（和気町、備前市、赤磐市）で将来、積極的に参画するために、
在学中に可能な社会貢献活動はどのようなものがあるか。
＜意見＞
・この地域は人口減少、高齢社会となり若手の担い手が少なくなってきていること
によりお年寄りに対する見守り、話し相手、終活の手伝いなど。
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・地域スポーツ少年団等への指導（特技を活かした活動）。
・住⺠や企業経営者等を交えたオープンラボの開催。
・SDGsの項目に則した取組探究と活動。
・保育園、介護施設等でのボランティア活動。
・夏休み等を利用して高校の教室で小中学生への学習指導。
・学童保育の支援・補助など。
・地域行事の企画運営並びに補助。
・地域の企業を知る取組や地域で活動している色々な大人の存在を知り、話を聞い
たり、その活動に直接参加したりしてみる。
・市町への提案と自分たちがその提案で取組めることを示して実際にやってみる。
＜その他＞
・活動を継続することが必要。
・生徒にどのような活動ができるのか企画させて「自ら考え、行動し、やり遂げ
る」ことで達成感や探究力を養う。
・取組は目的を明確にしてから実施する必要がある。
・生徒自らが地域貢献を考え、実行（活動）して、結果（成果）を分析して達成感
を得る。この繰り返しが大切。
（イ）就業体験に変わるものをオンラインで行うとしたらどのようなことが可能か。
コロナの影響下で事業所での就業体験が危ぶまれている。就業体験で得ることのでき
る知識や体験を、ITなどを活用して習得できないか。
＜意見＞
・費用がかかるが、ゲーム感覚のバーチャル就業体験（VRを利用するなど）。
・Zoom、テレワークシステムを利用した事業先経営者からのメッセージと従業員
との相互Q&A。
＜その他＞
・各教科学習の中で、地域社会の一員であるという学びを行う。
・本校には数多くの多分野で活躍する方々が存在する。その卒業生からオンライン
を活用して仕事内容や体験談等を聴取して職業人としての責任感や使命感、また
学校教育では知り得ない知識等を習得する。
・就業体験をオンラインで行う場合、映像を見たり説明を聞いたりするだけでな
く、その後アンケートに取組むなどの工夫をしてもよいのではないか。
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（４）高大接続部会
「高大接続部会」は県内の大学との連携を図り、本校教育の質の向上への提言と、各教
科・科目や「閑谷學」における探究学習のさらなる充実を目指す。今後本校が持続的な発
展をしていく上で、閑谷學の高度化及び本校の目指す生徒の包括的育成を軸とし、本校に
とって必要なカリキュラムや教科の評価指標について協議する。
委員一覧（順不同・敬称略）
岡山大学教育学研究科准教授

宮本

浩治

和気閑⾕⾼校校⻑

藤岡

隆幸

岡山大学全学教育・学生支援機構准教授

吉川

幸

教

頭

上野

修嗣

岡山商科大学経営学部商学科教授

三好

宏

事 務 ⻑

神田

明夫

山陽学園大学地域マネジメント学部学部⻑

大橋

和正

企画主任（教諭）

安東

真美

中国学園大学

住野

好久

部会主担当（教諭）

岡本

安宜

カリキュラム開発等専門家

江森

真矢子

地域コーディネーター

中村

哲也

地域協働学習実施支援員（支援職員）

山本

葵

副学⻑

昨年度の部会では以下の 3 点について協議し、各教科の授業改善による⽣徒の学⼒伸⻑
への働きかけを行った。
a. 本校の目指す「７つのチカラ」の構造化
b. 各教科の「⻑期ルーブリック」と「７つのチカラ」の結びつけ
c. 閑谷學の中で「７つのチカラ」を伸ばす方策

第１回高大接続部会

ア
日時

令和２年 7 月 7 日（火）14:00〜17:00

協議事項
（ア） 閑谷學の高度化を実現するための高大連携について
＜意見＞
・ 一部の生徒を対象とした取組みではなく、全体の質を上げるカリキュラムが必要。
・ 閑谷學におけるねらいがより達成できた生徒が成功例と言えるのではないか。
・ 地域に出ればいいという話ではない。地域で何を学んでいくのかが重要だ。
・ １年次のカリキュラムが重要である。２年次の探究の基礎基本として何を学習させ
ておくべきか。1 年次の基礎基本（フィールドワーク、課題設定、先行事例、教科の
学び、地域の課題との出会いなど）を個人でやるべきではないか。それがないと深ま
らない。
・ 先生方が自分の教科で地域の課題にどうアプローチできるかという課題をつくるの
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が良いのではないか。教科の中で学び方を学んでいくことをすれば、それなりに質の
高い学習ができる。入口の取組をしっかりやることが大切である。
・ 高校の先生に迷いがある。校外に出た時にアプローチの仕方が高校の先生の専門性
に基づいたものの考え方で良いのではないか。共通のテーマでなくてもやりやすい
課題でよい。それが成功例となる。自信をもってされたらいいのではないか。
・ 閑谷學のステージごとの質を高めるために、ステージごとにどう大学と連携するの
かを考えたらどうか。課題の設定の浅さ、課題意識の深まりといった閑谷學における
局面を整理するべきである。

イ

第２回高大接続部会

日程

令和２年 11 月 24 日（火）15:30〜17:00

協議事項
（ア） 閑谷學の各局面（課題設定、フィールドワーク、情報を分析し考察、まとめて発表）
の内課題設定の局面において、どのような改善が必要か。
＜意見＞
・ 問題は仮説である。仮説を明確にしないと、実践で終わり、研究にならない。仮説を
セットにしなければならない。問いだけでＡＢＣの評価をつけるのではなく、問いに
関してどんな仮説をもっているかが大事である。
・ 仮説を作るためにはそれ以前の単元でのグループ探究などでの話し合いが効いてく
る。自分で立てた問いに対して一つの明確な「答え」を出すことが「仮説」だと思う。
その仮説を主張するために仮説の正当性を確かめるのが探究ではないか。
・ 閑谷學だからこの地域の課題がたくさん出てきて、それにどう向き合っていくのか
がおもしろいと思った。地域特色のある、派手さはないが、アプローチによっておも
しろい結果が生み出される。閑谷學で考えてプラスになるテーマなのか、また、教育
の中で高校としてできるような問いのテーマであるべきか枠組みを決めておく必要
がある。
・ 和気高にきている生徒は和気町外からの通学者が多く、岡山県のことは知っている
が和気町のことは知らない。３年間通う生活圏内や地区の魅力を語れるようになっ
てほしい。まとめるためには、壮大なテーマを決めると期間が足りない。充実した内
容を習ったという成果が欲しい。
・ 純粋な生徒の問いは良いが、３年間で型がつかないのではないか。ビギナーにとって
いい問いや、問いの例もある程度の枠組みが必要ではないかと思う。その中で、生徒
の自由な発想があっても良いし、プロセスが大事である。抽象的なテーマで終わらな
いように、教員側がこのテーマだったらこの指導ができると実感することが必要だ。
良い問い、悪い問いに限らず、３年間でどうまとめるかによって良い問いになるので
はないか。
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ウ

第３回高大接続部会

日時

令和３年２月 18 日（木）14:30〜16:00

協議事項
（ア）令和３年度閑谷學カリキュラムについて
＜意見＞
・ 先生の中に経験値を積み上げてきたと思うので、それを共有する場があれば、指導
が均一化されていく。教員も楽になる。
・ 先生が感じていることを⾒える化して⽣徒に伝えないと成⻑実感は⽣まれない。そこ
を７つのチカラをうまく使いながら評価するアイデアを継続して考えていく必要が
ある。４つのステージでそれぞれどのような変化を生み出そうとしているのか。ステ
ージごとの評価の方が３年間とおしてよりも、具体的に評価基準が作りやすい。
・ 論文集に物理の探究があったが、それは閑谷學ではなく理科でやればよいのではない
か。「これを明らかにすることが社会にとって価値がある」というものを探究するの
が閑谷學ではないのか。
・ 現状の到達目標は、生徒にとって分かりにくいものになっている。もう少し具体的に
CAN・DO 形式にするとよい。
・ 閑谷學のイメージとキャリア教育のイメージが混在している。閑谷學は地域に出てや
るもの。閑谷學は文学研究ではない。閑谷學で学んだことが、文学研究に生かせる。
・ 閑谷學は独自の他の地域には全くない、この地域でしかできない固有の学びであるべ
き。
・ ２市１町の観光協会や産業振興課等から課題提供してもらい、地域の課題を１市⺠と
して探究し、ゴールは市議会等でプレゼンするというような、社会参画をして地域の
課題に全面的に答えていく。総合型選抜でも使える。
・ 閑谷学校を考え方の核とするならば、閑谷の学びの精神を引き継ぐ地域での学びの経
験を経て、自ら学び自ら探究するという個人探究につなげ、キャリア教育と探究の混
在ではなく段階で学ぶのがよい。
・ キャリア教育と探究を両輪としてカリキュラムを作るべき。何もかも探究が受け入れ
るのか。Ⅰ探究基礎は学びの方法（どう学ぶか、なぜ学ぶか）であり、キャリア教育
である。
・ 閑谷學だけでは全てをできない。キャリア教育と探究学習を分けるかどうかは、どち
らが生徒が伸びるかが重要。閑谷學だけではなく広い目でカリキュラム全体を見な
いといけない。
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２【教科・科目】
（１）⻑期ルーブリックとパフォーマンス課題（教科横断的な課題の研究）
令和２年度は授業改善のテーマを、「生徒同士のつながりを大切にする教室づくり」と
し、次の 3 点を授業改善の目標として、教務課研究開発室を中心に取り組んだ。
①

オンラインにおける学習制度の構築

②

「授業の額縁」（学習目標と手順の明示、省察機会の実施）の実施

③

生徒の学習意欲を引き出す学習課題（教科横断的な課題も含む）の深化・発展
・ICT の活用、学習センターの活用による教科の探究的な学習

・多⾯的評価の推進（⻑期ルーブリック等の実質的な活⽤・総括的評価への組み込み）

ア

研修体制
上記目標を到達するために、毎年 11 月に実施する研究授業に加えて、職員会議前に約

30 分 前 後 の 教 職 員 研 修 を 実 施 し た 。 今 年 度 は 、 コ ロ ナ 禍 の た め の 臨 時 休 業 に 合 わ せ て
G Suite 活用研修が主な内容であった。以下はその実際である。
（ア）職員会議前等、授業改善のための校内研修
ａ．４月３日

新任者オリエンテーションで、前述の①〜③について、共有した。

ｂ．G Suite 活用研修４月上旬・職員会議前（４月 20 日・５月 25 日・８月 19 日）、臨
時休業中（５月 15 日・22 日）、８月３日
ｃ．今年度の授業実践報告を活用し、情報共有（１月８日）
（イ）研究授業および研究協議の実施

11 月 12 日

外国語科

３年３組「コミュニケーション英語Ⅲ」浮田圭一郎先生

国語科

３年３組「現代文Ｂ」岡宣之先生

指導講評

岡山大学大学院教育学研究科教授

髙旗浩志先生

外国語では、仮定法を古文の反実仮想と比較する教科横
断型の授業実践を、また、国語では小説「こころ」を題材
に生徒が自分事として考える授業実践の提案があった。研
究協議では、全体を８班に分け、教科の班と、研究授業中
の生徒観察を行った６班ごとに、
「 生徒同士のつながりを

大切にする教室づくり」をめざし、
「Good」
「自分なら」
「生徒ののび」の三つの視点から協議した。
（ウ）公開授業週間と初任者研究授業
６月、11 月にそれぞれ一週間ずつ公開授業週間を実施した。ほぼこの期間と重なる形で、
初任者研究授業と研究協議を実施した。11 月の研究授業では、山本（地歴）
・松本（数学）
両先生とも、生徒が ICT を活用する場面を設け、また、ジグソー的な複数の学習課題を設
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けて、より主体的に学びに向かわせる授業提案を行い、教職員同士が学び合う貴重な機会
となった。

（エ）教科ごとの学びの場（教科別ワークショップ）
教科主任が中心となり、教科の専門の講師とつながり、研修の機会をえた。ただし、今
年度はコロナ禍による経費削減のため、大幅に縮小され、研究授業を担当する外国語と国
語のみとした。

イ

進捗状況
次に、⻑期ルーブリックと、パフォーマンス課題に関わる授業実践の進捗状況を報告す

る。また、今年度は進捗状況を把握する方法として、12 月上旬に、常勤の教員 34 名を対
象に「授業工夫アンケート」（以下、アンケートと記す）を実施した。
（ア）⻑期ルーブリック
昨年度末、教科ごとに「7 つのチカラと関連した⻑期ルーブリック」を作成し、すでに
iPad を所持していた２、3 年次⽣については、⻑期ルーブリックをそのタブレットに配
布し、新年度の授業開きで活用できるように整えた。
また、年度当初の職員会議で活用例を示して、⻑期ルーブリックの実質的な活⽤を促
した。（図）
アンケート結果から、ルーブリック評価そのものは、8 割近い教員が実践しているが、
⻑期ルーブリックと関連したルーブリック評価を実践していると回答した教員は、4 割弱
であった。
⻑期ルーブリックそのものを活⽤したと回答した教員の活用例は次のとおりである。
・生徒自身がルーブリックに照らし合わせて客観的に振り返ることができる。記述式の場
合だと「特になし」と書きがちである。
・考査ごとに「現代文」の時間に実施。ルーブリックの達成度となぜそう判断したかを、
ルーブリックの基準に合わせて書かせている。
・生徒の目に触れさせ、ゴールイメージをさせる程度。手ごたえはまだない。
・⻑期ルーブリックでは抽象的すぎるので、関連した単元ルーブリックで⾃⼰評価をさせ
ている。
・商品開発の学期末考査で、⻑期ルーブリックに沿った単元ルーブリックを⽤いて学習内
容を自己評価した。

－20－

第 2 回職員会議資料

研究開発室
長期ルーブリックの活用方法に関して

例１） 外国語科がパフォーマンステストで、プレゼンテーション「関係代名詞を用いて自己紹介をする」(教科
書の内容を理解し、英語で自分の興味のあるものを紹介できるようにする。) を行う場合に使用するルーブリッ
クの紹介。
①外国語科長期ルーブリックから必要個所を抜粋したもの（今回は表現の能力がターゲット）
観点

到

達

度

達成度０

達成度 1

達成度 2

達成度 3

コミュニケ

指示された場面で

指示された場面で指示され

指示された場面で辞書を

自発的に辞書を活用しな

ーションへ

指示されたように

た単語や表現等を辞書で調

活用しながら、「聞くこ

がら、
「聞くこと」
「読むこ

の関心・意

単語や表現等を辞

べながら、
「聞くこと」
「読む

と」
「読むこと」
「話すこ

と」
「話すこと[やり取り・

欲・態度

書で調べるなどの

「書
こと」
「話すこと[やり取り・ と[やり取り・発表]」

発表]」
「書くこと」の活動

活動に取り組まな

発表]」
「書くこと」の活動に

くこと」の活動に取り組

に取り組むことができる。

い。

取り組むことができる。

むことができる。

外国語表現

（話すこと）

（話すこと）

（話すこと）

（話すこと）

の能力

日常的な話題や社

日常的な話題や社会的な話

日常的な話題や社会的な

日常的な話題や社会的な

会的な話題につい

題について、辞書や教師か

話題について、辞書や教

話題について、辞書や教師

て、基本的な語句や

らの多くの支援を活用すれ

師からの多くの支援を活

からの支援を活用すれば、

文を用いて、情報や

ば、基本的な語句や文を用

用すれば、基本的な語句

多様な語句や文を目的や

考え、気持ちなどを

いて、情報や考え、気持ちな

や文を用いて、情報や考

場面、状況などに応じて適

伝え合うやり取り

どを伝え合うやり取りや発

え、気持ちなどを、根拠

切に用いて、情報や考え、

や発表ができない。

表をすることができる。

を含めて発表したり、伝

気持ちなどを、根拠を含め

え合うやり取りを続ける

て詳しく発表したり、伝え

ことができる。

合うやり取りを続けるこ
とができる。

②パフォーマンステストを見据えて長期ルーブリックをアレンジした形
観点

達成度０

達成度１

達成度２

達成度３

【関⼼・意欲・態度】

１点

２点

３点

４点

表現方法（発音、リズム、 明瞭、流暢ではなく、誤り

あまり明瞭、流暢ではないが、 を⽤いて、ほぼ明瞭に流暢

正しい強勢、イントネー

があり、⾃分の意⾒の伝達

誤解を生じるほどの大きな誤

ション、区切り）

に支障をきたす点が多い。

りはない。

【表現の能⼒】

１点

表現方法（使用語彙、文

に誤りがあり、意⾒の伝達

法、語法）

を⽤いて、明瞭に流暢に話すこ

に話すことができる。

とができる。

２点

３点

４点

に誤りがあるが、誤解を生じ

がほぼ適切であるが、⼩さ

が適切であり、誤りがほとんど

に支障をきたす点が多い。

るほどの大きな誤りはない。

な誤りが若⼲ある。

ない。

【表現の能⼒】

１点

２点

３点

４点

述べるべき内容として、

がない。または説明になっ

を述べているが、最小限の情

を根拠を含めて述べるこ

が根拠を含めて述べられ、情報

⾃分の意⾒とその理由・

ていない。表現方法にやや

報に留まる。表現⽅法にやや

とができる。ほぼ適切な表

量が多く、随所に⼯夫が⾒られ

説明

誤りがあり、情報が乏しい

誤りが⾒られるが、誤解を⽣

現方法で述べている。

る。適切な表現⽅法でわかりや

など、よく理解できない。

じる大きな誤りではない。

図

図

⻑期ルーブリックの活用例

すく伝えている。

⻑期ルーブリックの活用例

（イ）パフォーマンス課題（教科横断型の課題の研究）
本校では、単元ごと、または年間の学習指導計画において、ほぼ全員の教員がパフォー
マンス課題を実施していると回答している。しかし、教科横断型の課題を含んだ授業単元
を「実践した」と回答した教員は、約 3 割であった。その実践内容としてあったのは、次
にあげるとおりである。
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「中核概念を意識した取組」「食事と健康」「コロナウイルスとその影響を歴史と現代社
会から考える」
「時事的な話を英語学習的な視点から生徒と共有した。例えば、アメリカ
大統領選挙など」
「漢文の文構造を英語の文構造と関連付けて説明した。
（主に疑問文）」
「英語の仮定法と古文の反実仮想との比較」
「特定外来生物、台風、セルロースナノファ
イバー等」
上記、
「英語の仮定法と古文の反実仮想との比較」については、前述の研究授業で実施さ
れたものである。その指導講評において、
「これは、〇〇の教科で学習しましたね、と他教
科の学習と関連付けるだけでも十分意味がある」という指摘をもとに、
「本校の教科横断型
の学び」を模索していく必要があると考えている。また、このような形での取組であれば、
9 割近い教職員が「実践可能である」と回答している。

ウ

評価

（ア）生徒の「授業」委員会の取組から
〜クラスの代表生徒 24 名が中心となった授業アンケート（MSC 評価）の取組〜
今年度も、学力向上評価委員会に参加する有志生徒を「授業」委員会と名付け、授業ア
ンケート（MSC 評価）を実施し、授業について生徒、教職員に向けて意見具申を行った。
MSC とは、「最も(Most)」「よくあらわれた(Significant)」「変化(Change)」の略で、本校
では、授業を受ける当事者の生徒が評価する場の一つとして、２学期の授業を対象に実施
した。クラスの「一番重要な変化」について、生徒全員を対象に調査を実施し、その集計
結果をもとに、12 月、学年ごとに MSC 評価を実施した。手順は、まず、選考基準を決め、
次に、その基準に照らして、クラスの一番重要な変化を選考した。以下はその概要である。

1 年次

２年次
普通科

２年次キャ

基準 先生が質問に応じてくれて親近感がわき、先生と生徒の壁がなくなった。
結果 話し合いが増え、意見が発表でき、集中できる授業（数学と古文など）
基準 生徒が主体となっている。
結果

主体的に取り組める形をつくる授業（数学Ⅱ）

基準 生徒を本気にできるような雰囲気がある。

リア探求科 結果

３年次

板書での説明を短くして個人作業やグループ作業を増やして生徒たちで

テストで良い点を取ると先生から特典があるなどやる気にする工夫があ
る授業（コミュニケーション英語）

基準 生徒全員がやらなければならない工夫がある仕組みがある。
結果 プリントの穴埋め部分の記述を iPad で入力する授業（日本史Ｂ）

コロナ禍で１学期のコロナによる臨時休校後の授業では、オンラインで学習の遅れを緩
和できたとはいえ、極力他者との関わりを避ける形態の授業、結果として教師の説明が主
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となる授業形態が多く展開されたことは否めない。しかし、
生徒が求める授業は、他者との関わりの中で、教師と生徒、
生徒同士の絆を築き、深めながら学ぶ授業であった。このこ
とを全生徒と教職員で再確認できたことが成果である。特
に、3 年次生が「変化が顕著である」と評価した授業は、学
習目標を「本時の問い」として掲げ、iPad を活用しながら、
生徒がその答えを追究していくスタイルである。このこと Zoom 配信による「授業」委員会の報告
から、授業に意識的に取り入れてきた探究的な学習課題を
追究していく学習スタイルが、本校で最も探究学習のサイクルを多く経験した 3 年次の生
徒に受け入れられていることがわかる。
課題は、依然、生徒が落ち着いて学習に取り組む環境づくりが、生徒からも求められて
いることである。
「授業」委員会での話し合いでも、変化前の好ましくない状況として、私
語や iPad の不正使用等、具体的な課題が挙がっていた。生徒と教職員とのコミュニケーシ
ョンをよりよくして、一層両者がともに目指す授業をつくっていかなければならない。

（イ）教員の「授業工夫アンケート」から
成果は、前述のとおり、今年度は 3 割の実践率にとどまった教科横断型の学習課題を含
む授業実践であるが、8 割の教職員が生徒の既習の学習事項を関連付ける方法であれば、
「実践できそうだ」と回答している点である。生徒が学習したことを関連付けていくこと
の意義を多くの教職員で共有できたためである。
課題は、授業改善の取組の意義や効果が、全教職員で共有しきれていない点である。ほ
ぼ全員が実践できていると回答する「授業の額縁」
（「目標」と「手順」の提示）に関して、
「目標」と「手順」の提示することの手応えや意義が実感できていると回答する教員は半
数にとどまっていることがわかった。この傾向は、省察機会やルーブリック評価の実践に
おいても同様の傾向が見られた。
また、アンケートからは、
「本校では個々の授業の目標等は示しているが、大単元や小単
元の学習事項の構成や到達目標（中でも必達目標は特に）を生徒が把握していない状況で
は、生徒が感じられる達成感は少ないと思う。」と、⻑期ルーブリックの活⽤意義に関する
意見もあった。毎時間の振り返りが、教科の学習全体のどこに位置づけられているのか、
⻑期ルーブリックを活⽤して、生徒と学びの道筋を共有することの意義と効果についても、
教職員で共有しながら、取組を推進していく必要がある。
このことは、依然、生徒が落ち着いて学びを進めていける学習環境に課題があることと
も関連する。今年度も学校全体で「社会に通用する人材を育てる」ために「聴く」ことに
重点を置いて指導することを共通認識とした。しかし、
「生徒が落ち着いて学びに向かえる
ために必要なこと」として、半数近い教職員から「誰が授業に行っても、一律に実施でき
る授業規律システムの構築と導入」が求められる結果となった。この点に関して、
「これま
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での本校の授業改善の取組がズレていなかったかを検証する作業が必要ではないか。本校
がやってきたのは『手立て』とか『足場掛け』とか『ルーブリック』とか授業の枠づくり
にとどまる表面的な授業改善しかできていなくて、生徒が学習のモチベーションを持つこ
とのメカニズムを共有していく実践が不足していたのではないかと反省している。」とい
う意見も同様の指摘であると理解する。
その一方で、12 月に実施された卒業探究発表会では、３年次生の発表が深まってきたこ
ともあるが、１、２年次生が先輩の発表に真剣に耳を傾け、鋭い質疑応答が繰り広げられ
る場面が多く見受けられた。このような姿が全ての授業の中で展開されていくことが求め
られる。
教務課研究開発室

７ 教科の長期ルーブリックについて、６の取組以外に、今年度、長期ルーブリックをどのように活用されました

令和２年度授業工夫アンケート

か？

（１２／１４～１２／１８の間にグーグルフォームに入力ください）

学期ごとに長期ルーブリックで生徒にふりかえらせた。

氏 名

長期ルーブリックではないが、それに関連した単元ルーブリックで振り返らせた。
特に、実践していない。

本校では、ともに学ぶ目的や身につける力とそのための手順や評価について確認し、教員と生徒とが確認して取り
組むスタイルを目指してきました。ですが、今年度、そうした意味での生徒とのコミュニケーションがうまく取れ

7.5 ７で、長期ルーブリックを活用されている先生方、どのように使われているのか、また、その手ごたえ等に

ないケースも多々あり、今一度、日々の授業に全教職員で取り組むべきことを確認し合わなければならないと思っ

ついてご紹介ください。

ています。次の質問にお答えください。
（授業の額縁について）※ ご自分の実践に近いものをお答えください。

（授業規律について）
１ 授業の目標や手順を示して、生徒と学習内容や方法を共有できている。
共有することで、生徒が自主的に学ぶ姿が見えるなど、その効果も実感できている

８ 授業規律、生徒が落ち着いて学びに向かえるために、何が必要でしょうか？

共有はしているが、効果までは実感できていない。
共有していない。

誰が授業に行っても、一律に実施できる授業規律のシステム
授業に向かえない生徒一人一人の個別の情報

２ ルーブリックを示すなど、評価方法を事前に生徒に知らせて共有できている。

特別支援教育的な観点からの授業における事例検討

共有することで、生徒が自主的に学ぶ姿が見えるなど、その効果も実感できている。

その他（

）

共有はしているが、効果までは実感できていない。
共有していない。

（教科横断型の学びについて）

３ 振り返りの機会を設けて、生徒自身が自分の成長と課題を自覚して取り組めている。

「学んだことを関連させて考える」ことは、探究学習においても求められる力ですが、生徒一人一人が、進路実現

振り返りの機会を設けて、生徒自身が学習内容に対する評価ができるようにしている。

のために、志望動機を語っていくうえでも大切な力です。現在、教職員が生徒に時間をかけてインタビューして引

振り返りの中で、生徒同士が成長する機会を話し合う場を設けている。

き出しているのが現実です。この力を、日々の学びの中で意識して付けていくことは大切だと考えます。

特に、振り返りの機会を設けていない。

生徒自身が学んだことを関連させて考える「くせ」を付けるために、教科ごとの個々の学びを関連させていくこと

上記の選択肢に当てはまらないが振り返りの機会を設けている（

）

が必要です。そこで、本校の生徒にふさわしい「教科横断型の学び」についてご意見をお願いします。

４ 「授業の額縁」がより、有効に機能するためにはどうすればよいと思いますか？
ご意見をお願いします。

９ 今年度、教科横断的な学びを「教科指導」の中で実践してみられましたか。

（パフォーマンス課題とその評価について）

実践した
実践していない

生徒の学習活動を多面的に評価するために、パフォーマンス課題を取り入れています。そのパフォーマンス課題
とその評価について現在実践されているものに近い形をお答えください。

10 「実践した」と答えられた先生はどのような実践ですか？

５ パフォーマンス課題はどのように実施されていますか？
単元ごとに毎回実施している。

11 今年度、ある教科で学習したことを、「これは、○○の教科で学習しましたね」と関連させるだけでも十分

単元ごとではないが、年間の学習活動の中で計画的に実施している。

意味がある、と11月12日の研究授業で高旗先生からご助言いただきました。

特に実施していない。

こうした関連付けをする、ということについて率直なご意見をお願いします。

６ 長期ルーブリックと関連したルーブリック評価を行うことを、今年度目指しておりました・・・。

教科同士の関連付けを意識させる方法なら、実践できそうだ。

長期ルーブリックに関連したルーブリック評価を作成してパフォーマンス課題を評価している。

理由：

長期ルーブリックと関係なく、ルーブリックを作成して評価している。

実践できない。

ルーブリック評価を実施していない。

理由：

-1-

-2-
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（２）和気高版デュアルシステム（学校設定科目「地域協働探究」のｶﾘｷｭﾗﾑ作成）

ア

はじめに
和気閑谷高校では、来年度より「地域協働探究」という学校独自の科目を開設する。

「地域協働探究」の核は、生徒がある一定の期間、週に 1 ⽇、地域の事業所（⺠間企業・
公的機関を問わず）を訪れ、終日就業体験をするというものである。

これまでに本校で行われてきたインターンシップ（3 日間）や就業体験実習（5 日間）と
異なるのは、事業所での就業体験を通年の授業に組み入れることで、体験することのみで
完結するのではなく、体験で得た学びをもとに自ら内省し、何らかの形で表現する時間を
持つことにある。それにより、生徒が、一つ一つの「体験」をその後の人生に活かすこと
のできる「経験」へと昇華することが可能であると考える。

イ

移行期間とカリキュラム編成

「地域協働探究」は 2・３年次の継続履修を想定しているが、学校外での体験学習が終
日（１〜６時限目まで）可能となるカリキュラムは令和３年度入学生からである。よって、
令和３・４年度は移行期間となり、平成 31 年度と令和２年度の入学生が３年次で履修す
る「地域協働探究」は５・６時限目の 2 時間のみが体験学習をする時間帯となる。
以下、カリキュラムが混同しないよう、前者（終日体験学習が可能）のカリキュラムを
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「地域協働探究α・β」、後者（午後 2 時間のみ体験学習が可能）のカリキュラムを単に
「地域協働探究」と呼ぶ。

ウ

就業体験実習プログラム
来年度の「地域協働探究」の履修予定者は現 2 年次生の 15 名である。
現時点では全員が就職希望者であり、
「地域協働探究」の履修に先駆けて今年度２、３月

に 5 日間ずつの就業体験実習プログラムに参加することになっている。
このプログラムでは、就業する上で実際の業務に求められる資質・能力に対する“理解を
深める”ことを目的としている。I 期（夏季休業中）、Ⅱ期（2 月特別入試の家庭学習期間中）、
Ⅲ期（3 月一般入試の家庭学習期間中）の計 3 回、各 5 日間の実習を計画していたが、今
年度はコロナウイルス感染症拡大の影響により第Ⅰ期は中止となった。以下、第Ⅱ期、第
Ⅲ期の受け入れ実習先を記す。

【就業体験実習プログラム受け入れ可能企業一覧（令和 2 年度）】
事業所名

事業内容

住所（市町）

１

株式会社

渋谷石油

サービス

和気町

２

恒次工業

株式会社

製造・農業

和気町

３

ゴダイドラッグ

和気店

小売

和気町

４

岡山技研工業

株式会社

製造

和気町

５

ビューティーサロン

ウタカ

サービス

和気町

６

明和工業

岡山工場

製造

和気町

７

HAIR

サービス

赤磐市

８

⾓南⻭科医院

福祉

赤磐市

９

備前化成

製造

赤磐市

10

セイテック

製造

赤磐市

11

富士鋼業

株式会社

製造

赤磐市

12

株式会社

山陽アルミ

製造

赤磐市

エ

株式会社

DRESS

株式会社
株式会社

「地域協働探究」の詳細

就業体験実習プログラムにより、最低限の就業に対する理解を獲得した上で、
「地域協働
探究」を履修することになる。
来年度の「地域協働探究」のスケジュールは以下のとおりである。
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４月

ガイダンス

５⽉〜7 月

就業体験（金曜午後）
就業体験の振り返り（火曜）

９月中旬

受け入れ先事業所でお世話になった方々を招いて発表会

10 ⽉〜12 月

就業体験以外の体験学習
（R4 年度以降の「地域協働探究α・β」カリキュラムの試行期間）

４月のガイダンスでは、２、3 月の就業体験実習プログラムの振り返りを行った上で、
どのようにすれば「体験」を「経験」へと変えることができるのかを考察する。
５⽉〜7 月にかけては毎週金曜日の午後、近隣の事業所へ赴き、それぞれの事業所で与
えられた業務を行う。その期間の火曜日は内省の時間とし、学校内で言語化作業やディス
カッションを通じて就業体験の振り返りを行う。
９月の中旬に事業所の方を招いての発表会を開催する。そのために、6 月を目途に就業
体験を経ての学びをどのような形で表現するかを生徒一人一人が考える。表現の手法は自
由である。受け入れ先事業所のプロモーション動画を作成する。体験の中で身につけたス
キルを発表する。事業所の従業員の方にインタビューし、聞き書きを行うなどが考えられ
る。いずれにせよ、できるだけ早い段階で表現手法を決定し、各事業所に協力してもらう
必要がある。
発表後の期間は、翌年度以降の「地域協働探究α・β」で実施予定の体験学習を試行的
に行う期間とする。また、生徒自らが今後の未来や後輩たちの学びの姿を想像し、カリキ
ュラムを提案する PBL 形式の授業とするのも有意義である。

オ

「地域協働探究α・β」について

令和３年度以降の入学生が履修する「地域協働探究α・β」の詳細は現時点では決定し
ていない。就業体験をベースとしたプログラムになることは「地域協働探究」と変わらな
いが、コロナ禍において可能な就業体験の在り方を再度検討する必要がある。また、これ
まで、本科目の開発は、カリキュラム開発等専門家や一部の教職員が担ってきたが、より
有意義なものにするためには教職員全体の参画意識を高めることが必須である。
以上のことから、すべての教職員を対象に、
「地域協働探究α・β」に関する意見集約を
行った。以下、主な意見を記す。
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質問項目
●「地域協働探究α・β」を通して生徒に身につけさせたい力
○

その方法や内容

●卒業後、就職の際に、周りの大人から応援してもらえる 18 歳に！（挨拶、笑顔、言葉
遣い）
○農業体験、剪定体験
○地域の春夏秋冬行事の研究
○不動産登記手続き

●”学ぶ必要性”を感じる時間
○岡山空港でグランドスタッフの仕事（英語が情報伝達のツールであることを理解させ
る）必要性に気付けば就業体験後に英会話スクールのような授業をするのもよい

●「何のために学ぶのか」を継続的な活動を通して体験的に理解する
○〔課題〕就業体験以外の時間をいかに体験的にするか

●行動に責任を持てる生徒、適切な会話・文章を書こうとする意欲
○事業所体験を増やす

○漢検、SPI、英語、マナー、接客、公務員コース

●主体的に⾏動し⾃ら成⻑する⽅法を知る
○アルバイト
○生徒でチームをつくり仕事を請け負う（直接的な社会貢献）

●自分で自分の道を切り開ける生徒
○地域の一人暮らし老人との関わり
○資格取得、公務員模試

●働くために必要な力や資質に気付く（自分に合うか、できるか、やりたいか）
○様々な職業を体験させる
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●自分で考え、動くことができる力
●自分の人生を自分で選ぶ
○自分で選ぶ余地を少しずつ拡大していく
○ビジネスを立ち上げる
○学びたい分野の講師を自分で探す（呼ぶ）

●学力ではない（学力をカバーできる）力
○企業や会社だけでなく農業や漁業、林業も
○逆インターンシップ

●やらなきゃいけない事ができる
○できるだけ多く就業体験
○人との交流を通して学ぶ

●地域に向かって行動する（やってみる）力
○異なる立場の人と活動していく力

●体験を自分のキャリアに結びつけていく力（だから、今一度、学ばなきゃと思える力）
○体験、振り返り、人間力を付けるワーク

●生徒自身が本当に興味があることを見つけてほしい、達成感を味わってほしい

●責任感を持ち、主体的に行動することのできる生徒
○就業体験（年間授業時数の約 1/2）を通し、生徒の仕事に対する意識を目覚めさせる
○企業から任せてもらえる仕事を与えてもらう→自尊心が高まる
○残りの授業時数は、企業や地域のために何ができるか考え、それを具現化する

●進むべき進路（就職を含む）を導き出せる、チャレンジャーであり続ける
○色々な分野に触れる、幅広い視野
○教科外で学ぶ（遊びから、人との出会いから）
○実際にやってみる、現場を知る
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●将来どんな仕事をしたいのか、できるのかを判断し、選択する力
○複数の企業での就業体験
○就業体験に必要なマナー

●自己表現（自分のやりたいこと、やれたことを言葉などで表現できる）
●自己肯定（成功体験、苦手の克服）
●自律（時間、服装、規範）

○マナー講座
○就業体験の段取りを自分たちですれば力がつく

●自分に自信をもつ（自己肯定感）
●自分の考えや意見を持ち発表できる
●自分、地域、学校などの身の回りの課題を見つけ、解決策を考え、実行する
○就業体験→就きたくないと思ったら、なぜ、どうすれば就きたいと思えるか解決策を考
え、実行する
○様々な職種の人の話を聞き、疑問を探る

●学校で学ぶ意欲を持つ生徒（普通に学習に向かう力）

●やらなければならないことはしっかりこなしつつ、理想を思い描くことができる
○例えば、日本での生活とオーストラリアでの生活を紹介し、生徒にどんな働き方をした
いかを考えさせる（日本人の『働く』とオーストラリア人にとっての『働く』には違
いがある）

●「読む、聞く、話す」の基礎技能〔A〕
●分析する、統合する、比較するなどの思考力〔B〕
○映画や本、漫画等を通して〔A〕、〔B〕の力をつける
○哲学対話、あらまし読みメソッド等、外部講師による授業
○ニュースを一緒にみる、働くことについて話をする
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（３）オンライン学習の取組

ア

はじめに
平成 30 年度入学生から生徒一人に一台のタブレット端末（iPad）の配付がスタートし、

配付開始から３年目となる今年度でようやく３学年すべての生徒が所有することになった。
最初の２年度の年はプレゼンテーション資料作成アプリ「キーノート」を利用した発表活
動、国語・英語科においては辞書アプリの活用、数学科においては学習アプリ「キュビナ」
などを積極利用し、授業を中心にタブレット端末を使用してきた。しかしながら、今年度
は新型コロナウイルスの出現により、オンライン学習へとその使用方法に関して大きく舵
を切ることになり、また普段の授業においても生徒のタブレット端末の使用率増加を重視
した内容への変更に踏み切った。

イ

新型コロナウイルスの出現による休業措置
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年３月上旬に緊急事態宣言が出され、

全国的に多くの小・中・高等学校が４月の始業式までの間休業となった。文部科学省から
は、「新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けた家庭での学習や校務継続のための
ICT の積極的活用について」の検討が行われた。
学校現場では新型コロナウイルスの影響を懸念して、これまで登校を前提として対面で
実施していた授業をオンライン化へと変更する動きが急速に求められた。岡山県公立高校
でも感染予防のため４月 20 日から５月 31 日までの間、２回目の生徒の登校自粛を実施し
することになった。

ウ

研究開発室の設置
そのような状況の中でオンライン学習の制度を早急に整える必要があったが、令和２年

３月から始まった１回目の休業期間で本校はオンライン学習に踏み切ることが出来なかっ
た。それまで通常の授業で使用することに重きを置いていたためで、休業を迎えるという
ことを想定していなかったことがその理由に挙げられる。そこで新たに本校の教務課内に
研究開発室という分掌を設け、組織的にオンライン学習実施のための研究を進めていくこ
とになった。
基本的には岡山県教育委員会の推奨もあり、オンライン学習ツールとして Google 社が
提供する教育機関向けグループウェアサービスの「G Suite for Education」を使用するこ
とになった。

エ

オンライン学習の体制づくり
研究開発室を中心に教員、生徒全員分の Google アカウントの作成に着手し、同時並行
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で指導マニュアルや教員研修の準備に取り掛かった。４月から８月まで月２回ずつの教員
研修、また５月と８月には岡山県総合教育センターから講師を招いての教員研修も行われ
た。生徒への研修としては４月に２回行い、休業中のオンライン学習が滞りなく行えるよ
う準備を整えた。
IT を駆使した授業は当初、教員にとって非常に負担が多く、大変なものであった。もと
もと IT リテラシーが高い教員ばかりではなく、教員間で教え合ったり、他校の教員とも
連絡を取り合ったりするなど工夫を重ねていった。オンライン学習が開始されてからは、
教員同士で動画配信アプリ「Zoom」や「Google ミート」を用いた授業の練習を行い、毎
回かなりの準備をして臨んだ。

オ

休業期間の学習支援
４月 20 日より２度目の休業期間に入ることになったが、しっかりとしたルールに則っ

た形でオンライン学習を行った。G Suite for Education 内の「Google ミート」という動画
配信アプリを使用し、朝夕のホームルームをそれぞれ行った。全員がビデオ会議という形
で繋がり、その日の健康観察や連絡事項の伝達など、お互いに顔を見て、言葉を交わしな
がら全員で休業が明けるまでの期間を励まし合った。
ホームルーム後、生徒はカレンダーアプリ内の時間割に従って授業を進めた。授業は１
限から７限まであり、普段学校で授業を受けているのと同じ時間帯で構成された。オンラ
イン学習は、オンデマンド方式と双方向方式の２つのタイプで実施した。オンデマンドの
講義形式の授業は iPad 内の動画アプリを使って１人でパソコンに講義を録画し、その動
画を Google クラスルーム内にアップロードして生徒に視聴してもらう形式である。生徒
は時間割内に該当科目の動画を視聴した。ただ、授業動画は休業期間中ずっと見ることが
でき、理解していない部分は繰り返し視聴する生徒も多かったようである。教員の中には
パワーポイントのコメントに自身が講義で話す内容を書き込む、パワーポイントに音声を
つけるなどの工夫を行っていた者もいた。
休業期間の当初は基本的には紙ベースの課題を生徒に出す教員が多数を占めたが、G
Suite for Education の研究が進むにつれ、オンライン内での課題に変更する教科も増加し
た。「Google フォーム」というアプリを使用して教員は課題を出すことができ、生徒はそ
の課題の締め切りに合わせて勉学に取組んだ。
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カ

オンライン学習における教員の試行錯誤
オンデマンド方式ではなく、リアルタイムに双方向でつながるライブ配信を実施した授

業も数多くあった。
「Zoom」や「Google ミート」を用いた同時双方向型の授業はリアルタ
イムで生徒に問を投げかけたり、生徒が質問をしたりすることができるメリットがある。
英語などでは、ブレイクアウトルームを用いたペアワークを行い、口頭での試験も実施し
た。日頃、質問できない生徒たちのために、質問だけを受け付けるという時間もライブ配
信で行った教科もあった。
教員にとって 45 分授業のうち一気に 45 分話すのは負荷が大きい。これは生徒にとって
も一方的に聞くことになり、辛さがある。そうした背景から、教員は実質 20 分程度に時間
を絞って講義を行うこととなった。あくまでもオンライン学習は学習支援の一つであると
いう位置づけであり、講義を受けた後に生徒は課題に取組み、最終的に振り返りを行って
その１時間の授業を終えるという形に整えた。
オンデマンド式の講義を実施するにあたり、教員側は講義の時間以外に授業のコンテン
ツ作りにかなりの試行錯誤があった。パソコンやタブレット端末を前にして生徒という相
手がいない状態のなか１人きりで話すのは、ちょうど無観客試合を実施しているような気
分になるという声が教員から多々聞かれた。改善策として、時間の合う教員同士で授業を
参観し合うなどして、生徒のいる空気を作ろうと工夫をしている場面も見られた。
「Zoom」
や「Google ミート」を駆使した双方向の授業の方がスムーズに進んだこともあり、双方向
授業を録画したものをアーカイブとして今後のノウハウに活用するなど、さまざまな改善
策が今後考えられる。

キ

今後考えるべきオンライン学習の評価
オンライン授業での評価はまだまだ考察中であるが、レポートや小テスト、振り返りな

どがその中心になっていく。これまでのところ通常の定期試験のような得点のばらつきが
あまり見られていない。それぞれの生徒が授業後すぐに一定の時間をかけてレポートなど
を仕上げるため、どの学生も一定の水準のものを提出している。
成績評価は今後の課題であるが、生徒のレポートの水準が相対的に上がるのは、メリッ
トであると考える。グループワークのようなチームワークを育む学びのかたちが最近注目
を集めているが、自分一人の力で物事を進めていくというのも重要な学びのひとつと今回
の試みを通じて気づかされた。オンライン授業という制限があるなか、生徒たちがしっか
りと調べ、考え、アウトプットする時間が取れることで、彼らの今後の成⻑に良い影響を
及ぼすかもしれない。
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ク

アンケートから見る課題
休業明けの６月にはオンライン学習の実態調査アンケートを生徒、教員ともに実施した。

教員側からは反省の弁が多く見られた一方で、生徒側は概ねオンライン学習に対して満足
度の高い結果が見られた。
双方向型の授業であれば、授業後に質問を受ける教員も多くいるが、オンデマンドであ
ればなかなか思いどおりにはいかない現状である。Google クラスルーム等の質問用の掲示
板が用意されていることもあり、そこで質問をすることができたが、やはり全体的に質問
をしにくい状況だったようである。
生徒のコメントのなかには、共通する部分が多くあった。大きく分類すると「課題の多
さ、提出の管理」、「質問がしにくい環境であること」、「仲間とサポートし合えないこと」

－34－

が生徒の懸念点として挙げられていた。
双方向型の授業の場合は、授業後に質問ができるなど、比較的オンデマンド型の講義よ
りスムーズな運営ができているようだ。
「Zoom」をはじめとする Web ツールの技術的進歩
や運用の改善がさらに進めば、先生と学生、そして、学生同士の交流をより密にすること
ができ、サポートを得やすい環境が整っていくかもしれない。

ケ

学年、集団によって異なる不安感
1 年次生は入学してからの登校自粛、オンライン授業など、慣れないことが多く心配な

点があったようである。不安な点は、人との交流の少なさが一番に挙げられる。いろいろ
な人との交流を目的に高校に入学したのにもかかわらず、誰とも話せずに不安が残ったま
ま休業期間に入った。SNS など生徒同士でのやり取りはあるが、やはり 1 年次生は対面で
会えないことによるさまざまな苦労が見え隠れした。楽しみなはずの友だちづくりもまま
ならず、大変な期間だったと生徒たちは振り返る。
コロナによる影響は学年によって異なるということも明らかになった。3 年次生につい
ては人間関係もできており、影響は少なかったようであるが、やはり友人関係が構築され
ていない１年次生は生徒間の勘違いやすれ違いをとおしての不安や負担は相当のもので、
本当に大変だったと教員団は振り返っている。教員側は今回のことを反省材料として、今
後の対策として休業があった場合、どんな支援ができるかを引き続き考えていかなければ
ならない。
本校は平成 30 年度入学生から生徒全員が iPad を持つことになっている。そのため、2
年次生以上は iPad を所有しているが、1 年次生に関してはコロナの影響で中国の部品の生
産が間に合わず、iPad を持っていないという状況が 5 月中旬まで続き、ここでも１年次生
には苦労を掛けることになった。
そのため教員側は、可能な限りパソコンやネットワーク環境が整っていない生徒でも登
校日にオンデマンド方式の授業が受けられるようにするなどの配慮をした。他にもたとえ
ば課題はファイルでの提出ではなく、フォームへの記入式にすることでスマホしか持って
いない生徒に対応している。来年度以降の入学生に関しては、家庭のネットワーク環境の
整備などをお願いすることも必要になってくるだろう。
不安を感じていたのは、部活動に所属する生徒も同様であった。6、7 月に大会の本番を
迎える運動部にとっては、4、5 月の学校休業中の活動自粛期間は大変厳しいものだった。
チームワークを作っていく段階で生徒たちが集まれない状況を打破するために、オンライ
ンで生徒と教員がつながる部活動は多く存在した。「Google チャット」の利用を通じて、
生徒の家庭での自主活動などを動画や画像でお互いに共有した。投稿する内容に対し、教
員や部員一人一人が指導・助言などのコメントをしていくことで、部内の結束を維持し、
さらに絆を強めることに成功したという声は多くあった。
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コ

最後にもう一度
オンライン授業の開始と継続にあたり、教員も学生もさまざまな壁にぶつかることとな

った。通常の対面授業に参加していれば、課題の提出期限などは生徒間で自然と話題にの
ぼるだろうし、学校内にいる教員にすぐさま質問を投げかけることもできる。
しかし、オンラインという形式により教員と生徒、生徒と生徒の間に距離ができてしま
い、これまでは自然と受けられたはずの支援を受けることが難しくなった。学校生活に必
要な情報を得るハードルは、オンライン化により高まってしまったことは事実である。こ
ういったことから、休業期間中に設けた朝夕のホームルームはなくてはならない貴重な時
間だったと捉えている。
また、得にくくなったのは情報的なサポートだけではない。校内での人とのつながりが
薄くなったことでコミュニケーションが減り、心理的なサポートも手薄になっていると考
えられる。
コロナ禍の状況における社会のリモート化により、オンライン授業にとどまらず大小さ
まざまな社会的課題が発生している。それらを乗り越えるために、個々人が協力し合い、
そのつながりのなかで新たな関係性や相互支援を築いていくのが新時代の交流の形ではな
いかと考える。
新型コロナウイルスの出現により、教育界では大きく ICT 化が進み、オンライン学習が
定着した。これから先、同じような理由で休業措置が取られることは誰も願っていないは
ずである。しかし、何が起こるか先の見えない時代を生き抜く中で、最大限の準備を常日
頃から心掛けておかなければならないことは間違いない。それも含めた上で、今後は通常
の授業内で、生徒がタブレット端末を積極的に利用し、全員で助け合いながら学びを深め
られる授業を構築することが求められる。
研究開発室は G Suite を中心とした ICT をさらに活用し、生徒の情報活用能力を育てら
れるよう授業改善に取組んでいる。毎月、授業内で ICT を効果的に活用している教員にス
ポットライトを当て、その授業内容をレポートする「G Suite 通信」
（関係資料ｐ89〜91
p 91〜93 参
照）の発行や、定期的に行う授業改善を目指した教員研修等を行っている。今後も授業改
善や不測の事態に備えたオンライン学習の研究など、教員一同 ICT 教育に邁進していくつ
もりである。
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３

【閑谷學】

（１）概要・テーマ一覧
本校の総合的な探究の時間である「閑谷學」は、平成 26 年から地域課題解決学習を始
め、現在の流れができている。
「閑谷学校」の学びの精神を引き継ぎ、地域との関わりを重
視しながら、自ら学び、自ら考える姿勢と、問題解決していく力を身につけることを目標
としている。今年度の学年別計画表は以下のとおりである。２年次生の修学旅行探究は修
学旅行が中止となったため実施していない。

昨年度までは、学年ごとで探究活動が完結して良い活動を引き継ぐことができていない
ということ、また、３年次生から個人探究を始めると進路決定には遅いということが課題
となっていた。そこで、活動の区切りを変え、１年次生の後半から２年次生の前半にかけ
てグループ探究、２年次生の後半から３年次生にかけて進路に関わる個人探究をすること
とした。また、地域での良い活動をつないでいくために、学年間での引 継ぎ会を行った。
今年度は移行期のため、２年次生は１学期間のみグループ探究を行った。テーマは、昨
年度２月に本校が主催した「多様な主体による協働会議」で地域の方と高校生が話し合っ
たことをヒントに、近隣２市１町をフィールドにした地域とつながる題材を設定した。新
型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限されたが、この状況下でも協力してくださる
地域の方と共に、休校中は登校日やオンラインを活用して活動を進めたり、学校再開後に
は三密を避けるなどの対策を取ってフィールドワークに出かけたりした。短期間の活動だ
ったが、７月に引継ぎ会を行い、２学期からは１年次生がグループ探究を行っている。
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〜２市１町（備前市・⾚磐市・和気町）をフィールドにしたグループ探究のテーマ⼀覧〜

〔２年次１学期〕
分野

テーマ

健康

教育

講師

①小学生の心身の健康をUP↑しよう

３年生

②居心地の良い和気校を作ろう

事務室

③新型コロナの感染拡大を防ぐ活動をしよう

教員

④旧和気小学校での小中学生お泊まり会「何にもしない合宿」のスタッフになろう

３年生

①小中学生に論語を広めよう

３年生

②小学生のオーストラリアとの交流授業を考え実施する

吉岡香織氏（和気町地域おこし協力隊）

③和気町の公営塾のオンラインコンテンツ開発

久保田暁子氏（和気町地域おこし協力隊）

④和気閑谷高校の魅力を発信しよう

教頭

①大國家の保存修復作業に参加しながら10年後の使い方を考える
歴史

②ものづくりフェスタでエンターワケのプロジェクションマッピングをする

文化

森元純一氏（和気町社会教育課）
有正典之氏（建築士）
高原潤子氏（ものづくりフェスタ実行委員会）
定國誠也氏（ものづくりフェスタ実行委員会）

③小中学生と新しい赤磐の伝統（書道＆神楽パフォーマンス）を作る

ビジネス

自然
科学

④こくさいフォーラムinWAKEの企画実施

中村哲也氏（コーディネーター）

①梅村さんちをカフェにしよう！

梅村⻯⽮⽒（本校カリキュラム開発等専⾨家）

②備前焼をもりあげる方法を考え、実施する

森敏彰氏（備前焼作家）

③酒造メーカーを取材して、全国のオマチストに赤磐の酒をPRする

高木大地氏（赤磐市地域おこし協力隊）

④岡⼭のお茶を岡⼭で消費する〜引両紋の社⻑と話そう

⻘⼭雅史⽒（株式会社引両紋代表取締役）

①校内のビオトープを完成させる

教員

②自然保護センターに地元の中高生が来たくなるイベントや展示を考える

阪田睦子氏（岡山県自然保護センター）

③和気町の自然を調査し、発信しよう

７月

「１・２年次生引継会」の実施

〔１年次２学期〕
分野

テーマ

講師

①小学生の心身の健康をUP↑しよう。
健康

教育

歴史
文化

⼤森雅勝⽒（ビッグモリーズ店⻑）

②患者と高齢者・障がい者が幸せに暮らすために、今 自分たちにできること。
③スポーツdeサイエンスらぼⅡ〜気軽に誰でもスポーツ(運動)ができるコミュニティを⽴ち上げよう！

山本葵氏（和気町地域おこし協力隊）

①小中学生に論語を広めよう！

⾹⼭真⼀⽒（閑⾕学校⻘少年センター⻑）

②和気閑谷高校の魅力を発信しよう(全国募集に生かそう)

教頭

③国際交流のプロデューサーになろう！

吉岡香織氏（和気町地域おこし協力隊）
森元純一氏（和気町社会教育課）

①大國家の保存修復作業に参加しながら活用方法を考える。

有正典之氏（建築士）

②プロジェクションマッピングを使って、何ができるか考える。

江森真矢子氏（本校カリキュラム開発等専門家）

③Riverside art プロジェクト〜川沿いにあたたかな居場所づくりを。

松穂亜花音氏（和気町地域おこし協力隊）

①備前焼を盛り上げる方法を考え、実施する。

森敏彰氏（備前焼作家）

ビジネス ②梅村さんちをカフェにしよう！

自然
科学

梅村⻯⽮⽒（本校カリキュラム開発等専⾨家）

③具体的な観光プランを考えて、実践しよう。

下鳥誠氏（ワケジェニック）

①校内のビオトープを発展させ、活用しよう。

阪田睦子氏（岡山県自然保護センター）

②自然保護センターに地元の中高生を呼ぼう！

阪田睦子氏（岡山県自然保護センター）

③使われていない放棄地を何かに生かそう！
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（２）1 年次閑谷學
目標

ア

大目標
目

自己と社会（地域）とのつながりを体験・調査し、考察する。

標 ・探究学習を行うために有効な探究の学び方（発想法、調査法）、プレゼン手法、
チームワークを学ぶ。
・グループ活動を通して、自他への想像力、学校や地域と自己の強いつながり
を感じとれる。

イ

内容

（ア）１学期

ａ

単元Ⅰ：ミニ探究（探究基礎）

目標

・学校への適応、仲間づくり
・探究の技法を身につける（発想法、情報収集、表現（プレゼンテーション））
・メディアリテラシーを身につける、ICT 活用に慣れる

ｂ

スケジュールと内容

4/21

ウィキペディアに載せるためのテーマ決め準備
・発想法①：マインドマップ・インタビュー手法

※臨時休校課題として

・課題テーマ：「2 市１町（赤磐市・備前市・和気町）」
4/24〜5/1

課題進捗確認、質疑応答等（オンライン授業）

※Google クラスルーム/Google ミート活用
5/7

オリエンテーション/SDGs に関するワークショップ（体育館での⼀⻫授業）
※週に 1 度の登校日に 1 年次⽣は⼀⻫に体育館で行った。
・閑谷學の目標の確認
・３年間の流れの説明
・１年次の閑谷學の内容
・つけたい「７つのチカラ」
（１ 自分を理解する力

２ 職業とつなぐ力

５ コミュニケーション力
5/12

３ 考える力

６ チームワーク力

課題の調整
・課題チェック、質疑応答

5/19

発想法②：マンダラート（体育館での⼀⻫授業）
・発想法①の内容を深める。

－39－

４ 行動する力

７ 自立する力）

5/22

課題の進め方、課題進捗確認、質疑応答等（オンライン授業）
※Google クラスルーム/Google ミート活用

5/26

ウィキペディアについての説明（体育館での⼀⻫授業）
・ウィキペディアとは
・ウィキペディアの目的
・ウィキペディアンとは

5/29

課題と評価について、提出等連絡（オンライン授業）
※Google クラスルーム/Google ミート活用

6/12

個人探究開始
・個人探究テーマを決める
・情報を収集する
・情報を整理・分析する
・情報をまとめる（ウィキペディア型枠を利用する）

7/10〜7/13

ミニ探究発表会

・発表の仕方：スライド(キーノート活用)
・発表者：クラス内で個人発表
7/17

聞き手：評価する

「閑谷學 1・2 年次生引継ぎ会」
・引継ぎ会の目的
今年度から学年を超えて探究学習の連続性を持たせるために、2 年次生の活
動を 1 年次生へ伝え、可能なテーマは 1 年次生が 2 学期からの探究活動で 2 年
次生の取組を継続・発展させていくことを志向している。2 年次生は新型コロナ
ウイルスの影響などの制限があるなかで、
「誰かのためになる」活動を模索・実
践した経緯・成果をまとめ、1 年次生に伝える。1 年次生は 2 学期以降の取組に
ついてのイメージを持ち、自己の興味・関心に気づくことを目的とする。
※感染症対策に十分に配慮し、10 教室に分かれて実施。

（イ）２学期

単元Ⅱ：グループ探究

a 目標
・探究基礎を地域で実践する
・チームづくり
１年次生は、新型コロナウイルスの影響で入学早々臨時休校となったため、初対面の生
徒同士も多く、なかなかコミュニケーションを取ることができていなかった。そのため、
ゼミごとの活動に入る前は、グループ探究に向けて「チームづくり」をより重要視した。
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ｂ

スケジュールと内容

７/31

オリエンテーション：2 学期以降について（体育館での⼀⻫授業）
・探究の仕方：グループ探究
・ゼミ・チームについて（内容・分け方）
・スケジュールについて

９/18

イントロダクション

９/17

テーマ決め作文

チームづくり

探究のプラン立て

・15 個のテーマを掲示し、その中から探究したいと思うことについての作文
※作文の内容によって５つのテーマに分け、大きなグループ（=ゼミ）を結成
９/18

２学期閑谷學開始（体育館での⼀⻫授業）
・グループ探究に向け、チームづくり（アイスブレイク/カウントゲーム）

９/25

対話の作法（体育館での⼀⻫授業）
目的：相手を知るため
内容：共通点探し（共通点グランドスラム）、今後どのような探究をしたいか

10/２

共同編集
目的： ICT 機器の活用ができるようになるため
内容：Google ドキュメント/スライドの共同編集の仕方
※生徒は各自の iPad を用いて操作

10/23

グループ探究開始
・各ゼミスタート
・引継ぎ（9 チームが 2 年次生のテーマを引き継ぐ）

10/30

探究(＋フィールドワーク)

11/６

特別講座①インタビュー手法
（講師：カリキュラム開発等専門家・江森真矢子氏）
・インタビュー調査とは
・インタビュー調査の特徴
・インタビュー調査の進め方

11/13

探究(＋フィールドワーク)

11/20

探究(＋フィールドワーク)

11/27

特別講座②RESAS（リーサス）
（講師：中国経済産業局

住田由香氏、神田昌幸氏）

・基本的な使い方やデータの取り出し方
・データの見方
・検索の方法
※生徒は iPad を用いて、実際に操作
12/９

探究(＋フィールドワーク)

RESAS 講座
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12/17

閑谷研修

12/18

「卒業探究発表会」

12/22

発表会振り返り

１/22

発表準備(iPad で資料作成)

１/29

中間発表会(ゼミ内)

２/５

探究振り返り

ｃ

各ゼミの取組テーマと主なフィールドワークの内容
①小学生の心身の健康を UP↑しよう。
本荘小の児童クラブに実際に行き、小学生の心身の健康 UP に向けて自分たちが
探究したことを実践した。
②患者と高齢者・障がい者が幸せに暮らすために、今

自分たちにできること。

近隣の病院や福祉施設で担当者に話を伺い、医療・福祉の現状や職種について調
健

査した。

康

③スポーツ de サイエンスらぼ〜気軽に誰でもス
ポ ー ツ (運 動)ができるコミュニティを立ち上げ
よう！
本校を軸に生徒と教員を対象に探究バスケッ
トボールとドッジボールを実践した。

①小中学生に論語を広めよう！
教
育

②和気閑谷高校の魅力を発信しよう(全国募集に生かそう)
③国際交流のプロデューサーになろう！

①大國家の保存修復作業に参加しながら活用方法を考える。
② プロジェクションマッピングを使って、何
ができるか考える。
歴
史
文

倉敷芸術科学大学を訪れ、中川浩一氏、山下
真未氏に「プロジェクションマッピング」につ
いてのレクチャーを受けた。

化

③Riverside art プロジェクト〜川沿いにあたたかな居場所づくりを。
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①備前焼を盛り上げる方法を考え、実施する。
②梅村さんちをカフェにしよう！
探究活動は全て現場で、実際に大工や
ビ

建築士の方に直接教えていただきなが

ジ

ら体験し、その経験から様々なことを学

ネ

んでいる。

ス

③具体的な観光プランを考えて、実践しよう。

①校内のビオトープを発展させ、活用しよう。
自
然
科

②自然保護センターに地元の中高生を呼ぼう！
③使われていない放棄地を何かに生かそう！
初の他校（津山東高校）とのコラボに向けて第一歩を踏み出した。美作市の大芦

学

高原キャンプ場を訪れた。

（ウ）

ａ

閑谷研修（岡⼭県⻘少年教育センター閑⾕学校）

目的

・集団活動を通して、お互いの立場や役割を理解しながら秩序ある行動のとれる協調的姿
勢を身につける。
・友人・先生との相互理解を深め、和気閑谷高校の生徒としての連帯意識を高める。
・旧閑谷学校の伝統と歴史を学び、その精神を受け継ぐことにより豊かな心を養う。

ｂ

スケジュールと内容
令和 2 年 12 月 17 日（木）
※今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で日程変更した
８：40

わんぱく広場（学校⻄側）集合完了

９：15

入所式

９：30

研修活動

11：30

研修終了・退所式

12：00

バスにて移動

１班：講堂学習／史跡見学

→

バスにて移動

閑谷学校到着

２班：史跡見学／講堂学習

和気駅南ロータリー到着・解散
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→

ｃ

生徒の感想

・論語にはそれぞれ違う意味があって、その論語一つ一つにたくさんの思いが込められて
いるので、朝読んでいる論語も意味をしっかり理解しながら読んでいこうと思いました。
小中学校では見なかったものも見られてよい研修になった。
・論語の大切さを知った。和気高生ということに誇りを持って過ごしていこうと思った。
・これからの自分の生き方について深く考えることが出来ました。
・高校生活の中で自分の明徳を見つけてこれからの将来に活かし、明徳を見つけた方が今
後の高校生活も豊かになると感じた。
・自分だけでなく周りの友達やクラスメイトを明るくしたり、場の雰囲気をよくしたり、
仲間を応援したりして、支えてくれている周りの人々と共存する楽しみを感じられたら
良いと思いました。
・和気高生としてこれからもその歴史を様々な人に伝えていきたいと思いました。
・今当たり前のように学校に行けること、みんなとともに勉強できることのありがたさを
知ることができた。学んだことを今後に生かすため、今後の行動も気を付けていきたい。
・和気高に入学して、閑谷學などで閑谷学校について勉強した事を今回の研修で活かしな
がら活動し、理解を深めることができました。これからの学校生活に活かしていこうと
思いました。
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（３）２年次閑谷學
目標

ア

大目標
目

自己と社会（世界）とのつながりを体験・調査し考察する

標 ・テーマに対する探究学習の目的、計画を教員ともに立案し、体験/探究できる。
・学校内外の体験/探究学習を通して、社会の諸問題と自己及び自己の進路との
つながりを感じとれる。

イ

内容

（ア）

探究イメージサイクル

振り返り

知る

分析・検証

気づく

やってみる

考える

小さなサイクル
まとめる

大きなサイクル

表現する

探究実践Ⅰ・Ⅱ

・自己と社会/これからの世の中との繋がりを調査し、提案する。
・自らの進路やつくりたい未来を構想し、実現するために探究活動を行い、個人論文に
まとめる。

（イ）１学期
ａ

グループ探究

各ゼミの取組テーマと内容
分野

テ

ー

マ

と

内

容

①小学生の心身の健康を UP↑しよう
子どもの健康的な成⻑において運動の習慣がとても重要であるという考えか
健康

ら、地元の学童クラブに参加して外遊びの楽しさを子どもたちに伝え、これか
ら運動を継続してもらうきっかけづくりをした。計４回訪問、実施後アンケー
トと感想を記入してもらった。

－45－

②居心地の良い和気高を作ろう
全校生徒に学校生活において生徒が不満に思っていること、改善して欲しい
ことなどをアンケート調査した。その結果多かったものをピックアップし、改
善策を考え１年次生に提案した。
健康

③新型コロナの感染拡大を防ぐ活動をしよう
今年度、世界的に流行した新型コロナの感染予防のための取組として、ポス
ターを作成して校内に掲示した。また、生徒対象に感染防止についてアンケ
ート調査を行い、毎朝検温ができているか、手洗いや消毒ができているか、
マスクの着用などについて調査をした。
④旧和気小学校での小中学生お泊まり会「何にもしない合宿」のスタッフにな
ろう
コロナ禍のため合宿はできなかった。昨年度合宿に参加した３年次生と主催
者の方へインタビューをして課題を上げた。どうすれば参加者増につながる
かを考え、活動ポスター作製して校内に掲示した。

①小中学生に論語を広めよう
コロナ禍で中学校等への出前授業は実施できなかったが、オンラインを念頭
においた動画作成に取組み、それぞれの切り口での論語コンテンツを完成さ
せることができた。今後、Web へのアップを目指し、内容の充実を図ってい
くことが必要である。
②小学生のオーストラリアとの交流授業を考え実施する
オンラインでオーストラリアの生徒との交流を行った。双方、相手側の言語
での会話であり、事前準備があったとはいえ、発音等も含め、多く苦戦する
場面もあった。しかし、ジェスチャー等含め会話は成立しており、その中
教育

で、本校の生徒も多くのことを学び、感じることができていた。
③和気町の公営塾のオンラインコンテンツ開発
「公営塾での取組をいかに充実したものにしていけるか」この問いに向け
て、iPad などを利用して計画を立て、キーノートなどにまとめていった。生
徒個々において、エンターワケで実際に試してみる中で、多くの課題も感じ
ながら、今後の取組の構想に思いを巡らせていた。
④和気閑谷高校の魅力を発信しよう
コロナ禍で、関東、関⻄等に出向いての説明会の実施はかなわなかったが、
それに向けての計画等（本校の魅力について等）iPad を利用して行うことが
できた。本校の魅力を考えていく中で、反対に、本校がかかえる課題も浮き
彫りになってきた。
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① 大國家の保存修復作業に参加しながら 10 年後の使い方を考える
和気町教育委員会社会教育課や、実際に修復活動に参加されている建築士と
ともに、大國家保存修復作業の見学を行った。また，同じく大國家の保存に
ついて探究活動を行っている上級生から活動内容を聞き、自分たちなら大國
家をどう活用するかを考えた。
②ものづくりフェスタでエンターワケのプロジェクションマッピングをする
他県の高校生が作成したプロジェクションマッピングについて調べたり、プ
ロジェクションマッピングの作り方について調べたりして、スライド作成ア
歴史
文化

プリケーションで実際に立体に画像を投影する等を行った。
③小中学生と新しい赤磐の伝統（書道＆神楽パフォーマンス）を作る
各地で行われている神楽、高校生が実施している書道パフォーマンス、警察
や自衛隊の吹奏楽部が実施している演奏会やマーチングを参考に、どのよう
なパフォーマンスができるかを考えた。また、赤磐市の石上布都魂神社に電
話でインタビューを行い、神楽の題材となる八岐大蛇伝説について調べた。
④こくさいフォーラム in Wake の企画実施
こくさいフォーラムに参加する外国人や地域の方に楽しんで参加してもらえ
るための企画を考えた。日本の文化「お好み焼き」を紹介し、実際に作って
食べてみることを企画した。また、広報用のポスターや、企画説明用のスラ
イド等の準備を行った。
①梅村さんちをカフェにしよう！
和気町の移住者である梅村さん宅を題材に、「梅村さん宅を改修する」班と
「人が集まるカフェを考える」班に分かれて活動した。改修班は土壁について
調べ、学校に隣接する「大國家」の改修現場に行き土壁の作り方を学んだ。カ
フェ班は和気町の⼈気ピザ店「ピザキング」で店⻑に設⽴から現在に⾄るまで

ビジ
ネス

のお話を聞いた。全員で梅村さん宅に使う土壁作りを体験した。
②備前焼をもりあげる方法を考え、実施する
備前焼を若者にも手に取ってもらえるように，カラーリングやデザインを考
えた。旧閑谷学校の楷の木やオリーブ、牡蠣殻、卵の殻、チョーク、わかめな
どを粉末にしたり灰にしたりして焼き物の釉薬として使用した。それぞれ違
った色と風合いが出て，今までにない新たな備前焼の可能性を見出すことが
できた。備前市のカフェで使用してもらうお皿の形やデザインを考えて試作
品を作成した。
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③酒造メーカーを取材して、全国のオマチストに赤磐の酒を PR する
赤磐市の酒造メーカーを訪問し、地元産の雄町米を使った日本酒の製造工程
を見学した。その後、雄町米の消費量を増やすために、雄町米で和菓子などを
作って日本酒以外の用途の可能性を探った。
ビジ
ネス

④岡⼭のお茶を岡⼭で消費する〜引両紋の社⻑と話そう
備前市のお茶メーカー「引両紋」の⻘⼭社⻑より、起業からこれまでの歩みの
お話を伺った。ビジネスで何か協力して欲しいものはなく、生徒が社会のため
にできることにご協力をいただけるとのお話を受け、募金活動を行い、募金の
御礼に引両紋から提供していただいたお茶を渡した。第二種感染症指定医療
機関である岡⼭市⽴市⺠病院へ全額寄付をした。

① 校内のビオトープを完成させる
すでにあったメダカ池をもっと多様性のあるビオトープ池にしようというこ
とで、現況や生き物の調査、タニシや水草の採取、アオミドロで汚れた池の
清掃、橋を渡し観察しやすくする活動をした。池の下がコンクリートで水生
植物の種類を増やすために必要な高低差がつけられないこと、真夏に植栽が
ないため直射日光が当たって水温が上がってすぐ蒸発してしまうことなどの
課題が明らかになった。
②自然保護センターに地元の中高生が来たくなるイベントや展示を考える
「スラックライン」という若者に人気のニュースポーツの体験をメインメニ
自然

ューとし、一泊二日でキャンプを実施することを企画し、安全対策を考慮し

科学

た具体的な内容を考えた。
② 和気町の自然を調査し、発信しよう
１）片鉄ロマン街道の鉄道遺構とその周辺の自然について、フィールドワーク
を通じて観察し、和気の鉄道遺産や自然の魅力をインターネット上に発信
し、鉄道マニアやグリーンツーリズムで訪れる人が増えることをねらって取
組んだ。
２）和気の美しい自然を多くの人に知らせ、関心を持ってもらい自然保護の一
助となることをねらいとし、岡山県自然保護センターで、植物や昆虫のイン
スタ映えする写真を撮影・編集してインターネット上で発表することを企画
した。
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ｂ

スケジュールと内容

４/17

イントロダクション

オンラインイントロ（各ホームルーム）

・２年次生の探究学習の全体像と年間の流れ、ゴールの説明を聞き理解する
自分の適性と興味関心を考え、取組みたいテーマ希望を３つ挙げる
※自分がテーマ提供者になりたい場合はその内容を書く
４/24

「であう・つながる・みつける」作戦会議！
・話題提供者の話を聞き、その考えを理解する
・テーマに関して、話題提供者とともに作戦会議をする
・取組みたいテーマについて自分なりにまとめる

４/30

ゼミ分けを生徒に発表

（５月は新型コロナウイルスの影響で休校のため取組めず、１週間に一度の登校日に 30 分
程度ゼミごとに集合し、活動準備を行った。）
５/８

ゼミ分け後、最初の顔合わせ

５/14

ゼミの中のグループのオリエンテーション（ゴールを考えさせる）

５/22

ゴール設定完了

５/29

活動計画完成

６/２

探究活動

６/12

探究活動（２時間）

６/16

探究活動

６/19

探究活動（２時間）

６/23

探究学習・発表準備

６/26

発表準備（２時間）

６/30

発表準備

７/17

発表（１年次生へ引き継ぎ）

ｃ

活動計画を立てる

教員所感

・休校中は、登校日に授業を行うのが良かった。
・生徒の振り返りからは「協働できるようになった」「行動力がついた」「備前焼の新たな
一歩に貢献できた」、積極性・責任感・自分ごと感など行動変容につながるポジティブな
記述が多く見られた。
・生徒が校外に出て体験することは、生徒の中に残るものがあったのではないか。フィー
ルドワークやインタビューなどの体験は大切である。
・課題はテーマが大きすぎたこと、目的やゴールイメージなど教員への伝達が不十分であ
った。
・発表の指導をする時間が足りなかった。ICT 活用をもう少しすべきであった。
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（ウ）２学期
ａ

個人探究

取組方法
９、10 月は、探究テーマをじっくり考える時間とし、クラス単位で取組む。生徒同士で

対話することで考えや視野を広げ、深め、自分の価値観・興味・関心に気づき、探究学習
の自分への動機づけをする。この期間に探究テーマ・動機・活動計画を書く。11 月からゼ
ミ分けをし、個人探究をスタートさせる。

ｂ

スケジュールと内容

９/１

オリエンテーション
・閑谷學のこれからをイメージする
・テーマ設定に取り掛かる（自分のやってみたいことを 100 個書き出す）
「My Will List 100」（テーマ決めワーク）

９/11

対話の作法
・対話を通して相手を理解し、的確に表現することができる（キャッチフレーズを
つける）
・ペアでインタビューをして相手のキャッチフレーズをつけ、その理由を相手に説
明する

９/15

Google ドライブの使い方
・Google ドライブの閑谷學での使い方を理解する
・先輩の探究一覧を見て iPad のワークシートに記入し提出させる

９/18

SDG S
・自分のテーマ（身近な課題）に近い SDG S （世界的な課題）のゴールを選び、ネ
ットを参照しながら自分のテーマとの関連を説明する
・身近な課題と世界的な課題の相似性に気づき、世界の現状を知ることにより未知
と出会う

９/25

身近な大人の「探究活動」を知る
・２人の年次団の先生方より大学での研究や卒業論文作成等の話を聞く
研究しようと思った理由、探究の道筋などを自分の探究の参考にする

９/29

振り返り
・９月中に取組んだ閑谷學の授業を振り返り、意義を理解する
・グループになり今まで取組んだワークを見返しながら対話をする
思い出したことや気づいたことについてメモを取りながら進める
・自分の内面に意識を向けながら個人で振り返りを行う

10/２

価値観ワーク
・人生グラフに取組み、自己の感情の変化を認識することで、自分の価値観や考え
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方に気づく（個人ワーク）
・他の人の価値観に触れ、視野・考え方を広げる（３〜４⼈のグループワーク）
10/13

テーマ再設定
・個人探究テーマを（再）設定し 2,000 字論文の序論を書き始める
「探究理由」「実現したい未来」「探究したいこと」などを書かせる

10/20

序論執筆スタート
・個人探究テーマを（再）設定し 2,000 字論文の序論を書き始める

10/23

振り返り
・１か月間の活動の振り返りと次の１か月間の取組を考える

10/27

振り返り

10/30

問いの設定開始
・個人探究の進め方を理解する
・「問いの」設定を開始する

11/６

テーマから探究の内容を絞る

問いの設定〜マインドマップ
・マインドマップの完成
・疑問文から問いを設定する

11/10･17

問いの設定

・前回選んだキーワードから疑問文を作り「問い」を設定する
11/20

探究項目の具体化
・マンダラートを作成し、これから探究していく項目を具体的に考える

11/24

アクションの決定
・作成したマンダラートから「My ファーストアクション」を決める

11/27

ふりかえり
・１か月間の活動の振り返りと次の１か月間の取組を考える
（グループワーク、個人ワーク）

12/15

My ファーストアクション（調査する具体的な方法を考える）

12/17

個人で探究開始(2 時間)

12/18

卒業探究発表会

12/22

卒業探究発表会と２学期の振り返り

（エ）今後の取組
・令和３年７月に完結させ進路実現へと結びつける（探究実践Ⅰ）
・令和３年９月から探究活動（探究実践Ⅱ）を再度行う
・令和３年９月から 11 月の間に論文を作成し製本予定
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（４）3 年次閑谷學

ア

目標
大目標：自己と社会/これからの世の中とのつながりを調査し、提案する。
目

標：自らの進路やつくりたい未来を構想し実現するために探究活動を行い個人論
文にまとめることができる。

イ

内容

（ア）３年次閑谷學について
１・２年次はグループ探究であったが、３年次はこれまでの探究活動での経験を踏ま
えて、自分の興味関心や進路希望に応じた個人探究を行う。文献調査のみではなく「行
動すること」を重視し、地域をフィールドにアンケートやインタビュー、実践活動等に
よる調査を積極的に行う。２学期には一人 2,000 字以上の論文形式にまとめて卒業探究
論文集を作成するとともに、探究成果を伝える全校での発表会も行う。

（イ）1 年間の流れ
４月

春課題

・自分の興味関心や進路希望に関わるテーマ決め作文を

テーマ面談

春課題とし、担任と進路希望も含めて面談した

文献検索

・図書館を利用し、テーマに関する文献を選んだが、その
後休校となり、インターネット等も含めた文献リストの
作成をゴールデンウィーク課題とした

５月

オンライン課題

・休校中の課題指導は Google クラスルーム内で動画視聴
を行い、登校日に課題を提出した

課題１【問いの設定】 ・希望テーマから探究で明らかにしたい“問い”を考え、な
マインドマップ

るべく小さく具体的な“問い”になるように指導した

疑問文作成
課題２【調査方法】

・問いに対する調査項目（何が知りたいか）を考え、調査

マンダラート

項目に優先順位をつけて調査方法を記入した

調査シート
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６月

学校再開

・「健康」「教育」「歴史文化」「ビジネス」「自然科学」を

ゼミスタート

テーマに 10 ゼミに分かれ、担当教員と面談をして問いや
調査方法を設定した
・各自でフィールドワークや電話またはオンラインでの
調査、校内でのアンケート、実験等を行った

７月

中間発表

・1 学期の探究成果をゼミ内で発表した

９月

論文（序論）提出

・1 学期の探究を基に序論（テーマの説明・解決したい課
題など）をまとめた

10 月

論文中間提出

・個々の進捗度を確認して指導した

11 月

論文完成

・個人探究の過程・成果・課題などを論文にまとめた

12 月

卒業探究発表会

・スライドを iPad（キーノート）で作成し、１・２年次
生の前で発表と質疑応答をした
・後日、３年間の閑谷學の振り返りをした

（ウ）オンライン課題
４月 20 ⽇〜５⽉ 31 日の休校中は、毎週金曜日に Google クラスルームで課題の指示と
解説動画の配信をし、時間割通りに家庭学習を進めた。探究活動で最も重要と言える「問
いの設定」の場面で対面の個別指導をすることができず進めづらい点も多かったが、個人
で進めておくべき課題を指示し、登校日に提出、ゼミ担当教員が添削をした。休校明けに
は課題をもとに、ゼミ担当教員と面談することから始まり、スムーズに探究活動を始める
ことができた。

（エ）中間発表
目標：自分の探究活動の進捗状況と方向性を確認し、教員または他の生徒からのフィー
ドバックをもらうことで論文作成や卒業探究発表会までの活動の見通しを持つ
内容：「探究活動（事前準備）」シートを活用して iPad（Google スライド）で発表
・探究テーマ（問い）
・理由（背景・意義でもよい）
・探究したいこと/実現したい未来〜
・検証方法（具体的に）
発表 3 分、シート記入 1 分、質問・コメント 1 分
聴く生徒、先生はフィードバックシートを記入し、発表者へ渡す
次発表者は「質問札」を持ち、質問またはコメントをする
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課題説明のオンライン動画

中間発表

（オ）論文執筆
目標：進路にかかわる問い（仮説）を自分ごととして捉えて探究を深め、2,000 字の卒
業論文にまとめることができる
内容：「探究活動（事前準備）」シートを活用して iPad（Google ドキュメント）でまと
める

参考文献の表記方法
・著者名『本／記事の名前』出版社名、出版年
・著者名／ウェブサイト名「記事タイトル」
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３年次生全員が 2,000 字以上の論文を提出することができた。
その中から、問いの検証として自ら「行動」できており、その結果
を「自分ごと」として捉え、問いについて深く考えることができて
いる論文を選び、冊子にまとめた。今年度は Google クラスルーム
内で Google ドキュメントを使用して論文を作成したが、この方法
によれば、担当教員が論文作成の進捗状況を随時容易に確認する
ことができ、生徒への助言が容易にできた。

（カ）探究テーマ一例
健康ゼミ

日本語が話せない患者にとっての英語が話せる看護師の必要性
事前指示書の普及
岡山スポーツ活性化
400m 走のためのスピード強化について
心臓病患者を減らすための広報活動について
肌の悩みを解消できる基礎化粧品の成分について
どうして虐待は起こるのか、どうすれば無くなるのか
『無意識』の仕草から嘘を見抜く
好き嫌いが多い人が食べたいと思う献立を考えるために

教育ゼミ

理想の数学教師を目指すために
高卒と大卒の違い
子どもと保育者がオンラインで繋がることのメリット
子どものおもちゃ利用で教育的にどのような影響を与えるか
子どもから慕われ保護者から信頼される保育士になるためには

歴史文化ゼミ

大国家の歴史
韓国に関する仕事に就くために
自分を輝かせるファッション
デザインの変化と融合
ブライダル業界の今と目指す姿
マスクをしても印象良く
地域活性化の方法について.

ビジネスゼミ

仕事を通じて自己実現をはかるには
仕事を楽しくするために必要なこと
都内のホテル 2 社の違い
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e-Sports がなぜ日本で普及していないのか
企業が求めている⼈材〜⾼校⽣像
販売職でのコミュニケーション能力の重要性
鉄道による経済
自然科学ゼミ

株式投資はギャンブルじゃない
より快適な新しい生活様式のための香り研究
超音波センサーと温度センサーを使った「V＝331.5＋0.6t」の検証
電子決済の未来
地域と高校どう繋げるか
「製造の機械」と「製造問題の対策」について

ウ

〜チョコレート〜

生徒の振り返り

１月に実施した振り返りでは、閑谷學で身についた力や⾃⾝の変容、成⻑実感について
記述した。「７つのチカラ」の中では「考える力」と「行動する力」が特に身についたと
いうコメントが多かった。また、将来の職業とのつながりを感じ進路意識の向上が見られ
るものや、不安や苦手なことを自分一人の力でやり抜いた責任感と達成感、探究が深まる
ことで楽しさを感じるといったコメントも目立った。

＜生徒のコメント＞
・株式投資を始めたのはお金が増えるかもという期待からだと思っていたが、探究を進め
ていくとなぜ始めたのかという動機が明確になり自分を知ることができた。
・自分にはどんな仕事があっているのか、趣味や苦手なことから自己分析をして自分を理
解することができた。探究を通して仕事をどう頑張っていきたいかなど、これから先の
ことも考えられるようになった。
・自分は何になりたいのか、そのために何が欠けていて、今何ができるのか、何もわかっ
ていなかったことがこの探究をとおして見えてきた気がする。
・一人でまとめ自分の言葉で発表する力が身についた。仕事について詳しくなり熱意が出
てきた。調べることで印象も変わり自分の視野が広くなった。
・これまでよりも就きたい職業についての理解を深めることができ、現在の自分とつなぎ
合わせながら考えることができるようになった。
・３年間の閑谷學で考えることがたくさんあった。同じことについて考えてもより詳しく
深く考えるようになった。
・探究を進めるにあたって「なぜ」と思うことを自分が理解するまで考えることができた。
・周りからの情報が必ずしも正しいとは限らないので、自分で実際に探究をして正しい答
えを知る大切さを学んだ。
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・これまではやること自体を避けてきたが、まずはやってみるところからスタートして最
後にはやり遂げることができ、追及することの大切さを学べた。
・不安でできるかわからないことでもまずは行動に移すことが大切だと実感した。アポを
取るのもとても不安でなかなか行動できなかったが、行動しないと何もできないと思い、
電話をすることができた。
・３年間をとおして様々なところに訪問させてもらった。他の学校ではできないことだと
思う。行動することで難しさや楽しさなどを知ることができた。
・コミュニケーションを取るのは得意でも、インタビューに行ったり、先生に自分の気持
ちをうまく伝えるのに時間がかかったりしていたが、意識的に克服できて、伝えた時の
安心感を知れた。
・以前は人に対して積極的にアクションを起こすのが苦手だったが、探究を行ってからは
自分から積極的に行動することができるようになった

良い意味で性格が変わったね

と褒めてもらえた。
・1・2 年次はチームで取組んだが、3 年次は一人ですべて考え、1・2 年次の経験を生かす
良い機会になり、1・2 年次では得ることのできなかった力を身につけることができた。
・実験の失敗はたくさんあったが、何とか探究を終わらせることができ、あきらめない気
持ちを身につけることができた。大学でもたくさんの失敗をすると思うがどんな困難も
乗り越えたい。
・将来の夢がはっきりと決まっていない中、探究を進める過程で、経済学とはそもそも何
なのか、これから先にどのように役立つのかを考えるきっかけになった。わからないこ
とから自分で進め、学び、わかるようになっていくと、世界が広がると感じた。
・物事を客観的に捉えることができるようになり、表面上だけではなく、さらに深いレベ
ルで調べ探究しようという姿勢に変わった。納得できるまで調べることを習慣化したい。
・テーマは探究をしていておもしろいと思えるものでないとよい探究はできない。
・自分の考えをうまくまとめるのが苦手で表現力も少ないが、自分の伝えたいことを他者
に伝えるために、言葉やスライド、画像などを使い、話す力を身につけた。
・以前は調べてまとめるだけでよいと思っていたが、今は調べたことを次にどう生かせる
かを考えることができている。
・目の前しか見ていなかったがこれからもっと先のことを考えることが必要だと気づいた。
・始める前は自分の一番伝えたいことが分かっていなかったが、今ならはっきり身の回り
のものは大切にしようという答えが出てくるので成⻑を感じた。
・探究テーマを決めることができなかったのは周りに頼らず一人で抱え込んでいたせいだ
と思う。以前は人にあまり関わらず何かをすることで迷惑にならないようにしていたが、
実はそれが他の人に迷惑をかけていると気づいた。大学では一人で抱え込まず他の人に
も頼っていきたい。
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（５）卒業探究発表会
ア

目的

（ア）３年次生：３年間の閑谷學の集大成として、以下の閑谷學で身につけてきた力を活
用・表現する機会とする。
・自己の将来について夢や希望を持って具体的に考える力
・異なる意見や他者を受け入れ、相互に認め合うことを通じて共同して課題を解決する力
・社会を取り巻く様々な事柄に目を向け探究することを通じて、自分の言葉で整理する力
・社会活動に当事者意識を持って参加し、現在および将来の学習に活かす力
・「閑谷学校」の精神を継承する姿勢
（イ）１・２年次生：３年次生をロールモデルとして、現在の自分たちの学びがどこにつ
ながるのかという見通しと目標をもつことができる。
（ウ）実行委員を中心に「生徒が創る」発表会とする。司会だけではなく、企画・運営の
大部分を生徒に任せることで、発表会への主体的な参加意識を涵養する。

イ

ウ

日程

12 月 18 日（金）1〜4 限

8:50〜 9:00

オープニング

【Zoom】

9:00〜 9:30

実行委員企画（クラス協議）”WAKE UP 2020”

【Zoom】

9:40〜10:20

１回目個人発表

【各教室】

10:30〜11:10

２回目個人発表

【各教室】

11:20〜12:00

代表発表

【Zoom】

12:00〜12:15

エンディング・講評

【Zoom】

12:15〜12:30

振り返り

【各教室】

内容等

（ア）新型コロナウイルス感染症による対応
体育館での全体会は行わず、ホームルーム教室への Zoom 配信と 20 教室に分かれての
個人発表を行った。また、外部への観覧案内はせず、事後に YouTube にて発表会の様子
を動画配信した。

「卒業探究発表会」動画 URL

https://youtu.be/i_W9GaTJrfw

（イ）実行委員
３年次生 16 名が企画・運営、ポスター・オープニングムービー・振り返りアンケー
トフォーム作成等を行った。昨年まで、実行委員企画として発表会の最後にステージ上
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で⾏っていたʻシンポジウムʼは、より全校⽣徒の参画意識を促すためʻクラス協議ʼに変更
し、学年別のテーマでそれぞれのクラスで話し合った内容を全校で共有した。３年次生
の個人発表の前にこの企画を入れることで、閑谷學と現状の自分との関係性を再認識
し、どの学年も発表会に臨む意識づけができた。
〈クラス協議の流れ〉

〈学年ごとの協議テーマ〉

（ウ）個人発表
・全学年が分散し、20 教室に分かれて発表（各教室に４〜５名の発表者）
・発表時間…発表４分 30 秒、質疑応答 1 分 30 秒、コメントシート記入 1 分
・各自の iPad をプロジェクタに接続し、キーノートを使って発表する
・質疑は質問札を持っている 1･2 年次生が行い、時間があれば他の人も質問をする
・各自の発表が終わった時点でコメントシートを回収する
・２回目の発表は３年次生が別の教室に移動して同様に行う
（エ）全体発表
・５つのゼミ代表者が個人発表に準じて発表し、Zoom でホームルーム教室に配信する
・発表テーマ

①ビジネス「仕事をする上で自己実現を図るには」
②健康「日本語が話せない患者にとっての英語が話せる看護師の必要性」
③歴史文化「大國家の歴史」
④自然科学「株式投資はギャンブルじゃない」
⑤教育「理想の数学教師を目指すために」

（オ）講師
岡山大学全学教育・学生支援機構

准教授
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吉川

幸氏（本校高大接続部会委員）

エ

生徒振り返り

（ア）実行委員企画（学年別テーマでのクラス協議）について
〈１年〉
・イメージの違いをみんなで話し合って共感しながら聴くことができた。
・閑谷學について、自分の意見だけでなく、クラスの人の意見も知れて良かった。
・色々な意見が聞けて良かったし、これからの閑谷學は前向きな気持ちをもってでき
そうだなと思った。
・私たちも活動が最初にあって、話を聞くだけじゃなかったのでよかったです。
〈２年〉
・閑谷學について考えるということから、探究の意味を再発見、再認識をすることが
できました。また、紙に書いて終わるのではなく、発表をグループからクラス、全
体に伝えることによって、より深まったと思います。
・自分が何のために閑谷學をやっているのかをきちんと考える事ができた。
〈３年〉
・初めての試みの中で時間通りに進められていたことに驚いた。お疲れ様でした。
・自分で立てたテーマがどう進路に生かせたかを自分なりに考えられてよかった。
（イ）個人発表について
・スライドが「目的」「結果」となっていて分かりやすかった。また、なりたい将来像
が明確であった。
・助産師の仕事内容だけでなく、どんな言葉かけをすればよいかまで考えられていた。
・知られていなさそうな言葉の補足もできていたし、とてもわかりやすかった。
・自分でも肌で困っていたりし自分や周りが困っていることを探究していて、細かい商
品まで提示されていたのでよくわかった。また SNS を使ったアンケートをして、た
くさんの人たちの意見を取り入れていたこともよかった。
・睡眠は自分たちにとって一番身近で面白かった。
・クイズ形式になっていて、興味を引く内容でよかったです。
（ウ）代表発表について
・少し前から投資について気になっていて、やり方などはよくわからないですが、聞い
ていてやりたいなと思えました。
・株式投資というあまり馴染みのないものとギャンブルという比較的聞き覚えがある
ものを比較することで親しみやすかったし、パワーポイントが写真やイラストで見
やすかった。
・タイトルから面白そうで、興味をそそられた。
・教師になるために１年次生に実際に動画を撮って問題を教えたり、聞き手の気持ちを
考えて板書や教え方など自分にできる工夫をして改善策を考えたり 、本当の先生み
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たいだと思ったし、理想の数学教師に絶対なれると思った。
・実際に授業をしていて探究結果に説得力があったし、自分の授業の良かった点と改善
点をまとめていて⾃⾝の成⻑に繋げているのがいいと思いました。
・英語が話せる看護師になりたいという強い気持ちが凄く伝わってきたし、外国人を安
心させてあげたいという優しい気持ちがすごくいいなと思った。
・探究目的がしっかりしていて、これからしていきたいこと、今自分に出来ることなど
をまとめていて、聞き入った。
・看護師を目指しているけど普通より一歩上を目指していてかっこよかった。
・同じ将来の看護師としてそういった看護師もあるんだなと気づきをもらった。
・歴史をまとめたりするのは普通ごちゃごちゃになってしまうのに、スライドはとても
見やすくて間の取り方も上手だった。
・グループで探究したことを個人探究に繋げて、さらに発展させて魅力を伝えていた。
（エ）講評について
・
「言葉に責任を持って」という言葉が一番印象に残っていて、何気なくわかっているだ
ろうと使っている言葉があるが、過去の自分を振り返ってみても確かに意味を説明で
きない言葉も多いので、これからはもっと気にしていきたいなと思った。
・動機は自分の中で見つけたものでいい。
・楽しいことは深められて、深められると面白くなって、他の人に伝えられるという部分
が印象に残りました。
・実際にやってみると、やりたいと思っていることができるとは限らないが、今のままや
りたいという考えを持っていて欲しい。
・一人ひとりの発表に対して細かく解説されていて、自分に直接言われているわけではあ
りませんが、2 年後に活かせる内容だなと思いました。

実行委員によるオンライン配信

３年次生個人発表の様子
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４【課外活動】

（１）生徒会活動（パラスポーツ交流と高校生による発信）
今年度生徒会活動計画の当初のコンセプトとしては、以下のとおりであった。
・障がい者にとって優しい街づくりをすることで、和気町をより住みやすくする。
・他国の高校と姉妹校提携を結んでいる本校において、多様性に対する学びを増やす。
・姉妹校と連携し、世界へ持続可能な街づくりや充実した福祉を形成していく。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、当初の計画から大きく変更せざるを
得なくなった。With コロナの中で具体的に取組む必要があった点は、以下のとおりである。
・活動は屋外がメインになること。
・販売活動はするにしても、対面販売は避けなければならないこと。
・高校生の「発信力」を生かして、売れ行きに悩む地元企業の後押しや、関連する団体の
PR を手伝うこと。

それらを踏まえたうえで、今年度の取組は主に以下の三点である。

ア

障がい者野球専用グラブの開発
本校野球部の部員と、日本一に輝いた実績のある障がい者野球チーム「岡山桃太郎」の

エースピッチャー早嶋選手とのコラボレーションにより、世界で一つだけのグラブを開発
した。

イ

「岡山桃太郎」への支援活動
オリジナルチャリティーT シャツを本校生徒と教員がデザインし、合同練習などの際に

販売を行っている。また、チームのオリジナルプロモーションビデオの作成を本校生徒会
が行った。少しでも障がい者スポーツの広報・支援になればとの思いから活動した。
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ウ

対面を避ける販売グッズの開発（ガチャガチャマシン）
本校の授業において生徒が商品を開発し、地元企業の協力を得て、移動式ガチャガチャ

マシンを作成した。本校文化祭での販売を皮切りに、地元の販売イベントにも持参し好評
を得ている。

以上三点の取組を踏まえ、今後の展望としては障がい者野球チームのオリジナルグラブ
開発を継続し、多方面に普及していきたい。また、様々な団体に向けたチャリティグッズ
の販売や企画をコロナ禍のなかでも継続したい。
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（２）放課後学習支援

本校では、ESD 同好会の活動の一環として、和気町立和気中学校と和気町立佐伯中学
校で年間 10〜20 回程度実施される放課後学習に先生役として参加している。放課後学習
支援は、地域人材の協力を得ながら、基礎学力の定着と学習習慣の確立を図る目的で、各
中学校が主体となり実施され、本校生徒は地域の学習支援ボランティアの方とともに、和
気中学校では主に１年生の数学、佐伯中学校では１〜３年⽣の数学や英語の学習支援をし
ている。毎回各中学校の教頭先生が事前に教材を送ってくださり、参加生徒は事前学習を
して活動に臨んでいる。各中学校への移動手段は、和気町の支援によるタクシーを使用す
ることで、放課後の短い時間にスムーズな移動を行うことができている。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため、１学期の間は中高の交流活動が
全面中止となった。２学期からは交流活動が再開し、月曜日に和気中学校へ計７回、水曜
日に佐伯中学校へ計６回、約１時間程度の学習支援に参加することができた。教員志望や
出身中学校の生徒を中心に、毎年約 10 名程度が参加しているが、今年度は希望者が 19
名（１年次生８名、２年次生８名、３年次生３名）であった。参加者が増加した理由は、
今年度から社会貢献活動のポイント対象にしたことが少なからずのインセンティブになっ
たと予想するが、参加した生徒はそれぞれの目的意識を持って積極的に取組み、毎時自ら
の活動を振り返ることができている。

〈参加した生徒の振り返り〉
・前回コンパスの問題を教えた子が上手に使えるようになっていて、同じ問題を前回より
も少ないヒントで解けるようになっていてうれしかった。
・苦手な問題があったが、教えることで自分自身も理解することができた。
・基本の計算問題をして、久々に数学が楽しいと感じた。
・私が中学生の時はプリント学習だったが、今の中学生は iPad を使って勉強していて驚
いた。中学校の取組の様子がよくわかった。
・今まで関わったことのない地域の中学生と交流ができるのが楽しみです。
・どのように教えれば相手に理解してもらえるのかを考えて学びたいです。ガツガツ言わ
ず相手のペースに合わせる工夫を学びたいです。
・中学生が自分の力で解けそうなところは「がんばって」と心の中で応援していました。
間違えたところや困っているところは丁寧に教えることができたと思います。
・コロナの関係で遅れてしまった学習面のサポートをして、勉強について行けず嫌になる
人が少なくなるといいと思った。
・教えることで理解してもらえる表現力、話を聞いてもらえるコミュニケーション力を身
に付けたい。
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・中学生が積極的に質問してくれたので教えやすかった。
・将来の目標（教員）を実現させるために、積極的に教えることができ、どうしたらわか
りやすく教えることができるのかをこの活動から考えたい。
・中学生が自分の力でやり切ろうという姿が見られ、頑張っているところを見ると私自身
も理解しやすいように教えようという気持ちになれた。
・最初は接し方がわからずなかなか話しかけることができなかったけれど、教え方の上手
な友達の真似をして、そばで「あってるよ」などの声掛けをしながら教えることで、
中学生とうまくコミュニケーションが取れた。
・中学生と同じ目線に立つことで、緊張をほぐして質問をしやすい環境をつくることがで
きた。
・手が止まっている子や顔をしかめている子など、しっかりまわりに気を配り様子を見る
ことでよりサポートができるようになった。目線を合わせることは緊張を和らげるこ
とに有効だと中学生の様子からわかった。

和気中学校の様子

佐伯中学校の様子
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（３）English Fes 2020

令和２年 11 月 14 日に『English Fes 2020』が行われた。和気閑谷高等学校と和気町社会教育課
の共催によるもので、今年度で５回目の開催となった。今年は新型コロナウィルス感染の懸念が
あったため、宿泊ではなく一日限りの開催となった。閑谷学校でのレクリエーションを通して英
語に触れる機会を創出し、児童及び生徒の英語への興味関心を高めることを第一の目的とし、そ
れと同時に参加対象を和気在住の小・中学生、当日の進行スタッフを高校生とすることで、縦の
つながりを形成することも目指した。その前提として、地域の中で子どもが多くのつながりを持
って成⻑できる環境づくりの⼀助とすることを⽬的として実施した。
当日は、小学生 10 名（本荘小３名・和気小１名・佐伯小６名）
・中学生３名（和気中）
・高校生
22 名（英語研究部とボランティア）に加え、県内の ALT９名が参加した。本校生徒は、事前準備
や全体司会、アイスブレイク、アート活動、キャンプファイヤーなどの企画から運営に取組んだ。
アイスブレイクでは「Truth or False game」
「文
字並べゲーム」
、アート活動では「Beyond borders
flag」作りを行い、SDGs の中からひとつずつ各班
がテーマを受け持ち、それについての互いの考え
や意見を交わした上で主に指を使って絵を描いた。
完成後には発表を行い、つなぎ合わせて一枚の旗
となった。キャンプファイヤーでは、「Game」
「Dancing」
「Singing」をテーマに、体を一緒に動
かすことで交流を深め、参加者を大いに楽しませ
た。イベントの最後には運営を行った高校生らに拍手が送られた。
参加者の満足度も高く、アンケートでは「外国人や他の学校の子たちと交流ができて楽しかっ
た」
「普段一日中英語に触れることがなかったので楽しかった」などの声があった。
このイベントを通して、準備から当日の運営までを担当した高校生たちには多くの学びがあっ
たようだ。準備では自主性を持って自分の興味関心・得意分野を活かし、互いをサポートし合い、
励まし合い、責任感と探究心を持って役割を果たした。本番では各パートが練習以上のパフォー
マンスを見せ、イベントを盛り上げた。努力が報われ、12 時間という⻑丁場をみんなで乗り切っ
たことでチーム力も向上し、それぞれの自信にもつながった。
１年１組 坪田 唯花
私はこの「English Fes 2020」に参加して初めて「新しいことに挑戦することの大切さと楽しさ」
を実感することができました。
今回、私は高校生になって初めて大きなイベントにスタッフとして参加し、主にアート活動を
担当しました。アート活動はグループに分かれて「SDGs」のテーマ（「天然資源を守ろう」
「健康
と福祉」
「平和」などの五つ）を元に絵を描き、最後に「Beyond borders Flag」という旗を作ろう
というものです。それをどのように小中学生や外国人の方々に説明するのかを考えることに苦戦
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しました。難しいテーマのため皆さんが楽しんでくれるだろうかと不安で仕方がありませんでし
た。
しかし、そんな心配はすぐに消えました。当
日、みなさんがグループになって、言語の壁が
ありながらも話し合っていて、笑い声や楽しそ
うな話し声が聞こえてきてとてもうれしかっ
たのを覚えています。
また、自分自身もこの活動を通して、知らな
かったことやユニークな考え方を知ることが
でき、自分の視野を広げることができたと感じ
ています。
今までは失敗することを恐れて挑戦することから逃げていましたが、今回のフェスで挑戦する
ことがなければ成功も失敗もなく、成⻑することも、なりたい⾃分になることも到底できないと
気づくことができました。
まだまだ、未熟なところも多く、なりたい自分には届かないですが、いつの日か憧れている先
輩方のようになれるようにこれからも挑戦していこうと思います。
１年３組 桝井 美紅
私は初めて「English Fes 2020」に参加して、準備と行動力の大切さを実感しました。
私は今回、アート活動を担当しました。当日の参加者の方々が楽しめるような内容にすること
を心がけて企画し、原稿作成やスライド作りを行いました。毎日放課後に話し合い、練習しては
修正を重ねてチームで協力して準備することができました。
アート活動はメインイベントであったため、本番では緊張と不安がありました。しかし事前に
練習を重ねたことや、責任感を持って考えて動いたことが功を奏し、加えて先輩方や ALT の方々
の助けもあって、成功させることができました。ですが、原稿作成などの準備にもっと余裕があ
れば参加者の方々にもっと楽しんでもらえたのではないかとも感じています。
今回得た気づきやもっとこうしたいという思いを今後の英語研究部のイベントなどで活かした
いです。また、準備や本番を通して学んだ「十分に準備することと行動することの重要性」を日々
の暮らしや学
業にも活かし
ていきたいと
思います。
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（４）イルミネーション作成ボランティア

11 月 16 日（月）に和気町本荘地区まちづくり協議会の方々を迎え、和気閑谷高校で JR 和気駅
前のアマビエイルミネーション作成の共同作業が行われた。イルミネーションは同協議会が 2013
年から毎年年末年始に設置しているが、今回初めて和気閑谷高校生がデザインから作成までを担
った。
８月末に同協議会のメンバーから本校支援職員（和気町地域おこし協力隊）に「地域と高校生
をつなぐ機会を」とイルミネーションのコラボレーションを提案されたことがきっかけとなった。
翌月９月に校内で「イルミネーションボランティア」の募集を行い、25 名が集まり、10 月、「ア
マビエイルミネーション」のデザインを募集。個人あるいはチームから 14 点の応募があった。そ
の後、Google クラスルームを活用して投票を行い、上位３点が協議会に送られ、２点（２年次生
林暁娘作・１年次生小林咲夢/林美来共作）の作品に決定した。
そうして、いよいよ 11 月 16 日（月）に本校生徒がデザインしたアマビエのイルミネーション
の作成が開始され、協議会の方々の手ほどきを受け、５日間をかけて鉄製パネルに針金を巻きつ
けてアマビエをかたどり、LED を取り付ける作業を行った。翌週は JR 和気駅前のロータリーに
て設置作業が行われ、11 月 27 日（金）放課後には本校生徒と協議会の方々による試験点灯が行
われた。この一連の活動は１局（２回）
・３誌（４回）に取り上げられ、多くの反響があった。

NHK『もぎたて』2020 年 11 月 20 日より
以下、制作関係者の声。
・
「高校生のアイデアが詰まっていて、今まで以上
に素晴らしいイルミネーションになった。コロ

『朝日新聞』2020 年 11 月 20 日付朝刊より

ナ禍の今、あかりを灯して見た人を笑顔にしてくれるといい。」（同協議会⻑

小高氏）

・
「若者の新鮮なアイデアが生かされ、例年以上に”映える”ものになった。」
（同協議会イルミネー
ション班⻑ 金中氏）
・
「ロマンチックなデザインで、いろんな世代に楽しんでもらえるように描いた。外は暗いニュー
スばかり。このイルミネーションを見て少しでもホッと一息ついてほしい。」（デザインをした
２年次生林暁娘）
・
「学年を越えて共同作業したため、初めは緊張したが、学年関係なく協力する大切さを学んだ」
「協議会の方々と最後の打ち合わせをして最終点検をした。一生懸命にやったことが実になっ
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て良かった。」
「自分で考えて行動したりすることがあまりなかったけれど、没頭して結束バンド
で止めたりしてすごく集中している自分に驚いた。」「いつもは見るだけのイルミネーションを
実際に作ってみるととても難しく、作っている方の技術や努力が込められているのだと知るこ
とができた。」
「点灯に立ち会って、地域の方々を含めて皆さんで作った作品はかけがえのないも
のだと感じた。」
（制作した生徒たち）

『読売新聞』2020 年 12 月 9 日付朝刊より
NHK『もぎたて』2020 年 11 月 27 日より
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（５）こくさいフォーラム in Wake （グローカル人材育成プロジェクト）
本校は、①地域でのボランティア活動、②論語による道徳性の涵養、③地域との連携による課題解決型
探究学習を柱に、
「恕の精神を備えたグローカル⼈材」〜論語を基盤として多様な主体との協働と海外で
のフィールドワークを合わせることで、心豊かな精神と国際感覚を有し、自分と地域と地球の課題や感
性を結びつけて考え実践できる人材の育成に取り組んでいる。地域と協働し、地域の教育文化資源を活
用し、
「仁」
「恕」を基盤とした本校独自のカリキュラムの提示に挑戦している。
今年度は、公益財団法人福武教育文化振興財団教育文化活動助成において、地域課題解決型探究学習
の充実、地域や中学校との連携の推進を通して、グローカル人材育成モデルの構築を目指した。
９月、12 月には「こくさいフォーラム in Wake」を実施し、生徒個々のグローカル感覚はもとより、
地域とのつながりを深く実感させることができた。
９月の令和２年度第１回では、和気町の中学校生徒と外国人 ALT らを招いて「Beyond Borders」をテ
ーマに、アートの創作活動を行った。準備や当日運営を当校の英語研究部が担当し、アート活動では班に
分かれ、英語を使ってテーマについて対話をした上で、主に指を使って一つの絵を描いた。

参加した ALT からは「I liked the entire event. The students were very social and kind.」「I liked that it
was organized by the students. It gives them a chance to lead and make the language their own.」などのコ
メントをいただいた。生徒たちからは「いろんな感性を持った人と絵を描けて新鮮だった。」
「中学生や外
国人と触れ合えてよかった。次回も自分からどんどん話しかけたい。
」などの声が振り返りの際に挙がっ
た。
12 月の令和２年度第２回では、和気町の地域の方々10 名と外国人 ALT３名を招いて、「Listen to our
heart 〜⾔語や世代を超えて、互いの⼼に⽿を傾けよう〜」をテーマに、⼈と"いかしあう"関係（つなが
り）を築くために、互いの【NEED（ニーズ）】を知ることにアプローチした。ここで言う【NEED（ニ
ーズ）
】とは、生きる上で自分が大切にしている価値観、生きるエネルギーの源泉のようなものだ。４つ
のグループに分かれ、
「今までで最も嬉しかった出来事」について発表し合い、"感情リスト"を使って「そ
の時の感情」を丁寧に引き出し、さらに"ニーズシート"を使って「その時に満たされた【NEED（ニーズ）
】
」
を探っていった。アイスブレイクは当校の英語研究部が、メインワークは当校支援職員・英語研究部顧問
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で和気町地域おこし協力隊の松穂が行った。

参加してくださった地域の方々からは、
「高校生や若い世代と話をする機会がないので楽しく参加でき
た」
「高校生をはじめ、みなさんが場を盛り上げていて、雰囲気がとても良かった」
「普段は話さないよう
なことを話せて自己開示ができた」
「またこのような異年齢・異国籍の交流の場があれば参加したい」
「次
回も期待」などの感想をいただいた。
以下、
「第２回こくさいフォーラム in Wake」に参加した生徒たちの感想を紹介する。
１年１組 坪田 唯花
グループ内のメンバーで共通したニーズは「人に認められたい」だった。それ以外はバラバラで、これ
が多様性なのだと感じた。自分の、そして他人の多様性を認め、自分の弱さを認め、周りの人の弱さはフ
ォローし、人といかしあえる関係を築いていきたい。
２年３組 林 暁娘
多世代・多国籍のメンバーとのワークを通して、人はそれぞれ考え方が全く違うんだと知った。普段交
流がない人と関わることができて世界が広がった。
２年３組 井上 日菜
“自分が生きる上で大切にしている価値観”についてみんなで話をして、自分が感じたことや考えたこと
に対して「なぜ？」と深く考える良い機会になった。自分の言葉で話せるようになってどんなジャンルの
人とも話せるようになりたい。
２年３組 德永 廉
自分の奥底にある感情や、⾃分の知らなかった⾃分を少し知ることができて成⻑につながった。自分の
ニーズを声に出していろんな人に伝え合うことは、人との関わり合いをより良くすることにつながると
思う。
２年３組 尾張 妃菜
地域の大人の方々のお話を聞いて、海外で働いたご経験や出産時のエピソードといった普段はなかな
か聞くことができないお話を聞くことができて、とても新鮮だった。自分や他者のニーズ（心の声）を知
ることは、他者を理解する心を育み、他者を支える力につながると感じた。

令和３年３月には、スポーツをテーマに、令和２年度「第３回こくさいフォーラム in Wake」を
開催予定であったが、岡山県内での新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け中止とした。
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（６）創学 350 年記念聞き書き
本校が創学 350 年の節目を迎えるにあたり、本校卒業生（同窓生）から直接お話を聞き、それをま
とめることで、今まで歩んできた本校の歴史に思いをはせ、これからの未来に誇りを持ち持続発展につ
なげていくことをコンセプトに、令和元年度から「聞き書き」の取組をスタートさせた。先ず、２学期
終業式の際に、１、２年次生から約 20 名の実施希望者を募った。応募締め切り日を翌年の１月８日に
設定していたためもあり、応募者は 11 名（１年次生：７名、２年次生：４名）と予定人数を下回った
ものの、すべての者が、自分を、そして、学校を主体的に変えていきたいといった熱い思いを持った生
徒たちであった。以下に、取組概要を示す。
《取組概要》
○第１回「聞き書き」研修(R2.1.24 15:30〜17:00)本校記念館２階
内容：
「聞き書き」を行う上でのノウハウ等
講師：森光康恵氏、前田芳男氏、室貴由輝氏
○「聞き書き」の実施(R2.2〜3 下旬) ※コロナ禍もあり、６名という限定的な実施
○第２回「聞き書き」研修(R2.6.27

9:00〜12:00)本校記念館２階

内容：
「聞き書き」の文章構成のノウハウ等
講師：森光康恵氏、前田芳男氏、室貴由輝氏
○第１１回高校生による「聞き書き」2020〜今だからできること〜研修会
本校会議室にて Zoom による参加
講義「今、なぜ『聞き書き』なのか」講師：渋澤寿一氏
グループワーク他
参加校（倉敷中央高校、古城池高校、総社高校、矢掛高校
ノートルダム清心女子大学等）
○「聞き書き」の実施(R2.7〜8 下旬) ※２人はオンライン、１人はメールを含め実施
○文字興し・文章構成・提出（完成）(R2.7〜8 下旬)
○文章の校正等(R2.9 中旬)
○校了・記念誌印刷(R2.9 下旬)

今回の「聞き書き」の取組は、確かに、
「創学 350 年記念式典」に向けてのものではあったが、こ
の取組を通し、実践した⽣徒個々の成⻑をはじめ、本校の今後の取組への布⽯という観点からも、大
きな成果、重要な気付きを得たように思う。この「聞き書き」が、これから本校が地域のことをより
理解し、また、地域の多くの方に本校の取組、生徒の姿を知っていただく上での、一つに取組になれ
ばと考える。
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（７）オンライン交流会

昨年度、三重県や宮崎県、山形県、福井県等の県外の高校生が集まる交流会に代表生徒
が参加し、探究発表やフィールドワーク、多様な人とのディスカッションを経験した。今
年度も三重県と宮崎県の同様の交流会に参加予定であったが、コロナ禍のため、直接交流
することはできなかった。そこで、オンライン開催された他県の交流会に参加した。

ア

オンラインで参加した他県の交流会（一部）と参加生徒数
８月１日
宮崎県立飯野高等学校主催「第２回グローカルリーダーズ summit」

７名

テーマ：「コロナ禍で私たちにできること」
９月 26 日
SCH シンポジウム⻄⽇本実⾏委員会主催「第３回 SCH シンポジウム⻄⽇本」

４名

テーマ：「生み出していきたい地域×教育の在り方」
※SCH＝Super Community High School の略
２月 19・20 日
宮崎県立飯野高等学校主催「全国グローカルリーダーズ summit」

３名

内容：グローカル学習成果発表会、高校生プロジェクト事例発表、未来カフェ等

イ

参加した生徒の振り返り

（ア）８月１日「第２回グローカルリーダーズ summit」
・特に気になった考えは、「できない環境だからこそ、それをどうより良くするかが大切」
というものです。コロナ禍で花火大会に行くことができないからリモートで花火大会を
企画しているというお話を伺い、このような場があると、一人では思いつかないような
アイデアを知り、それに対して大勢の意見を聞くことができるので、自分もこれから十
分に知識をつけて様々な企画をしてみたいと思いました。（１年女子）
・Zoom での交流会は慣れていないのでとても不安でしたが、自分が考えてもいないよう
な話が聞けたり、世間話をしたりしてとても楽しかったです。コロナ禍でイベントが中
止になったり、外出も控えるようになったりしていますが、オンラインでも予定を合わ
せればたくさんの人とつながり、実際に会っていなくても充実した楽しい時間を過ごす
ことができると感じました。このサミットに参加したことをきっかけに、自分でもいつ
かオンラインイベントの企画運営をやってみたいと思いました。（３年女子）
・自粛期間中に多くの人が何か行動を起こしていることが分かり、私も今やっている「聞
き書き」や「閑谷學」を自分だけではなく周りの方々に役立つことができるよう頑張っ
ていきたい。（３年男子）
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・他校の様々な取組を知ることができて
とても刺激になった。飯野高校では
Zoom で海外の方や有名人と対話して
いると伺い、オンラインが主流になる
と多様な方と気軽に会議をする機会が
増えるので、今後ますますこのような
機会が広まっていけばよいと思った。
（３年女子）

（イ）９月 26 日「第３回 SCH シンポジウム⻄⽇本」
・実際にされている活動の熱量がプレゼンを通してたくさん伝わってきました。それを聞
いて、自分もワクワクし何かやろうと言う意欲も出てきました。（３年男子）
・将来教員志望なので、実際に教育関係で働かれている方々から沢山のアドバイスや意見
をいただき、これから参考にして活動できていけたらいいと思いました。（３年女子）
・地域での活動についてもっと深く知りたいと思い参加しました。気仙沼では小３から高
３までの 10 年間で探究活動をしているそうです。高校生から始めると期間が短く、地
域のことをあまり深く知ることができないので、多くの地域が気仙沼のように⻑期間で
活動できるとよいと思いました。参加されたみなさんから全国の探究活動の取組を伺い、
それぞれ活動内容は違っても視点や取組方が似ていて、探究活動のヒントを得ることが
できたので今後の参考にしたいです。（２年男子）
・私は講演会などで質問をすることが苦手なので、参加にあたり「質問の方法を盗む」と
いう目標を立てました。話を引き出すことが上手い人に質問の仕方が上手い人が多く、
自分の現在の活動と照らし合わせて、ここはどうなのだろうかと質問する人が多かった
と感じました。（１年女子）
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（８）全国募集に係る取組
ア

県外生の状況
平成 30 年度入試から始めた全国募集だが、現在、１・２年次生併せて 11 名の県外
⽣が在籍している。兵庫県⻄部（上郡町、⾚穂市、相⽣市）の⾃宅から通学する⽣徒
が中心だが、今年度は、自宅を離れ、和気町内で下宿している生徒が２名いる。

イ

今年度の活動
本校では、主に、兵庫県⻄部の中学校への直接訪問と、東京・⼤阪など⼤都市圏で
の合同説明会に参加する活動を行ってきた。特に、大都市圏での広報活動は、PTA・
同窓会、和気町の財政的支援の下、島根県の一般財団法人地域・教育魅力化プラット
フォームが主催する「地域みらい留学フェスタ」などの合同学校説明会に参加してき
た。今年度は、コロナ禍の下、大きな会場で一堂に会して行う学校説明会ができず、
オンライン開催となるなど、例年とは大きく様相が異なることとなった。
これまでは、会場で本校生徒の姿を直接見てもらうことで、中学生や保護者にアピ
ールすることができたが、オンライン形式では、有名な高校の説明会に参加者が集中
し、本校は、説明会参加者数で大変苦戦した。
こうした中でも、オンラインイベントを通じて、兵庫県姫路市方面から問合せがあ
るなど、新たな広報先につながる発見もあった。来年度は、直接訪問する兵庫県の中
学校をたつの市や姫路市などにエリアを拡大することとしている。
また、コロナ禍の状況が一段落すれば、和気町の観光や移住関係イベント、町が連
携する大都市圏の自治体との交流行事等に積極的に参加し、
「地域みらい留学」とは異
なるチャンネルを開拓したい。
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Ⅲ

評価

１

学校アンケート結果

本校の今後の取組、また、本校生徒の学校生活をより一層充実したものにするために、本校教職員、
全生徒に 11 月下旬、保護者については 12 月下旬に、G Suite for Education のフォームを利用しアン
ケートの実施、集計等を行った。以下、生徒、保護者、教職員のアンケート結果をお示しする。
△…前年度よりも上がった
▼…前年度よりも下がった

Ｒ２学校アンケート回答（生徒）
１．よくあてはまる…＋１０点

２．ややあてはまる…＋５点

Ｎｏ.

３．あまりあてはまらない…－５点

評 価 内 容

１

回答数＝ 294

４．まったくあてはまらない…－１０点
回答（％）
２
３

４

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R2

323
R1

319

335

368

434

432

H３０ H２９ H２８ H２７ H２６

１

充実した学校生活を送っている。

43.3 36.2 14.7

5.8

4.8▼ 5.0△ 4.3▼ 4.4▼ 5.6△ 4.8△ 4.5▼

２

学校は生徒の思いをくみ取って教育活動を行ってくれている。

24.2 47.1 21.5

7.2

3.0▼ 3.7△ 3.0▼ 3.1▼ 3.8△ 3.7△ 3.1▼

３

学校は不審者情報の提供など生徒の安全対策を十分行ってくれている。

41.6 41.6 11.3

5.5

5.1▼ 5.5△ 4.3▼ 5.5▼ 6.1△ 4.9△ 4.4▼

４

学校はいじめの予防と早期発見に努め毅然とした対応で臨んでくれている。

29.4 47.4 14.7

8.5

3.7 - 3.7△ 3.2▼ 3.7▼ 4.3△ 3.5△ 2.9▼

５

興味・関心・適性・進路に応じて科目を選択し勉強することができる。

37.2 44.0 12.6

6.1

4.7△ 4.5△ 3.8▼ 4.7▼ 5.4△ 5.2△ 4.7△

６

各授業内容は工夫されてわかりやすく学力向上に役立っている。

25.3 47.4 20.5

6.8

3.2▼ 3.8△ 3.0▼ 3.4▼ 3.7△ 3.5△ 3.4△

７

生徒一人ひとりに応じた教科指導を行ってくれている。

25.3 47.1 20.5

7.2

3.1▼ 3.3△ 2.5△ 2.4▼ 2.5▼ 2.9△ 2.6△

８

考査以外にも学習に向けた努力や姿勢等により多面的に評価してくれている。

39.9 43.7 10.2

6.1

5.1▼ 5.3△ 4.8▼ 5.1 - 5.1▼ 5.2△ 4.9▼

９

基本的な生活習慣を確立するための指導をしてくれている。

34.5 45.7 12.6

7.2

4.4▼ 4.9△ 4.6△ 4.5▼ 5.2△ 4.9△ 4.6▼

１０ 校則・交通ルール・マナー等に関する指導をしてくれている。

42.0 41.6

8.5

5.0▼ 5.5△ 5.2▼ 5.4▼ 6.1 - 6.1△ 5.3▼

１１ 部活動が活発で充実した高校生活になるように指導してくれている。

29.4 41.3 18.4 10.9

3.0▼ 3.9△ 3.4 - 3.4▼ 4.1▼ 4.3△ 4.0▼

１２ 学校行事やボランティア活動などを通して充実感を味わうことが出来る。

40.3 43.3

7.8

9.9

6.5

5.1 - 5.1△ 4.5 - 4.5▼ 4.8▼ 6.7△ 6.4▼

１３ 働くことの意義や望ましい生き方について考える様々な機会や場面が設けられてい 31.7

48.8 11.6

7.8

4.2▼ 4.6△ 4.1△ 3.9▼ 4.6△ 4.4▼ 4.5△

１４ 学習指導や個人面談・補講や校外模試など進路保障につながる活動が充実してい36.2

43.3 14.0

6.5

4.4▼ 5.2△ 4.5▼ 4.7▼ 5.1▼ 5.5△ 5.0▼

１５ 進路決定に向けたきめ細やかな情報提供を行ってくれている。

35.8 44.7 13.3

6.1

4.5▼ 5.1△ 4.1▼ 4.6 - 4.6▼ 5.2△ 4.3▼

１６ 健康に関する調査・検診をもとに健康管理ができるよう指導してくれている。

35.8 44.0 13.3

6.8

4.4▼ 4.9△ 4.4△ 4.3▼ 4.7▼ 4.9△ 4.4▼

１７ 美化意識をもって清掃を行い校内の環境美化に努めている。

35.8 42.0 16.4

5.8

１８ 図書館をよく利用し読書の楽しさと出会える場となっている。

19.5 25.3 24.2 31.1

-1.1▼

１９ 「朝の読書」などにより読書の体験が深まってきた。

34.1 36.2 15.7 14.0

3.0▼ 3.7△ 3.6▼ 4.2▼ 4.7 - 4.7▼ 4.8△

２０ 学校は悩みを相談する機会を十分作ってくれている。

25.6 43.3 21.2

9.9

2.7▼ 3.3△ 2.6△ 1.2▼ 2.2▼ 2.3△ 1.8▼

２１ 教育相談に関する情報やスクールカウンセラーの利用方法が適切に提供されてい 23.9

45.1 19.5 11.6

2.5▼ 3.2△ 2.7△ 2.3▼ 2.9△ 2.6△ 2.1▼

２２ 人権学習ＨＲや授業などにより他者を思いやり人権意識を高めるための指導や情報34.5

42.7 16.0

6.8

4.1▼ 4.2△ 3.7▼ 3.9▼ 4.7△ 4.1△ 3.7▼

２３ 地域の施設を利用したり校外の講師から学ぶ機会があり学習がより深まっている。 33.2

41.8 17.1

7.9

3.8▼ 4.5△ 3.6▼ 4.1▼ 4.3▼ 5.0△ 4.3△

32.7 49.5 11.0

6.8

4.5△ 4.1△ 3.8▼ 4.0▼ 4.5△ 4.3△ 4.1▼

２４ 学年目標をよく理解しその実現に向けて努力した。

4.3▼ 5.1△ 3.9▼ 4.5▼ 4.8△ 4.6△ 4.4△

△…前年度よりも上がった
▼…前年度よりも下がった

Ｒ2学校アンケート回答（保護者）
得点は １．よくあてはまる…＋１０点
Ｎｏ.

２．ややあてはまる…＋５点

３．あまりあてはまらない…－５点

評 価 内 容

0.4▼ 0.6△ -1.1▼ -0.1△ -1.1▼ -0.7▼

１

回答（％）
２
３

回答数＝ 171

４．まったくあてはまらない…－１０点 と点数化
４

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ｒ2

237
Ｒ１

235

245

232

240

302

H３０ H２９ H２８ H２７ H２６

１

生徒は充実した学校生活を送っている。

39.8 41.5 14.6

4.1

4.9▼ 5.6△ 5.0▼ 5.3△ 5.2▼ 6.1△ 5.4△

２

学校の方針や教育活動についてさまざまな情報提供がなされている。

28.7 56.1 12.3

2.9

4.8△ 4.6△ 4.5△ 4.2△ 3.6▼ 4.2▼ 4.5 -

３

学校は保護者や生徒の思いをくみ取って教育活動を行うよう努めている。

26.3 55.6 14.6

3.5

4.3▼ 4.5△ 4.3△ 4.1△ 3.6▼ 4.0▼ 4.1△

４

学校は不審者情報の提供など生徒の安全対策を十分行っている。

36.8 45.0 15.2

2.9

4.9△ 4.5△ 3.8△ 3.2△ 2.3▼ 2.7▼ 3.1▼

５

学校はいじめの予防と早期発見に努め毅然とした対応で臨んでいる。

19.9 53.2 20.5

6.4

3.0▼ 3.5△ 3.0 - 3.0 - 3.0△ 2.9△ 2.6▼

６

生徒は各自の興味・関心・適性・進路に応じた科目を選択することができ
る。

39.2 47.4

9.9

3.5

5.4▼ 5.7△ 5.5△ 5.2▼ 5.3▼ 5.7△ 5.5△

７

生徒一人ひとりに応じた教科指導が行われている。

24.0 52.6 19.9

3.5

3.7△ 3.5 - 3.5△ 2.8▼ 2.9△ 2.7▼ 3.0△

８

テスト以外にも学習に向けた努力や提出物等により多面的に評価してい
る。

38.0 50.9

8.8

2.3

5.7△ 5.6 - 5.6△ 5.2△ 4.8▼ 5.0▼ 5.3△

９

学校は生徒の基本的な生活習慣の確立に努めている。

27.5 51.5 17.0

4.1

4.1▼ 4.2▼ 4.4△ 4.2△ 4.0▼ 4.6△ 4.0▼

１０ 生徒の規範意識を育てる指導が十分行われている。

25.7 48.5 19.3

6.4

3.4▼ 4.0▼ 4.1△ 3.9△ 3.5▼ 3.6△ 3.4▼

１１ 部活動が活発で充実した高校生活になるように指導している。

24.6 42.1 26.9

6.4

2.6▼ 2.9▼ 3.3△ 2.3▼ 2.6▼ 3.6▼ 3.7▼

１２ 学校行事やボランティア活動など生徒が活躍する場が充実している。

45.6 44.4

8.2

1.8

6.2△ 6.0△ 5.8 - 5.8△ 5.6▼ 6.1 - 6.1△

32.7 53.2

8.8

5.3

5.0△ 4.5▼ 4.6△ 4.0▼ 4.5▼ 4.8△ 4.7▼

１４ 学校は進路決定に向けたきめ細やかな情報提供を行っている。

28.1 50.9 17.0

4.1

4.1△ 3.7△ 3.5△ 3.3△ 3.2▼ 4.1△ 3.9△

１５ 校内の清掃が行き届いており学習環境が整っている。

32.7 46.8 17.0

3.5

4.4△ 4.3▼ 4.5△ 4.1△ 3.7▼ 3.8▼ 4.4▼

１６ 学校は生徒の読書習慣が向上するよう努めている。

15.8 50.3 28.7

5.3

2.1▼ 3.0▼ 3.2△ 3.1△ 2.6▼ 2.8△ 2.7▼

１７ 学校は保護者の話や相談に対応する機会を十分作っている。

１３

学習指導や個人面談・補講や校外模試などは生徒の進路保障につながって
いる。

28.1 51.5 15.8

4.7

4.1△ 3.5△ 2.9△ 2.6 - 2.6▼ 2.9▼ 3.3▼

１８

教育相談に関する情報提供やスクールカウンセラー等の体制が充実してい
る。

18.7 60.8 16.4

4.1

3.7▼ 4.2△ 3.3▼ 3.8△ 3.4▼ 3.5△ 3.3▼

１９

学校は保護者の人権意識啓発のための研修機会や情報の提供を十分に行っ
ている。

18.1 56.7 19.9

5.3

3.1▼ 4.5△ 2.9▼ 3.1▼ 3.5▼ 3.8▼ 4.6 -

59.1 28.1

4.1

6.5▼ 6.8△ 6.7△

２０ 学校は緊急連絡方法として３９メールを十分活用している。

8.8

－76－

△…前年度よりも上がった
▼…前年度よりも下がった

Ｒ２学校アンケート回答（教職員）
１．よくあてはまる…＋１０点
Ｎｏ.

２．ややあてはまる…＋５点

３．あまりあてはまらない…－５点

評 価 内 容

１

回答数＝

４．まったくあてはまらない…－１０点
回答（％）
２
３

４

0%

20%

40%

60%

80%

37

100% Ｒ２

42
R1

39

35

35

42

45

Ｈ３０ Ｈ２９ H２８ H２７ H２６

１

学校のあり方や教育方針について共通理解がある。
（学校経営計画に基づいた教育活動を行っている。）

24.3 64.9

8.1

2.7

5.0▼ 6.9△ 6.0 - 6.0△ 4.9△ 3.9▼ 5.7△

２

学校の特色を明確にし、それを生かし、発展させるように日々の教育活動を行っ
ている。

29.7 59.5 10.8

0.0

5.4▼ 7.6△ 7.2△ 6.6△ 5.0▼ 6.6▼ 7.3△

３

この学校で教育することにより、充実感や満足感を持つことができている。

8.1 59.5 24.3

8.1

1.8▼ 2.1▼ 3.7△ 2.3△ 2.2△ 0.8▼ 2.7△

４

さまざまな機会をとらえて、学校の方針や具体的な活動について情報を提供して
いる。

40.5 48.6 10.8

0.0

5.9▼ 6.4▼ 7.3△ 6.4△ 4.9▼ 5.7▼ 6.4△

５

保護者や生徒の思いをくみ取って、教育活動を行うよう努めている。

35.1 48.6 16.2

0.0

5.1 - 5.1▼ 5.9△ 5.3△ 4.6▼ 5.3▼ 6.8△

６

教育活動が計画的に行われ、成果と課題が次年度に生かされている。

10.8 54.1 29.7

5.4

1.8▼ 2.7▼ 3.2△ 3.1△ 1.9△ 1.8▼ 2.7△

７

各分掌や各学年の間の連携が円滑で、それぞれが有機的に機能している。

24.3 64.9

8.1

2.7

5.0△ 3.5▼ 4.5△ 3.0△ 2.0▼ 2.4▼ 2.5△

８

各分掌や各学年の優れた取り組みを共有し、教師集団としての力量が向上して
いる。

35.1 51.4 10.8

2.7

5.3▼ 6.0▼ 6.3△ 5.3△ 2.4 - 2.4▼ 3.7△

９

不審者対策等に力をいれている。

10.8 64.9 18.9

5.4

2.8▼ 3.2▼ 4.2▼ 4.9△ 4.7△ 0.5▼ 3.0△

１０ セクハラや体罰を防止する体制がある。

45.9 51.4

2.7

0.0

7.0▼ 7.3△ 6.0△ 5.0▼ 5.7△ 3.6▼ 4.9 -

１１ 台風・火災・地震などの災害時の危機管理体制が明確である。

45.9 45.9

8.1

0.0

6.5△ 5.5▼ 5.6△ 4.0▼ 6.4△ 5.0▼ 6.5△

１２ 個人情報の保護に配慮し業務を行っている。

51.4 43.2

5.4

0.0

7.0▼ 7.5△ 7.2△ 7.0△ 6.4△ 5.7▼ 7.0△

１３ いじめの予防と早期発見に努め、毅然とした対応で臨んでいる。

48.6 48.6

2.7

0.0

7.2▼ 7.3△ 6.7▼ 7.0△ 6.4△ 6.2▼ 6.9△

１４ 生徒の興味、関心、適性、進路に応じて履修できる多様な科目を設定している。

43.2 45.9 10.8

0.0

6.1△ 5.5 - 5.5▼ 5.9▼ 6.0△ 5.5▼ 6.0△

１５ 授業内容の充実、改善に努めており、成果が感じられる。

32.4 56.8 10.8

0.0

5.5▼ 6.2△ 5.6△ 5.3▼ 5.7△ 5.1▼ 5.5△

１６ 生徒一人一人の個性に応じたきめ細かな教科指導を心がけている。

32.4 56.8 10.8

0.0

5.5▼ 6.0▼ 6.2△ 5.1▼ 5.6▼ 6.1△ 6.0△

１７ 授業の指導内容や方法について、教員相互の研修を積極的に行っている。

70.3 27.0

2.7

0.0

8.2△ 8.1△ 7.3 - 7.3△ 5.1▼ 5.5▼ 6.5△

0.0

2.7

8.2▼ 8.3△ 8.2▼ 8.6△ 7.9△ 7.5▼ 8.2△

48.6 40.5 10.8

0.0

6.4△ 4.9▼ 6.7 - 6.7△ 5.1▼ 5.8▼ 7.1△

学年集会や全校集会、講演会などを利用し、校則、交通ルール、マナーの重要
２０
性を訴え、生徒の規範意識を育てている。

44.4 47.2

2.8

5.6

6.1△ 5.5▼ 6.7▼ 7.3△ 4.3▼ 6.4▼ 7.0 -

２１ 部活動が活発になるようにさまざまな面で支援している。

20.0 40.0 34.3

5.7

1.7▼ 3.1▼ 3.3▼ 3.4▼ 4.0△ 3.4▼ 3.8△

60.0 34.3

5.7

0.0

7.4△ 6.9△ 6.7▼ 7.6△ 7.0▼ 8.3△ 8.2△

１８

学習の評価では、テストの得点だけでなく、興味、関心、意欲、提出物などにも配
73.0
慮している。

１９

生徒の遅刻、早退、欠席、授業態度やあいさつの習慣づけなど基本的な生活習
慣の確立に努めている。

２２

生徒会活動や学校行事、ボランティア活動を通して、生徒が人間的に成長したり
活躍できる場面を作り出すよう工夫している。

働くことの意義や望ましい生き方について様々な場面で生徒に考えさせる指導を
２３
31.4
行っている。

24.3

57.1

8.6

2.9

5.3△ 4.9▼ 5.8△ 4.7▼ 5.1△ 4.3▼ 6.2△

２４

日々の学習指導や個人面談、補講や校外模試など生徒の進路保障につながる
活動が充実している。

34.3 60.0

5.7

0.0

6.1△ 4.8▼ 5.3▼ 5.7△ 5.1▼ 6.3△ 5.6△

２５

生徒の希望する上級学校や企業について研究し、進路決定に向けての情報の
提供を的確に行っている。

31.4 60.0

8.6

0.0

5.7△ 3.9▼ 5.8△ 4.9▼ 5.6△ 5.3▼ 6.1△

健康に関することについて、調査・検診を行い健康管理ができるよう指導してい
２６
る。

42.9 54.3

2.9

0.0

6.9△ 6.3 - 6.3△ 6.1△ 5.6△ 5.3▼ 6.8△

２７ 施設・設備は定期的に安全点検を行い、破損箇所は適切に整備している。

60.0 34.3

2.9

2.9

7.3△ 7.1△ 6.3▼ 7.1△ 6.1▼ 6.6▼ 7.5△

２８ 各クラスの清掃分担場所は常にきれいにされており、学習環境も整っている。

17.1 42.9 34.3

5.7

1.6△ 0.6▼ 2.2△ 1.7△ 0.7▼ 2.1▼ 3.1▼

２９ 図書館が生徒の読書活動を広げ、読書体験を深める場となっている。

17.1 65.7 17.1

0.0

4.1△ 1.9▼ 2.4△ 1.4 - 1.4△ 0.4▼ 3.9△

３０ 「朝の読書」など読書活動が成果を挙げている。

14.3 54.3 22.9

8.6

2.1△ 1.7▼ 2.4▼ 3.9△ 3.6▼ 3.8▼ 4.5▼

３１ 図書館の設備や蔵書は適当である。

37.1 51.4 11.4

0.0

5.7△ 4.5△ 3.8△ 2.6▼ 3.3▼ 3.8△ 3.6△

３２ 保護者や生徒の相談に応じる際に必要に応じて教員間の連携がとれている。

65.7 31.4

2.9

0.0

8.0 - 8.0△ 6.9△ 6.7△ 4.7▼ 7.1▼ 7.3△

３３ 教育相談に関する情報を保護者、生徒、教員に対して広報している。

48.6 45.7

5.7

0.0

6.9▼ 7.1△ 6.3▼ 6.4△ 4.4▼ 6.7△ 5.5△

３４ 人権意識を高めるための機会や情報の提供が充分に行われている。

40.0 48.6 11.4

0.0

5.9△ 5.2▼ 5.8△ 5.0△ 3.9▼ 6.2△ 5.8△

３５ 教員・生徒・保護者がともに、差別や偏見を許さない態度を身につけている。

40.0 40.0 20.0

0.0

5.0△ 4.8▼ 5.0△ 4.7 - 4.7△ 4.2▼ 6.1△

３６ 地域の施設や人材を活用して、魅力的な教育活動につとめている。

57.1 37.1

5.7

0.0

7.3▼ 7.4△ 6.2▼ 6.4△ 5.4▼ 5.5▼ 7.1△

３７

クラス・学年の実情に応じた適切な集団指導がなされ、学年目標に向かって生徒
が成長した。

26.5 55.9 17.6

0.0

4.6△ 3.8▼ 4.4▼ 4.7△ 2.3▼ 5.4△ 5.1△

３８

普通科進路希望別コース制や資格取得推進など、生徒の進路実現に向けた体
制が効果を上げている。

17.6 44.1 32.4

5.9

1.8▼ 2.9▼ 4.9△ 3.0△ 1.6▼ 3.3▼ 3.5△

3.1

9.1△ 8.1 - 8.1△

３９ ３９メールを活用し、緊急時に保護者に対して迅速に的確な情報を提供している。 90.6

6.3

0.0

調査結果は、概ね、７〜８割⽅、肯定的な意⾒ではあったが、教育活動における⽬標の共有の必要
性等、課題を感じさせるものでもあった。その中で、
「図書館における読書指導」については、肯定
的意見が、教職員の約８割に対し、生徒、保護者については約６割であり、意識の違いが他の項目と
比べ大きいものであった。また、
「部活動の指導」については、肯定的意見が、教職員、生徒、保護
者共に、約６割と、他の項目と比べ低いものであった。
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２

７つのチカラアンケート結果
令 和 ２ 年 度 に お い て も 、昨 年 度 か ら 引 き 続 き 、本 校 で は す べ て の 教 育 活 動 を 通 し 、７

つ の チ カ ラ （「 自 分 を 理 解 す る 力 」「 職 業 と つ な ぐ 力 」「 考 え る 力 」「 行 動 す る 力 」「 コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 」「 チ ー ム ワ ー ク 力 」「 自 立 す る 力 」） の 育 成 を 目 指 し 取 組 ん だ 。 し か
し 、今 年 度 は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 徹 底 の 観 点 か ら 、対 面 的 活 動 の グ ル ー プ ワ
ー ク 等 が 制 限 さ れ 、昨 年 度 の よ う な 探 究 活 動 が 縮 小 を 余 儀 な く さ れ た 。そ の 中 で 本 校 で
は 、生 徒 １ 人 １ 台 の 端 末 を 利 用 し 、ICT を 活 用 し た「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学 び 」の 実
践 に 取 組 み 、昨 年 度 以 上 に 、各 教 科 間 で の 有 機 的 な つ な が り を 意 識 で き る よ う に な っ て
き た と 考 え る 。た だ し 、
「 本 校 に お け る 教 育 活 動 」と「 ７ つ の チ カ ラ 」と の つ な が り が 、
教員、そして、生徒との共有が未だ不十分なところもあり、７つのチカラの育成が、
日々の活動の中で十分に意識化されていない現状がある。

ア

調査とその推移について
７ つ の 資 質・能 力 調 査 は 、１・２ 年 次 は ９ 月 の 中 間 期 と「 探 究 学 習（ 中 間 ）発 表 」
（１

月 下 旬 ）後 に 、３ 年 次 は ９ 月 の 中 間 期 と「 卒 業 探 究 発 表 会 」（ 12／ 18）後 に ア ン ケ ー ト
形 式 で 行 っ た 。今 年 度 、ア ン ケ ー ト 等 の 業 務 に つ い て は 、G Suite for Education の フ ォ
ー ム を 利 用 し た た め 、ア ン ケ ー ト 結 果 の 収 拾 、集 計 等 を 効 率 的 に 行 う こ と が で き た 。ま
た 、調 査 結 果 は 、生 徒 の 主 観 的 意 識 の 反 映 で あ り 、そ う い っ た 意 味 で 、日 々 の 活 動 の 中
で 十 分 に ７ つ の チ カ ラ を 意 識 さ せ ら れ て い な い 現 状 は 、大 き な 課 題 で あ る 。こ の 意 識 の
表 れ が 、１・２ 年 次 の 結 果 で あ る 。⽇ 々 、成 ⻑ を 実 感 で き て い な い こ と で 、⾃ ⼰ 肯 定 感
が 高 ま ら ず 、ア ン ケ ー ト に も そ の 意 識 が 反 映 さ れ て い る 生 徒 が 多 く い た よ う に 考 え る 。
た だ し 、３ 年 次 の「 卒 業 探 究 発 表 会 」に お い て は 、教 員 、生 徒 共 に 、集 大 成 と し て の 取
組となっており、その後の自己肯定感の高まりは、例年、高いものとなっている。

イ

まとめ
３ 年 次 の「 卒 業 探 究 発 表 会 」で の 意 識 の 高 ま り は 例 年 の も の で あ り 、こ の 作 用 を い か

に １・２ 年 次 に お い て 実 現 し て い く こ と が で き る か が 、今 後 の 本 校 に お け る 、大 き な 課
題 で あ る 。 や は り 、「 日 々 の 教 育 活 動 」 と 「 ７ つ の チ カ ラ 」 と の つ な が り を 、 教 員 、 生
徒 共 に 共 有 し 、そ の 育 成 を 十 分 に 意 識 し て い く こ と が 必 要 で あ る の で は な か ろ う か 。こ
の こ と が 徹 底 さ れ る こ と に よ り 、生 徒 個 々 の 自 己 肯 定 感 は 高 ま っ て い く も の と 考 え る 。
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７つのチカラ

アンケート集計（Ｒ２．１２）

４．とてもあてはまる

３．少しあてはまる

２．あまりあてはまらない

１．ほとんどあてはまらない

の平均点
R2.9

１．自分を理解するチカラ

１年

H30.7
1年

R1.7
2年

R2.2
2年

R2.9
３年

R2.12
３年

24.91

3.10
3.35
3.11
3.03
3.16
3.04
3.03
3.08
24.92

3.08
3.33
3.06
2.86
2.92
2.90
3.03
3.03
24.21

3.06
3.23
2.96
2.85
2.97
2.91
3.02
2.99
23.99

2.91
3.36
2.85
2.94
2.93
2.91
2.98
2.91
23.79

2.94
3.14
2.77
2.97
2.86
2.87
3.04
2.90
23.49

3.16
3.38
3.10
3.13
3.18
3.10
3.23
3.22
25.49

15 自分の好きなことは、将来の職業につながっていくと思う

3.03

22 将来の目標がある

2.98

29 自分はどんな仕事に興味があるかわかっている

3.14

36 職業を選ぶとき、重視したいことがわかっている

2.97
3.11
3.24

２．職業とつなぐチカラ

R2.9
２年

3.05
3.36
3.25
3.02
3.15
3.06
3.17
3.14
25.20

3.08
3.35

50 これからの人生を生きていく上で、自分が大切にしたいことがわかっている

R2.2
1年

3.15
3.44
3.24
3.03
3.16
3.12
3.22
3.26
25.61

1 自分の得意なことがわかっている
8 自分の好きなことがわかっている

43 働く上で、何を大切にしなければならないかわかっている

R1.7
1年

１年

1年

1年

２年

1年

2年

2年

３年

３年

2 いろいろな職業について知っている

2.43

9 いろいろな職業について、それぞれどのような進路をとれば、その職業につけるか知っている

2.57

22.94

2.57
2.78
2.81
2.90
3.16
3.18
3.18
3.13
23.71

2.45
2.56
2.71
2.85
3.15
3.03
3.05
3.09
22.89

2.48
2.69
2.73
2.79
3.21
3.20
3.00
2.97
23.07

2.38
2.53
2.63
2.60
3.04
2.91
2.81
2.84
21.74

2.54
2.66
2.66
2.75
2.97
2.98
2.95
3.01
22.52

2.47
2.63
2.62
2.74
3.07
3.07
2.94
2.97
22.51

2.34
2.51
2.56
2.70
3.13
2.98
2.84
2.85
21.91

2.51
2.73
2.77
2.94
3.26
3.26
3.14
3.16
23.77

１年

1年

1年

２年

1年

2年

2年

３年

３年

2.93

23.04

2.98
2.93
3.03
2.98
3.21
2.97
3.26
3.00
24.34

2.86
2.80
2.89
2.84
3.05
2.93
3.21
2.98
23.55

2.94
2.80
2.84
2.88
3.15
2.96
3.20
2.88
23.64

2.80
2.60
2.69
2.58
2.98
2.56
3.17
2.68
22.06

2.86
2.78
2.78
2.68
3.00
2.72
3.02
2.74
22.57

2.82
2.74
2.83
2.71
3.03
2.75
3.07
2.68
22.64

2.73
2.68
2.71
2.70
2.97
2.64
2.94
2.74
22.11

3.02
2.99
2.95
2.88
3.23
2.97
3.15
2.85
24.03

１年

1年

1年

２年

1年

2年

2年

３年

３年

2.92

22.82

2.91
2.84
2.93
2.95
3.17
3.00
3.03
3.07
23.90

2.75
2.78
2.82
2.74
3.05
2.88
2.99
2.96
22.97

2.88
2.69
2.79
2.88
3.13
2.94
3.02
2.91
23.23

2.70
2.49
2.74
2.81
3.05
2.88
3.04
2.91
22.62

2.75
2.81
2.77
2.71
3.00
2.79
2.87
2.91
22.62

2.86
2.62
2.83
2.73
3.02
2.80
2.88
2.90
22.65

2.70
2.60
2.76
2.69
2.97
2.75
2.75
2.78
22.01

3.09
2.88
2.86
2.78
3.31
2.98
3.03
3.07
24.00

１年

1年

1年

２年

1年

2年

2年

３年

３年

2.79

3.01
2.96
3.02
3.29
3.27
3.14
3.29
3.35
25.32

2.80
2.87
2.95
3.15
3.21
3.00
3.29
3.36
24.62

2.66
2.68
2.98
3.28
3.29
2.98
3.26
3.43
24.55

2.69
2.60
2.64
3.14
3.09
3.06
3.17
3.34
23.73

2.69
2.65
2.80
3.06
2.99
2.98
2.97
3.15
23.29

2.59
2.49
2.73
3.11
3.01
2.87
3.11
3.23
23.14

2.40
2.60
2.70
2.99
3.02
2.80
2.97
3.13
22.61

2.74
2.66
2.83
3.19
3.25
3.09
3.28
3.32
24.36

１年

1年

1年

２年

1年

2年

2年

３年

３年

3.29

3.37
2.48
2.90
3.08
3.13
3.07
3.30
3.39
24.70

3.25
2.55
2.80
2.91
3.05
2.93
3.20
3.27
23.95

3.34
2.29
2.62
2.97
3.04
2.94
3.19
3.33
23.71

3.04
2.37
2.59
2.81
2.87
2.94
3.23
3.31
23.16

3.05
2.56
2.79
2.83
2.90
2.94
2.96
3.08
23.11

2.98
2.45
2.59
2.87
2.84
2.77
3.02
3.11
22.63

2.88
2.36
2.50
2.73
2.70
2.66
2.97
3.07
21.86

3.24
2.58
2.56
3.02
3.07
2.94
3.22
3.24
23.86

１年

1年

1年

２年

1年

2年

2年

３年

３年

2.91

3.27
3.29
3.09
3.13
2.85
3.16
3.29

3.08
3.27
2.95
2.96
2.76
3.17
3.27

2.95
3.15
2.89
3.21
2.80
3.11
3.35

2.94
3.17
2.78
2.98
2.72
3.14
3.29

3.05
2.94
2.86
2.94
2.80
3.00
3.02

2.93
3.07
2.89
3.02
2.66
3.01
3.16

2.74
2.84
2.89
2.85
2.76
2.99
2.97

3.09
3.17
2.97
3.22
2.88
3.20
3.22

16 いろいろな職業について、それぞれにどのような能力や知識が必要か知っている

2.84

23 いろいろな職業が、それぞれ社会でどのように役立っているか知っている

2.92

30 インターンシップなどの職業体験は、自分の職業を選ぶ上でためになると思う

3.23

37 職業についている人の話を聞いたことで、仕事の大変さがわかってきたと思う

3.05

44 人の話や経験を通して、仕事のやりがいや楽しさについて、わかってきたと思う

2.98

51 自分が目標とする職業につくために、今どのような勉強や準備をしなければならないかがわかっている

2.92

３．考えるチカラ
3 困ったときには、どこに問題があるか見つけようとする
10 やるべきことや問題があるとき、今の自分の状況を分析する

2.80

17 課題を解決するための方法を、あれこれと考える

2.82

24 何かを選択するときには、その結果がどうなるかを推測する

2.78

31 何かをするときには、優先順位をつけてとりかかる

3.05

38 実行した後は、それが確実にできたかを見直し、改善する

2.65

45 自分が選択したことに責任を持つ

3.25

52 新しいアイディアをいろいろ考える

2.76

４．行動するチカラ
4 より良い解決策を見つけるために、できるだけ多くの情報を集める
11 何かを始める前には、必ず計画を立てる

2.63

18 自分が立てた計画を実行する

2.65

25 何かをしようと思ったら、すぐにとりかかる

2.77

32 問題を解決するために、できることから片付けていく

3.17

39 さまざまなことに、自分から進んで取り組む

2.80

46 新しいことに、積極的に挑戦する

2.95

53 失敗や困難に直面しても、最後まであきらめず、ねばり強く努力する

2.95

５．コミュニケーション力
5 自分の考えや気持ちをうまく表現できる
12 自分から積極的に話しかける

2.62

19 相手の伝えたいことを理解するために、いろいろな質問をする

2.80

26 話を聴くときは、その人の気持ちをわかろうとする

3.27

33 相手の立場になって考えることができる

3.30

40 人のためになることを進んで行う

3.09

47 周囲の状況を見て、ふさわしい言葉づかいや態度・行動をとる

3.17

54 人に出会ったときは、きちんと挨拶する

3.34

24.39
６．チームワーク力
6 人の意見を聴いて、それを尊重する
13 グループ活動のときに、進んでリーダーシップをとることができる

2.39

20 グループ活動のときに、自分から発言したり、意見を述べる

2.66

27 グループ活動のときに、どんな役割が必要かを考えて、自分の役割を選ぶ

2.94

34 自分の伝えたいことを、相手がわかるように伝える

3.01

41 人に対して、自分から働きかけて、理解や協力を得る

2.90

48 自分の果たすべき役割に、責任を持つ

3.24

55 人と協力して行動する

3.29

23.71
７．自立するチカラ
7 うまく気分転換して、気持ちを切り替える
14 困ったことがあるとき、信頼できる人に相談する

3.39

21 自分がどんな人生を送りたいのか、真剣に考えたことがある

2.97

28 将来どんなことにお金が必要になるか、考えたことがある

3.07

35 将来、自分の役に立つ資格について知っている

2.79

42 社会人としてのマナーを知っている

3.23

49 約束やルールをしっかり守る

3.36

56 将来のことを考えて準備する

８．本校独自

2.92

3.16

2.99

3.08

2.93

2.94

2.88

2.82

3.10

24.64

25.25

24.46

24.55

23.95

23.56

23.62

22.86

24.84

１年

1年

1年

２年

1年

2年

2年

３年

３年

57 学校生活に満足している

2.89

3.20

2.95

2.82

2.87

2.83

2.80

2.80

2.99

58 総合的な学習の時間（閑谷學）では、将来社会に出て行く上で必要な力が身についている

2.96

3.05

2.89

2.74

2.82

2.80

2.92

2.78

3.03

59 自分の地元を誇りに思い、文化・伝統を大切にしている

2.92

3.11

2.90

2.82

2.97

2.90

2.81

2.79

3.02

60 自分の考えと異なる意見も尊重し、公平な立場で聴いている

3.19

3.28

3.20

3.23

3.07

3.00

2.97

2.97

3.20

３年

２年

１年
26.00

25.5

25.50
25
25.00
24.5
24.50

R1.7 1年

24.00

R2.2 １年

23.50

R2.9 ２年

24
23.5
23

23.00

22.5

22.50
0

2

4

6

8

0

2

4

6
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結果の読み取り方

このポートフォリオでは、以下の５側面、４領域、３軸により、高校と地域の学びの「いま」と「変化」を読み取ることができます。
５つの側面を
４つの領域から
３つの軸で

高校名 岡山県立和気閑谷高等学校
年度 2020年度

➡ 各校・地域の状態を、「①学習活動」「②学習環境」「③生徒の自己能力認識」「④生徒の行動実績」「⑤満足度」の５つから把握しています。
➡ 各設問を「主体性」「協働性」「探究性」「社会性」の４つの資質・能力に関する領域に分類しています。
➡ 上記のデータを「時間軸（前年度からの伸び）」「学年軸（学年による違い）」「地域軸（他地域との比較）」の３つの軸で整理しています。

回答者数 生徒・学生

313（内訳） 1年生

98

2年生

113

3年生

102 4年生

0

5年生

0

結果に出てくる数字や言葉は次の意味を表しています。

（昨年度）

326（内訳） 1年生

116

2年生

98

3年生

112 4年生

0

5年生

0

【割合（％）】

➡ 各項目で「４．あてはまる」「３．どちらかといえばあてはまる」という肯定的回答をした割合

32（内訳） 教職員

7

大人

（昨年度）

大人

（内訳） 教職員

【平均】

➡ 「あてはまらない＝１」〜「あてはまる＝４」の回答の平均値

【MEMO】

【他地域】

➡ 同じ機会に調査を実施した他校の回答の平均値

教育目標、育てたい生徒像など

【回答上昇者の割合】

➡ （個人IDで紐づけを行い、複数回調査を実施した場合に表示）前年と比べて、各領域の回答平均値が上がった回答者の、全回答者に占める割合

Summary

29

2

総括表

■今回の結果（まとめ）

6

地域の学習環境

■前回、前々回からの肯定的回答割合の推移（まとめ）
主体性

協働性

探究性

社会性

主体性

協働性

探究性

4

⽣徒の⾏動実績

■他地域と比べた強み・伸びしろ
社会性

■総合的な生徒の満足度（⑤）

強み；他地域との差が最も（プラスに）大きい項目とその差

満足度

伸びしろ：他地域との差が最も（マイナスに）大きい項目とその差

①

学習活動

2

3

3

1

①

学習活動

①

学習活動

82.1% グループで協力しながら学習や調べものを行う

41.2% 日本や世界の課題の解決方法について考える

②

学習環境

3

3

3

3

②

学習環境

②

学習環境

86.6% 挑戦する人に対して、応援する雰囲気がある

50.5% 地域に、尊敬している・憧れている大人がいる

③

生徒の自己認識

3

3

2

2

③

自己認識

③

生徒の自己認識

88.8% 自分とは異なる意見や価値を尊重することができる

41.5% 私が関わることで、社会状況が変えられるかもしれない

④

生徒の行動実績

2

3

2

2

④

行動実績

④

生徒の行動実績

73.8%

43.1% いま住んでいる地域の行事に参加した

※肯定的回答割合が50%未満=1,50~65%=2,65%~80%=3,80%以上=4

■前回調査時からの変化（回答上昇者の割合）
72.7%
2.99

51.8%
2.54

主体性

48.2%
2.49

31.5%

協働性

23.3%

探究性

主体性

協働性
他地域

探究性

社会性

27.0%

社会性

28.7%

70.9%

高校に対する満足度
前回、前々回からの推移

※非受検回もグラフに表示されるため読み取り注意。

④生徒の行動実績（資質・能力の発揮）

■今回の結果

生徒のID紐づけ時のみ表示
74.1%
3.00

前回、前々回からの推移

③生徒の自己認識（資質・能力の主観的認識）

■今回の結果
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

授業で分からないことを、自分から質問したり、分かる人に聞いた

55.9%

⽣活全般の満⾜度（0~10で6以上）

※左から前々回、前回、今回。非受検回もグラフに表示されるため読み取り注意。

①学習活動（明示的なカリキュラム）

満⾜度

5

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

■前回調査時からの変化（回答上昇者の割合）

生徒のID紐づけ時のみ表示

100%
90%

66.9%
2.83

主体性

78.1%
3.07

26.6%

80%
70%

60.7%
2.70

56.5%
2.62

60%
協働性

26.7%

69.2%
2.84

62.9%
2.77

53.4%
2.58

50%

52.7%
2.52

40%
30%
探究性

27.0%

20%
10%
0%

社会性

主体性

自校

■今回の結果

協働性

探究性

他地域

25.0%
主体性

社会性

自校

協働性
他地域

探究性

社会性

自校

※上段の数値（％：縦軸）が肯定的回答割合、下段の数値が平均値

■今回の結果（詳細）

②学習環境（学びの土壌：非明示的なカリキュラム）
■今回の結果

生徒のID紐づけ時のみ表示
73.6%
3.00

76.0%
3.05

78.5%
3.12

71.2%
2.92

主体性

探究性

22.2%

■前回調査時からの変化（回答上昇者の割合）

65.5%

情報活用能力

行動力

65.3%

批判的思考力

0.0%

74.9%
20.0%

40.0%

60.0%

60.2%

学びの意欲

課題設定力

粘り強さ

60%
協働性

61.7%

自己肯定感・自己有用感

■前回調査時からの変化（回答上昇者の割合）

100%
80%

主体性

80.0%

65.0%
主体性
生徒のID紐づけ時のみ表示

46.0%
71.6%

省察力

100.0%

23.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

協働性

21.7%

21.6%

40%

協働性
20%

探究性

24.8%

0%

主体性

協働性
他地域

探究性

社会性

社会性

自校

25.5%

探究性

社会性
受容力

88.8%

地域貢献意識

対話力

88.2%

社会参画意識

64.2%

表現力

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

52.5%

0.0%

21.0%

57.4%
59.9%

持続可能意識

100.0%

社会性

56.0%

グローカル意識

71.2%

共創力

22.2%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

※点線は他地域における肯定的回答割合

【学習活動】【学習環境】読み取り・検討の視点

【生徒の自己認識】読み取り・検討の視点

・ 自校の強みや課題、それを増進／克服するための、協働のあり方は？

・ 普段から意識している、育てたい生徒像や、身につけさせたい力に関する指標の結果は？

・ 普段から意識して取り組んでいる活動の機会や環境づくりは？その成果は出ていそうか？

・ 前回からの変化は？その要因として、何が考えられそうか？（学習活動、学習環境と関連付けて）

・ 協働を支えるコーディネート機能として、どのような役割が必要か？

・ 今後、意識して伸ばしていきたいと考える力は？そのために必要な「次の一手」は？

【生徒の行動実績】読み取り・検討の視点
・ 生徒に期待する具体的な行動は？

生徒の自己認識との関連は？
・ 具体的な行動を促すような、学習活動や

学習環境づくりはできているか？

－81〜82－

令和２年度実施「高校魅力化評価システム」結果分析
「高校魅力化評価システム」は、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて「学校の教育活動を生徒の視点から見える化」する組織診断ツールで、その結果を用いて、高校が一丸となった授業・活動等の「次の一手」の手掛かりや地域との協働の
あり方の検討の手掛かりを得るために活用されるものである。これからの社会で求められる４つの資質・能力（主体性、協働性、探究性、社会性）をベースに質問を行い、以下の①〜⑤の側面から生徒の実態を把握する。

主体性

協働性
51.8

○３年次生は「自主的に調べものや取材を行う」の

探究性
74.1

○おおむね高い。

社会性
72.7

●自分の考えをまとめることが弱い。

48.2
●地域や社会について考える学習があまりできてい

項目の伸びが大きい。個人探究をしていることが要

ない。

因であると考える。

●特に１年次生は１学期に休校となったため、調べ

○２年次生は「地域の魅力や資源について考える」

学習にとどまり課題解決学習ができていないため、

①学習活動（明示的なカ

「地域の課題の解決方法について考える」の項目の

肯定的意見の割合が低い。

リキュラム）

伸びが大きい。閑谷學で地域に関連したグループ探

●３年次生も個人探究を社会とつなげて考える視点

究を実施できたためと考える。

が弱いため、肯定的意見の割合が低いのではないか

●３年次生は「地域の魅力や資源について考える」

と考える。

の項目が減少している。個人探究では進路にかかわ
る探究活動をするため、地域性が薄れていることが
要因ではないか。
○学習環境の数値は高い。

73.6

②学習環境（学びの土

●全てにおいて３年生の数値が低いのは、 ●挑戦する環境がありながら生かしきれていない。

壌：非明示的なカリキュ

個人探究のため地域との関わりが減るから

ラム）

ではないか。

○３年次生は肯定的割合の数値はそれほど

76
●多様な人との関わりが持てていない。

66.9

78.5

71.2

○大人よりも生徒は肯定的意見が多い（対話の機会

●地域に関心を持つ機会はあるが十分に生かしきれ

がある）。

ていない。

78.1

60.7

56.5

高くないが、４つの資質・能力いずれも個 ○３年次生は「課題決定力」、「粘り強さ」が特に

○３年次生は「受容力」、「対話力」、「表現力」

○３年次生は「情報活用能力」、「省察力」が特に

●全学年とも肯定的意見の割合が低い。地域や社会

人の回答の上昇傾向が見られ、昨年度と比 向上している。

が特に向上している。

向上している。

とのつながりを意識させ、地域社会に貢献すること

較して資質・能力を主観的に認識できる人

●３年次生は「批判的思考力」は肯定的意見が40％

で地域協働の視点から自己肯定感を高めさせたい。

が増えた。

台である。１年次生も「批判的思考力」の数値が

○３年次生は身近な選挙権のことや進路意識の高ま

35.7％と低いため、今後、地域でのグループ探究活

りによって時事問題に関心を示していることから

動をする中で、数値が上昇することを期待する。

「社会参画意識」が特に向上している。

③生徒の自己認識（資
質・能力の主観的認識）

●３年次生は、「自分の今住んでいる地域で働きた
いと思う」「私が関わることで、社会状況が変えら
れるかもしれない」「将来の国や地域の担い手とし
て、積極的に政策決定に関わりたい」の項目は肯定
意見が40％台である。

●２年次生は４つの資質・能力いずれも他
地域と比べて数値が低い。
④生徒の行動実績（資
質・能力の発揮：客観的
評価）

62.9
●「自主的に調べものを行った」という項目の１・

○３年次生は主体性、協働性、探究性にお ２年次生の数値が下がっている。

69.2

53.4

52.7

○他者にアドバイスを求めることはおおむねできて

●１年次生の数値が低い。まだ深く考えたり調べた

○全体で見ると、他地域よりも高い。他校と比較し

いる。

りすることができていないからだろう。

て1年次生が地域での活動ができたと推測する。

いて個人の回答の上昇傾向が見られ、行動

●１年次生の数値が低い。地域の行事や社会貢献活

実績が実感できていると考える。

動への参加ができていないからだろう。
●２・3年次生も他地域と比較すると低い。コロナ禍
で地域に出て活動することができなかったことが要
因であると考える。
○協働性の数値は全般的に高い。

生活全般の満足度

55.9
●非常に低い。

⑤生徒の満足度

高校に対する満足度

70.9
●低い。昨年度よりも上昇したが、他地域と比べる
と低い。

－83〜84－

Ⅳ
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関係資料
新聞記事

2020年12月７日

－85－

読売新聞

2020年10月17日

山陽新聞

2021年１月20日

山陽新聞

－86－

山陽新聞

ちまた欄

－87－
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３年２組 安本 香厘

探し、それを鵜呑みにする人も増えた。相談できない

た、自分が欲しい答えではないが似た答えをネットで

くても情報が手に入り、解決したつもりの人も多い。ま

普及し、誰かに聞く行動をしない人が増えた。聞かな

杉本様と澁谷様の回答は、昔よりインターネットが

か質問した。

まず、育児に関することを相談できない人は多いの

インタビューのまとめ

３．探究結果

策をまとめた。

助産師が産後産前に出来る子供や親に対する支援

をもらった。インタビュー内容や、パンフレットを元に

かがった。２つの助産院を訪問した際にパンフレット

に助産師として働いている恒次かおり様にもお話をう

様にもインタビューを行った。県内の総合病院で実際

いただいた。津山のカタツムリ助産院の澁谷奈津美

本洋子様にインタビューをし活動のレポートを見せて

地元和気で助産師として育児支援をされている杉

２．探究手法

でこの探究をした。

前に助産師が力になるという事を知って欲しかったの

ちゃんと共倒れになるようでは本末転倒だ。そうなる

切だ。でもそれがお母さんの限界を超えてしまい、赤

めに全力で努力する！"もちろんそういう心構えは大

る。"母たるもの、自分の全てを犠牲にして子供のた

れば1人で悩み精神的にも肉体的にも追い込まれ

不安を抱く人が多い。身近に相談できる人がいなけ

マとしての人生のスタートだ。特に初産だと子育てに

知りたい。出産とはゴールでなく、これから長く続くマ

や育児指導などもする。私は、特に産後ケアの事を

を取り上げること以外に、妊婦さんの産前産後のケア

私は将来助産師になりたい。助産師は、赤ちゃん

１．探究動機

育児ストレスに対するケア

ルスの関係でお話を伺えなかったので、助産所に届
いた相談内容を見させてもらった。育児にイライラす
る。母としての自信喪失。消えてなくなりたい。復職へ
の不安。友達がシングルマザーをしてて、コミュニ

悩むが相談できずにストレスにつながる。また楽に子
育てをしたいが、楽をすることは気が引けるという人も
多いという回答だった。

力を入れているが支援を使うまでの段取りがあり、支

がった。

て患者さんと直接関わることで、それぞれに合ったケ
アの仕方を学びたい。私の願いは、母子ともに健康
で健やかに育ち、育てて行ける環境を作り、子供に関
する悲しいニュースが減っていくことだ。そのために
私は夢を叶え、誰もが育児しやすい環境を作り、育児
支援に貢献していきたい。

違っていることがあっても本人は気づかない時もある
から間違っていることは正せるように支えることが大
切。ダメなところもいいところも受け入れるようにする。
ダメなことばかりを気にせず良いところもきちんと気に
する。1番良いのは良いパパやママに無理やりなろう
としないことが大切という回答だった。良い親になろう

・岡山県助産師会のホームページ https://www.oka
yama-josanshi.com/
・泣きべそママのホームページ
https://smile-mama.net/josanlist/

育児ノイローゼなど体、心にストレスを抱えることにな
る。全て真似るのではなく、自分流の子育てを心が
け、周りにどう見られるかではなく気楽に子育てをす
ることが大切だ。このインタビューを通して子育てをす

か、岡山助産師会が実施している助産師コールやそ
れぞれの自治体の助産所をぜひ活用してほしい。

子育て支援を受けられる仕組みだ。離乳食講座や、
産後のお母さんの体のメンテナンス、パパママクラス
など沢山のイベントを用意している。しかし、そのよう

澁谷奈津美様
・岡山県内の病院に勤務されている恒次かおり様

杉本 洋子様
・カタツムリ助産院
また、お母さんたちがどんな悩みを抱えているの

申し込みが必要で、申し込んで利用カードをもらうと

特定非営利活動法人ママほっとサロン

・助産所 母乳と子育て支援のまみ・みーるーむ

初瀬保育園跡地の一画で、すまいるひろばと名付け
子育て支援の場を設けている。和気町では、役場で

協力者

な取り組みをしているのかうかがった。和気町では、

るお母さんたちに必要な支援は何か、地域でどのよう

参考文献

バーになる。そうなると虐待に繋がったり、育児放棄、

りにあふれる情報だけで育てようとすると、キャパオー

として、ママ友や祖父、祖母の意見を全て取り入れ周

今よりも知識を増やしたい。実際に、実習などを通し

ら私はこの育て方でいいと思えることも必要だが、間

※図２ 岡山県助産師会の助産師コールのチラシ

張っていることがわかった。和気町は子育て支援に

ちが出来ることや、してあげられることはないのかうか

援を使うのも大変なのだと感じた。看護学校に進み、

の一部だがみんな様々な悩みを抱えながら育児を頑

の時に育児で悩んだり困っている人や友達に自分た

杉本様と澁谷様の回答は、子育てに正解はないか

ケーションがチグハグで心配。ここに書いたのはほん

最後の質問で、今後自分たちも育児をするが、そ

※図１ 「泣きべそママのホームページ」より

た。実際に小さい子供を育てている人にはコロナウイ

ず思い通りに行かなかったり、この育て方でいいのか

にできる事は何かを学ぶことができた。そして、自分

っている。

回らず上手く関われない。悩みを相談できず精神的

の地域で今、どのような支援がされているのかを知れ

私たちが子育てをしていく時に悩んでいる人や友達

が多い。家に来てくれるから安心できるサービスにな

しゃった。育児に追われ、近所付き合いにまで手が

に繋がる。そして、自分が育てられた育て方しか知ら

になるのか、育児の相談がしにくいのはなぜか、今後

は、おっぱいや赤ちゃんの母乳育児に関しての悩み

杉本様と澁谷様の回答は1番の理由は孤立だとおっ

に追い込まれるなどが重なると孤立してしまいストレス

私は将来、母子のケアに力を入れた助産師になり
たい。この探究を通して、育児をする上で何がストレス

そのため、家庭訪問なども行っている。家庭訪問で

次に、育児ストレスになる原因について聞いた。

４．結論

スされていて気持ちの整理がついていない人もいる。

を取れるか、ママ友ができるかなど育児の悩みにプラ

いという回答だった。

な場に行きにくいと感じる人もいる。コミュニケーション
人もいるが、今の時代はインターネットに頼る人が多

－95－

が多く身につけられたことが成果である。また、視力
回復法を実施していくためには、眼の知識だけでは
なく相手に治療者の意図が正確に伝えられるコミュニ
ケーション力と治療者のモチベーションが維持できる

器の設置、テレビの設置高さを調整(低く)する、テレビ
の色温度を調整、ブルーライトカットアイテム、スプー
ンマッサージ、ピントストレッチ、ガボールパッチが予
防または視力回復法であるそうだ。

これからも続けて行こうと決意した。

〜2018年までの小学生、中学生そして高校生別の視

能訓練士を目指していく上で訓練を行うための事前
の準備や指導が重要なことが、今回実施して実感で
きた。

していた。１人は両目が0.3であったが、スプーンの回
復法で0.5まで回復していた。２人目は左目が0.5だっ
たが、0.6にまで回復していた。

「何が原因で視力が低下するのか」を目の雑誌とイン
ターネットで調べた。少子化対策委員会が出している
資料によると、「視力は、病気(白内障、網膜剥離な

そこで、学生の令和元年度のスマートフォンの保有率
を調べた。小学生が49%、中学生が75%、高校生が97%
だった。

いのか」「視力回復法」について調べる。また、自分の

探究内容を専門家からの視点で意見がいただけるよ

うに、川崎医療福祉大学の視能療法学科の教員の

20％

度、すなわち 3 秒から 5 秒に 1 回必要、スマホなど

で目の周りをなぞっていくマッサージ。

で回数減、ドライアイの原因や弱視となることがあるの
で、30 cm以上離して使用すること」といった影響もあ
る。

卓球部は、3つのグループに分かれてもらい1週間

回復法を行なっていく。グループに分けて行うことで

回復法の効果の差が分かる。

変化なし

と、「普段、まばたきは 1 分間に 10 回から 20 回程

繰り返す「目」のスクワット。3つ目は、温めたスプーン

20％
0.1回復

視能療法学科 副学科長 准教授 山下 力 様

川崎医療福祉大学 リハビリテーション学部

卓球部 バトミントン部

岡山県立和気閑谷高等学校

協力者

とだ。また少子化対策委員会が出している資料による

は、顔の前で指を立て近くの指を見る、遠くを見るを

0.3回復

を学んで快適にプレイしよう！」

実施してもらう回復法は全部で3つ。1つ目は、同じ
目に負担がかかってしまうなどの影響がある」と言うこ

は技術向上のためにも重要だからだ。
時計が狂う、とても強い光なので、長時間見ることで

https://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/eyestrain/
Banfutteの「疲れ目ゲーマー必見！原因と対策方法

その影響と特徴について徹底解説」によると、「体内

力回復法を実施してもらう。球技において動体視力

形を見つけ脳から眼を治すガボールパッチ。2つ目

https://www.g-square.biz/2816/

のかを調べた。G-SQUAREの「ブルーライトは危険？

der.pdf

http://www.iwate.med.or.jp/pdf/smartphone-eyedisor
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和気閑谷高校の運動部(卓球・バトミントン部)に視

60％

変化なし

100％

取り組んでもらえれば幸いである。

に対する危機感を持ち、少しでも視力回復の訓練に

知り、ディスプレイの見過ぎでどのような悪影響がある

やはり、高校生のスマホ保有率は高いと言うことを

は、ディスプレイの見過ぎではないかと私は思った。

力向上に関する情報に触れること。そして、視力低下

見過ぎなどにより低下する」と言うことだ。

低下するのか」「どのくらいの割合の学生が視力が悪

つでも私や今回協力してくださった方々がまずは視

ど)、メガネやコンタクトレンズのピント、ディスプレイの

視力低下の学生が年々増加傾向である中、少しず

説明することができていなかったことがあげられる。視

行したそうだ。卓球部では、６人中２人の視力が回復

視力低下をしている学生が増加していることを知り

ら40%近くにまで増加している。

学生の中で一番視力低下の原因となっているの

方にお願いをする。

ミントン部では、５人中５人が1.0以下だった。

低いとどのように将来困るかということをわかりやすく

果を知ることができなかった。失敗の理由に、視力が

部は、両目合わせて1.0以下が６人中５人もいた。バト
1週間後、視力を測った。バトミントン部は、５人中５

視力回復法を依頼したが、被験者に実施してもらえ
なかった日が数日あり、結果として3つの回復法の効

回復法を実施していただく前の視力を測った。卓球

人が視力の回復が見られなかった。１週間で４回実

た。また、高校生は視力が0.３以下の割合も約20%か

35%から56%へ、高校生は53%から67%へと変化してい

小学生は視力1.0以下が16%から34%へ、中学生は

まずインターネットやテレビ、雑誌で「視力がなぜ

２．探究手法

能訓練士という職業理解に繋げていきたい。

この探究活動を私が将来就きたいと考えている視

らうことではないかと思った。

に実施していただき、少しでも多くの方に回復しても

につけて、視力回復法を視力低下で困っている学生

そこで、今私にできることは眼についての知識を身

た。

の方が視力1.0以下で年々増加傾向にあることを知っ

いることに目が留まった。高校生で7割、中学生で5割

力1.0以下の学生の割合が分かった。

たどりつけないと感じた。そこで、今回のような探究を

に実践のお願いをした。

行なっている「学校保健統計調査」を見ると、1979年

いて興味がでた。

眼について調べた中で、学生の視力低下が進んで

だけでは相手の訓練に対する意欲を伸ばすことまで

て、和気閑谷高校の運動部（卓球部、バトミントン部）

視力が悪いのか」と言うことを調べた。文部科学省が

にも多くの方が眼で困っていると知り、視力低下につ

技術が必要であることを痛感した。訓練を1回行った

が低い学生に実践していただきたいと思った。そし

っているのかが気になり、「どのくらいの割合の学生が

子供から大人までの多くの通院者をみた。自分以外

さまざまな視力回復法を知り、この回復法を今視力

いると言うことを良く聞くが、実際どのように変化してい

なり困ったことがあった。その時、通院していた眼科で

３．探究結果
テレビや新聞で視力が低下している学生が増えて

３年３組 𠮷𠮷本 開

今回この探究活動を行なって、私はもちろん探究活
動に協力してくださった方々も眼に対する興味と知識

策方法を学んで快適にプレイしよう！」によると、加湿

いただく。

私は中学生の時、視力の低下で周りがよく見えなく

１．探究動機

視力回復法について

４．結論

ならば、どういった予防が効果的なのかを調べること
にした。Banfutteの「疲れ目ゲーマー必見！原因と対

バトミントン部は、グループには分けず自分でやり
たい回復法を毎日変えながらこちらも1週間実施して

－96－

３年３組 佐藤 亜友菜

ている。

ておく」などといった目的で作成される点では共通し

アの判断・選択ができなくなったときに備えて作成し

よって文書形式に違いはあるが、「自分自身で医療ケ

ためのものだ。事前指示書を作成する施設や個人に

事前指示書は今後の治療方針を意思表示しておく

（1）インターネットで調査

３．探究結果

ついて問題点を調べていきたい。

聞く。そして、事前指示書が普及されていない現状に

か」など事前指示書を普及させるために必要なことを

うのか」、「患者さん本人の意見を聞く機会があるの

を知っているか」から始め、「事前指示書が欲しいと思

に、病院訪問をしてインタビューをする。「事前指示書

看護師さんの声が聞きたいと思っている。そのため

母からの話しか聞いていないのでもっとたくさんの

２．探究手法

できるのではないかと思った。

ることで、患者さんと医療者が同じ目標を持てることが

役看護師さんの声を聞いて、事前指示書を取り入れ

本人が望む最期の時間と医療を提供したいという現

にどの治療を行うかの判断を家族がすることが多い。

患者さんが最後をどうありたいか。死を目前とした時

書だ。

行為に対する意向を前もって意思表示するための文

来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療

いてだ。事前指示書とはある患者や健常な人が、将

から出た言葉にひらめた。それが「事前指示書」につ

前に看護師である母に話を聞き、聞いているうちに母

活動では医療に繋げたいと考えた。テーマ設定する

私は将来看護師になりたいと思っている。この探究

１．探究動機

事前指示書の普及

も同居をしていなければ理解があまりなく、本人の意

（2)現役看護師さんへインタビュー

想像に難くない。そうした事から、作成時に想定して

指示書を作成するといったことは不可能であることは

段階）では、今後起こり得る、様々な状況を想定して

事前指示書を作成する段階（正常な判断ができる

だ。

履行する時点との間に、時間的隔たりがあるということ

致しない場合がある、指示書を作成した時点と指示

手段の一つであって指示書に指示していたことが一

分に施される医療について意思表示するのに有効な

事前指示書の問題点として挙げられているのは自

続いては事前指示書の導入状況だ。

はないかと思う。

に対する国民の関心が少しずつ高まりつつあるので

に作成している人は8.1％となっている。終末期医療

している。また「賛成である」と回答した人のうち、実際

賛否を尋ねたところ、66％の人が「賛成である」と回答

たくないかなどを記載した「事前指示書」を作ることの

終末期にどのような医療・療養を受けたいか、受け

して、看護師さんの話を聞いて、事前指示書があって

にどう対応すれば良いのかという問題が生じる。

インタビューの最後には私たちが看護師になるに

とが問題となっている。指示通りに行かないことで、家

方針が変わったりすることで指示書通りにいかないこ

家族の方の意見や本人の病状が変わった時に治療

ととは別のことが起こり得る。指示書に記したことが、

事前指示書の問題点として指示書に書いていたこ

院もあれば使われていない病院もあった。

がかかると考えた。事前指示書を使用されている病

この探究を通して、事前指示書の普及には時間

・平病院 看護師長 鳥越 かつ枝 様

協力者

・医師専用コミュニティサイト「MedPeer」
４．結論

・ 厚生労働省
吸の) 家族の方に説明する。
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のか」、 絵を使いながら(挿管、人工呼

回答：「こうなったらこうなりますよ、それでもいい

問い5: 「説明するときに気をつけること」

けない。

でも、それを医療従事者にも伝えないとい

回答：事前指示書があったほうが治療しやすい。

強くなった。

方を支えられる看護師になりたいと思う気持ちが更に

問い4: 「事前指示書があった方がいいのか」

えていきたい。この探究を通して、患者さんや家族の

体制ができている。

ぶことだけではなく、今回の事前指示書にもついて考

れから専門学校で三年間、看護の知識や技術を学

れからも関心を深め、考えることが大切だと考えた。こ

更に、人を思いやるのには、事前指示書についてこ

支えてあげることができる。もらったアドバイスのように

ることできるし、何かが起こっても現状を知っていれば

していかないといけない。退院後のことも一緒に考え

していくのかをケアマネージャーさんと一緒に計画を

ちが大切だと教えていただいた。退院後にはどう生活

だし、家族の方に対しても優しく、人を思いやる気持

あたってのアドバイスを頂いた。患者さんに対しても

いった状況かを知っているから受け入れ

回答：同居している場合なら、看護を見てきてどう

るか」

問い3: 「本人の意思があればどんないいことがあ

いてから)入院をしている。

どうするかを聞いてから(事前指示書を書

回答：療養病棟を持っているから入る前には最期

ような物を使ったことがあるか」

問い2: 「事前指示書のように本人の意思が聞ける

ることが多い。

回答：本人は話せなくなっているから家族が決め

ことが多いのか」

いくべきなのかを考えていかなければならない。

る今、問題点となっているこれらのことをどう改善して

様にインタビューに行き、以下の質問をした。
問い1: 「患者さんの最期の治療方法は誰が決める

た。事前指示書の作成に賛成している人が増えてい

病院の現状を尋ねるため、近隣の病院の看護師長

思に対して気に入らないことがあるのが問題だと考え

示した意味がなくなってくる。実際にインタビューを通

指示内容が明らかに不適切であると考えられる場合

のようになっている。

インターネットで現在の状況を把握した上で地域の

族の方や患者さんの意思に添えず、事前指示書を提

いなかった事態が履行の際に生じた場合、あるいは

・事前指示書を作成することに対しての賛否は下図
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３年３組 大森 麻矢

１．探究動機
私がこの探究をした理由は、テレビのドキュメンタ
リー番組で日本の医療現場についての特集を見たと
き、言葉の壁を知ったからだ。その番組では、外国人
観光客の方が搬送されていたが、その人は日本語が
わからなかった。医療従事者の方々は患者に病状と
治療法を伝えられずに困っていたが、病院内を探す
と英語を話す事ができる医師を見つけた。その外国
人観光客の方に英語で説明やケアを始めるとその患
者さんは安心し、笑顔になった。英語と看護師を結び
つけるため、私は日本国内で、日本語を話す事がで
きない患者様を助ける看護師になりたい。そこで、日
本語が話せない外国籍の患者に適切な医療サポー
トを行う為には何が必要なのかについて探究していき
たい。
２．探究手法
川崎医科大学附属病院、岡山済生会外来セン
ター病院、川崎医科大学総合医療センターの看護師
の方へアンケート調査の実施。英語が話せる看護師
の有無や、業務内容、外国人に対しての対応方法を
教えていただく。
国際交流会館、ALTへアンケート調査を実施し、
実際に日本で言語の違いで困ったことはあるかなど
を聞く。
この調査で日本語が話せない患者にはどのような
対応が望ましいのか、英語が話せる看護師の働き方
を知りたい。
３．探究結果
○医療機関へのアンケート
1．英語が話せる看護師はいるかについては、ほと
んどの医療機関でいることがわかった。ある病院で
は、〇〇語が話せる人は〇〇病棟にいるという一覧
を作成している所もある。看護師以外に英語が話せ
る人は医師、メディカルスタッフ、事務、検査技師がい
るそうだ。英語が話せる看護師を強みにして働くこと
ができる。英語が話せる看護師は、英語でしか対話
できない人への病状、治療方法の説明をするなどの
仕事がある。
2．日本語が話せない方が来院された時の対応は、
POKETALK(翻訳機器)やインターネット、オンライン
を活用している。今は病院へ来院される方の出身国
は、ベトナム、中国の方が多く、看護師は英語、事務
は中国語で対応しているところもある。どの部署でも、

看護師の必要性

日本語が話せない患者にとっての英語が話せる

2．言葉が通じない方の、解決方法としては、携帯電
話での翻訳機器の利用や友達に聞く人が多くいた。
日本語が話せる人は、わからない日本語が出た場合
のみ、医師に簡単な日本語を求めたり、翻訳機器を
利用したりしていた。また、医師がある程度話せたり、
英語での筆談をやったりしていたところもあった。しか
し、通訳者や英語が話せる看護師はいない事がわか
る。
3．病院で英語が話せる職員がいることは、安心に
繋がるかについては、英語を理解できる、又は母語と
している人ははいと答えた。しかし、母語がポルトガル

○国際交流協会、ALTへのアンケート
国際交流会館へ訪問された方11名、ALT9名にア
ンケートを行った。回答者の内訳は、24歳から64歳ま
での男女。出身国は、アメリカ(4)、イギリス(2)、中国
(4)、フィリピン(1)、ブラジル(1)、インドネシア(1)カンボ
ジア(2)、ガーナ(2)、オーストラリア(2)
※( )内は人数を表す。一部不明。
1．日本で病院へ行った際、言葉が通じなくて困っ
たことはあるかについては、日本語をある程度話す事
ができる人は、ないと答えたが、日本語が少ししか話
せない、又は全く話せない人はあると答えた。

英語をはじめとする外国語を必要としている。受付だ
けではなく、診療中、入院中など、患者、家族の対応
は多くの部署で必要とされている。
3．日本語が話せない患者が来た時に、対応可能な
看護師が救急や他科に行って、対応することはでき
るところもあるが、できないところもある。外国語対応
可能看護師の一覧表を作成している病院は、表を見
て、対応可能な看護師に応援を依頼する場合もあ
る。医療通訳士はいるかという質問については、全病
院いないという回答だった。
4．最後にアンケートにご協力いただいた看護師の
方に、日本国内で英語を活用できる看護師を目指し
ている高校生に、助言をお願いした。看護師の方は、
様々なことにチャレンジし経験を積んだ上での語学だ
と言っていた。英語以外にも必要なことがあり、どのよ
うなツールがあるか知っておくべきだ。語学だけでな
く、文化や生活様式などを、理解することが大切だと
おっしゃっていた。

6．英語が通じて安心した病院としてアンケートで一番
多く上がったのは済生会病院で、次いで、倉敷中央
病院、高梁中央病院だった。そのほかに、川崎医大
附属病院、岡大附属病院、だった。また、備前などの
個人病院でも英語が通じた病院があった。
7、日本の病院にあると安心できると考える医療サー
ビスは、言葉が通じない場合での医療システムと同様
に、翻訳機器の導入が多かった。そのほかにも、「タ
ブレットを導入し、よりわかりやすく説明をして欲しい」
との要望があった。通訳士は英語だけでなく、「ベトナ
ム、中国、ポルトガル、タイなど様々な国の言語を話
せる人を呼び、多様な通訳ができる人を増やして欲し
い」との回答があった。また、外国人への対応が不十
分な為、医療従事者に、多言語研修を行なってはど
うかという意見もあった。そして、治療に関するコミュニ
ケーション以外でも、「入院手続きや医療費の支払い
や補助制度の説明として病院のウェブサイトの外国
語表記を増やすこと」や、「日本の医療制度(健康保
険証の使い方、支払い方法)を教えることも必要だ」と
いう回答もあった。
４．結論
私は、現在の医療現場では英語だけ必要だと考え
ていが、中国語やポルトガル語などのように学校では
学ばないような言語が必要だという事を知った。私は

語、中国語、クメール語など、英語以外の場合は「い
いえ」と答えた。
4．英語(または母語)が話せる職員が必要だと感じる
場面は、受付や、入院、手術の手続き、診察結果、
薬の説明を聞くときが多かった。日本語と英語ができ
る友人と病院へ行っても、プライバシーの関係から、
本人、家族以外に診断結果を伝えられない場合があ
る。その場合は、英語などを話せる医療従事者が必
要になる。
5．言葉が通じない医療現場では、「翻訳機器の導
入」や「通訳士を入れてほしい」という意見が多く上が
った。難しい説明の時は、簡単な英語、日本語を使
用するのではなく、文章を書くか、絵、ジェスチャーを
使って説明すれば理解する事ができるとの回答があ
った。

協力者
・一般財団法人 岡山国際交流協会
企画情報課 元木様
・川崎医科大学附属病院 看護部
・岡山済生会外来センター病院 看護部
・川崎医科大学総合医療センター 看護部

のような患者が訪れた際には、ジェスチャー、イラスト
を使いながらわかりやすく伝え、相手に寄り添いなが
ら看護をしたい。医療従事者は、病状などを、患者、
家族にしか伝える事ができないので医療従事者の中
に英語を話せる人間が必要だと考える。よって私は
患者様に病状を的確に伝えられる英語の能力、医学
の専門知識を身につけたい。現在は翻訳機器なども
あるが、人間がもっている温かみは機械では出せな
い。また、通じなかったときには簡単な言葉で付け加
えることはできる。温かさと相手にわかりやすく伝えら
れることを強みにし、全ての人に最高の医療を提供し
たいと考えた。アンケート結果では、翻訳機器を導入
して欲しいという意見が多く見られた。医療用語など、
難しい言葉は翻訳機器を使用し、日常の場面では、
簡単な言語を使用してコミュニケーションをとりたい。
また、岡山国際交流会館のアンケート調査では、中
国、フィリピンインドネシア、カンボジア、ブラジルの方
が多く住んでいることを知ることができた。この結果か
ら私は岡山で就職したいと考えるようになった。英語
が話せる看護師を目指した当初は、東京、大阪、神
戸など、大都市で、外国人患者が多く来院されそうな
病院に就職したいと考えていた。しかし、岡山でも多
くの外国人患者が不安を抱えていることを知った。大
都市では、様々なサービスが整っているが、地方で
はあまり充実していない。その為、私は岡山で不安を
抱えている患者様を助けたいと思い、岡山で就職し
たい。また、チャンスがあれば、JICAやAMDAなどの
派遣に参加し、海外で患者様に安心してもらえる医
療を提供したい。その力を身につける為、日本で実
践経験を積みたいと考えている。
この探究学習を通して、大学入学後は、東南アジア
やブラジルの人と交流を深めていきたいと考えるよう
になった。例えば、外国人の方が多く訪れるレストラン
などに実際に赴き、文化、言語を学びたい。私はブ
ルガリアを訪問して、特に食文化が一番その国の様
子を表すとの印象を持った。大学では、様々な外国
料理を食べてまわりたい。その中でレストランの店主
やスタッフ、お客さんと交流をしたい。その国の文化
や人々の考えを知り、理解を深めることで、適切な医
療サポートへつなげたいと考えている。
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人としっかりと関わり、幼児の思いを大切にすること。
子どもの気持ちを1番に考える。一人一人と丁寧に向

け止めること。一緒に遊びを楽しむこと。幼児一人一

人の個性を認めること。幼児の気持ちを肯定的に受

一人一人を大切にすること。寄り添うこと。一人一

質問①子どもを教育していく上で大切にしてい
ること、という質問には、

をお願いした。12枚中9枚返ってきた。
アンケートにおいて、

(1)アンケート調査
赤磐市立ひかり幼稚園の先生にアンケートの協力

３．探究結果

うものがあるかどうか

コミュニケーションを取ろうと考えているか
⑤子どもとオンラインで繋がることに抵抗はあるか
⑥オンラインで「こんなことができるのではないか」とい

で困ったこと
④もし、長期間休園になったらどんな手段で子どもと

と変わったこと
③新型コロナ感染症が流行してきた中、教育する上

稚園教諭の叔母にインタビューをする。
①子どもを教育していく上で大切にしていること
②新型コロナ感染症が流行してきた中で前の園生活

２．探究手法
幼稚園の先生と保護者の方にアンケートを行う。幼

会えない辛さをインターネットを使うことによって解消
できるのではないかと考えたからだ。

がり、家での過ごし方などを顔を見ながら話したり、子
どもたちみんなで歌を歌ったりできると思い、友達に

になり、幼稚園も先生と子どもたちがオンラインで繋
がれるのではないかと考えたからだ。オンラインで繋

症の自粛期間中、私達はiPadを使いオンラインで授
業をしていた。もし、幼稚園も休園になったら先生と
子ども達はどのようにコミュニケーションをとるのか気

がることにメリットはあるのかというテーマのもと探究し
た。この探究をしようと考えた理由は、新型コロナ感染

１．探究動機
私は将来、幼稚園教諭になりたいと思っている。幼
稚園の先生と子どもたちが短時間でもオンラインで繋

メリット

子どもと保育者がオンラインで繋がることの

ンケートを実施し、自粛期間中に、子どもの教育を、
どのような方法で行っていくのが理想的かを尋ねた質

オンラインで繋がることに、抵抗がある人が多かった
ので、もしオンラインを活用するのであれば、保護者、
幼稚園教諭にオンラインでの繋がり方を伝える必要
があると考えた。
《アンケートの内容》

子どもの気持ちに寄り添うように心掛けている。という
回答があった。
質問②新型コロナ感染症が流行してきた中で前
の園生活と変わったこと、という質問には、
触れ合い遊びができなくなった。常にマスクしてい

くなった場合はオンラインを使うことが良いと考える。
オンラインを活用するとなれば、保護者や幼稚園教
諭は、オンラインでの繋がり方を学ぶ必要がある。高
校生が、幼稚園教諭や保護者の方にオンラインでの
繋がり方を教える機会を作る。
インタビューを行い、その結果で、家庭訪問をして
いたと言われていたが、家庭訪問は回数が限られる
ので、オンラインを使えば、毎日少しでも繋がれること
ができ良いと考えた。
新型コロナ感染症の時だけではなく、授業参観に
仕事の都合で参加できなかった保護者の方が、仕事
の合間や仕事が終わってから、授業の様子を見られ
るように、授業の様子を録画しておき動画を見られる
ようにすれば良いと考えた。子どもが学校を休んだ時

回答があった。
質問③新型コロナ感染症が流行してきた中、教
育する上で困ったこと、という質問には、
マスクをしているので、口が見えず、表情が読み取
りにくい。友達同士距離を保たないといけない。手を
繋ぐなどの触れ合い遊びができなくなったという回答
があった。
質問④もし、長期間休園になったらどんな手段
で子どもとコミュニケーションを取ろう
と考えているか、という質問には、
電話をしたり、家庭訪問したりする。直接顔を見て
声をかけたい。職員で歌、体操、表現遊びなどオンラ
インで発信するという回答があった。
質問⑤子どもとオンラインで繋がることに抵抗

はないか」というものがあるかどうか、
という質問には、

質問⑥オンラインで「こんなことができるので

抵抗がある
82％

抵抗がない
18％

図1 子どもとオンラインで繋がることに抵抗はあるか

私は、オンラインで、子どもみんなで歌を歌うことが
できると思っていたが、調べてみると、多くの子どもた
ちとオンラインで繋がると、マイクが雑音も拾うため、

きる時間は、せいぜい５分〜10分くらい。子どもを惹き
つけるゲームを取り入れる。

を短く設定すること。幼稚園児が１つの作業に集中で

幼稚園児向けのオンライン授業のコツは、授業時間

(3)インターネット調査の結果

(週に1回、電話をしていた。家庭訪問もしていた)

質問③休んでいる子どもと連絡をとっていたか

(1日の平均3〜4、一番多い日 7人)

無理な家庭は通っても良い)
質問②どのくらいの子どもが登園していたか

(通ってはいけないというルールだが、どうしても

たちは幼稚園に通っていたか。

質問①新型コロナ感染症の自粛期間中に子ども

・赤磐市立ひかり幼稚園

・https://ciqba.jp/6262
・https://edtechzine.jp/article/detail/4752
協力者

参考文献

方の不安が減ると考えた。

先生と子どもがオンラインで繋がることで、保護者の

また、保護者の方は、子どもにどのように教育して
いけば良いのか不安に思っている。私は、幼稚園の

での様子を見ることができるというメリットがある。

た。オンラインで繋がることで、子どもが幼稚園や学
校を休むことの不安解消や、保護者が子どもの学校

画をアップすれば子どもの不安が少し和らぐと考え

た時にも、授業や子ども達の様子を見られるように動

や、怪我や病気などで学校を休まないといけなくなっ

抗がある人が多いことがわかった。幼稚園の先生達
は、子どもとの触れ合いを大切にしている。しかし、新
型コロナ感染症のように子どもとの触れ合いができな

なった。登園前の検温を徹底している。給食を食べる
際前より少ない人数で机に座るようになった(3人ず
つ)。対面にならないように机を1列にしている。という

はあるか、という質問には、
図1のように9人中、抵抗があると答えた方は7人。
抵抗がないと答えた方は2人。

ら、オンラインで子どもと幼稚園の先生が繋がり話が
できると考えていた。しかし、オンラインを使うことに抵

机の向きを横並びにする。給食やおやつ、帰りの会
の時に円になることはやめて、並行に2列になるように

(2)叔母にインタビュー

４．結論
私は、幼稚園が新型コロナ感染症で休園となった

る。子どもが触るところは消毒する。食育の行事、園
外の方との交流ができなくなった。密にならないように

問では、「何が理想的か分からない」と答えている人
が多かった。

かなりにぎやかになることがわかった。そのため、歌は
歌えないと考えた。そのかわりに、ゲームやアクティビ
ティを取り入れていきたい。 幼児を持つ保護者にア

体操も一緒にできると思う。絵本の読み聞かせ。ダ
ンス。手遊び、歌。クラスの先生、園長先生の話。とい
う回答があった。

き合う。幼児一人一人の思いを大切にしっかりと関わ
ること。幼児一人一人を大切にし、しっかりと関わるこ
とを大切にしている。「〜したい」「〜して楽しい」と思う
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まず、図１の写真の小テスト１回目を実施した。

３．探究結果

かアンケートを実施する。

私の解説でどのくらいの生徒が理解してくれたの

(4） どのくらい理解できたのかアンケートを実施

４分間で解説、４分間でアンケートをする。

(3) 実際に対面での小テスト、解説授業を実施
実際に15分間の時間をもらい、７分間で小テスト、

実施した小テストを採点した中で、特に正答者が
少なかった問題２問を動画で解説する。

(2) 小テストを採点し、動画で解説

１組の協力のもとに実施する。

中学3年生の教科書から問題を取り上げ、１年

(1) 中学３年生の内容で小テストを作成し、実施

２．探究手法

授業をしたいと考えている。

いうテーマで探究をし、実際に動画での授業や対面

学の楽しさを伝えるためにはどうしたらいいのか。」と

もらい、生徒の気持ちに寄り添える数学の先生を目
指したいと思っている。この探究で、「私にとっての数

番楽しいと思うようになった。そして、将来教師になっ
たら、数学をする意味や楽しさを伝えていくのはもち
ろん、今数学が苦手な人たちでもより簡単に理解して

いてくださった。これらを繰り返すことで徐々に数学が
できるようになり、数学の問題に取り組んでいる時が1

ず、答えを一人で導き出せない時が多々あった。だ
がその先生は、できなかった私に対して答えを教える
のではなく、学習した内容を復習しながら答えまで導

っかけは、中学２年生の時に教えてくださった数学の
先生に憧れを持ったからだ。私はもともと数学ができ

１．探究動機
私は、将来数学の教師になりたいという夢がある。き

３年３組 角田 麗奈

理想の数学教師を目指すために

込んでいたり、悩んでいたりすることがあれば相談に
乗ってあげることができる。だから、これからも続けて
いきたい。

それと同時に、解説を一から考えたことだ。授業の
時に理解してもらえるような解説をするために、いろん
な視点から解説を考え数学の理解も深めることができ

う。支えるというのは、私の長所でもあり、誰かが落ち

と思う。

熟な部分があるのでこれから身につけていきたいと思

だが、教師には必ずできなければならない。まだ、未

れる教師だ。私は、リーダーとして引っ張ることが苦手

テータである生徒の意欲を引き出す力や理解できて
いなくて授業についていけない生徒を支えてあげら

２つ目は、これからの教師に求められるファシリ

来は今までしてきた動画作成という経験を生かしてし
ていきたいと思う。

の公営塾などに参加し、教えることを高めていきたい

とを高校卒業までに放課後学習支援や中学生対象

常に持って授業をする。相手とアイコンタクトを取り、
コミュニケーションをとりながら授業をする。これらのこ

きくし、はきはきと話す。相手に伝えるという気持ちを

結果になってしまった。改善点として、声の大きさを大

コンタクトをとって授業をしようと思っていた。しかし、
緊張で自分が考えていた理想の授業とはかけ離れた

でき、人の記憶に残りやすい。そのことを生かして、将

な情報を取り入れ、見たいときに何度でも見ることが

説をすることは初めてで、不安で一杯だった。本番で
は、声を大きく相手に伝えようとゆっくりはっきりとアイ

ouTubeというのは聴覚だけではなく、視覚からも様々

た。」という改善点の意見もあった。私自身人前で解

った。現在はほとんどの人がスマートフォンをもち、普
段からYouTubeなどの動画を見ることが多いと思う。Y

なくなる生徒も出てくる。そこであることを生かそうと思

学び理解する授業形式だった。確かに、それでも理
解できる人もいるが理解できなくて授業についていけ

業で動画を用いて生徒の記憶に残る楽しい授業がで
きる教師だ。今までの数学の授業は教師から口頭で

師になりたいと思うようになった。１つ目は、数学の授

以外の様々な活動を通して２つの要素が備わった教

これらの探究から私は、理想の教師像を見つける
ことができた。最初は、今までの数学の先生方と同じ
ような教師を目指そうと考えていた。しかし、この探究

４．結論

新編新しい数学3 東京書籍

参考文献

・（小テスト作成・動画アップ）岡本安宜先生

担任 松本拓磨先生・荒金恭子先生

協力者
・（小テスト・アンケート）本校 1年1組 生徒/

(動画授業での様子)

(対面授業での様子)

夢を実現させたい。

きるようにしなければならないから、１つの問題を終え
るごとにアイコンタクトやコミュニケーションをとって確
認したり、理解できてなかったら、同じような例題を出
してその生徒が理解できるまで教えてあげる。それが
大事だと感じることができた。

これらのことを生かして数学ができなかった私が教
師という立場に立って楽しさを教えられる教師になる

ができた。また、学んだことだけではなく、できるように
なったことも多々あった。動画作成の仕方や人文字
で１から構成を考えて実行することだ。

とができた。それは、どの生徒に対しても平等に接
し、気にかけているところだ。授業はみんなが理解で

に支える力や人を動かすために伝える力を学ぶこと

か。授業の中で改善点があればどんなところか。につ
いて質問した。結果は、最初に書いた通りだ。
これらのことを通して改めて先生方は凄いと感じるこ

だ。私は、これらの活動からチームを１つにするため

いかなかった。最後は、アンケートも実施した。内容
は、実際にどのくらいの生徒に理解してもらえたの

また、進学するために様々な取り組みも行ってき
た。それは、様々なサミットや、創学350年記念式典の
広報チームで取り組んできた動画作成や人文字など

た。実際に黒板に板書しながらもしてみた。最初は配
分や色使いを考え、生徒が理解できているのかチェ
ックをしようと思っていた。しかし、緊張で思い通りに

してみて、「数学の先生より解説が分かりやすかっ
た。」というプラスの意見もあったが、「声が小さかっ

ケートという時間配分で行った。対面で実際に授業を

題以外を対面授業で行った。７分間で小テスト、４分
間で解説、４分間でどのくらい理解できたかのアン

の時間をもらって小テスト２回目と動画で解説した問

画でこの２問の解説動画をアップした。次に、15分間

その結果、(4)と(6)の問題の正答者が低かった。動

図1 1回目と2回目の小テスト問題
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作ろうと思う。

けて和気閑谷高校の生徒の一日を紹介する動画を

私は姉妹校である沃川（オクチョン）高校の生徒に向

分かったら、それに注意して動画を作ることにした。

とや、アンケートで調べた翻訳のために大切なことが

そして、インターネットで調べた動画作成に大切なこ

気高生の3年生を対象にアンケートを取ることにした。

大切なこと知るために自分なりにアンケートを作り、和

大切なことを調べることにした。また、翻訳をする際に

必要があると思い、インターネットで動画作成の際に

まず、私は翻訳をするために大切なことを先に知る

２．探究手法

思い動画を送ることにした。

りたく、翻訳について知ってみたい私にぴったりだと

ているという話を聞いた。だから、韓国の人たちと関わ

生徒に日本を紹介する動画を送ってくれる人を探し

学習がしたいと考えていた。その時、先生から韓国の

になった。また、私は興味のある翻訳について探究

語、韓国に興味が湧き、韓国で働きたいと考えるよう

校生と関わったことだ。私は交流をやってみると韓国

高校2年生の閑谷學で国際交流をテーマに韓国の高

仕事に就いてみたいと考えるようになったきっかけは

ーマで探究学習をしようと思った。私が韓国に関する

思い、この「韓国に関する仕事に就くために」というテ

でも韓国での就職に近づくための1歩になれば良いと

私は今韓国での就職を目指している。だから、少し

１．探究動機

３年２組 小原 紫陽花

〜韓国語の翻訳、動画編集をやってみる〜

韓国に関する仕事に就くために

見てみたい」「勉強に役立つ」

直訳は「普段工夫された字幕しか見たことがないから

が上回っていた。それぞれを選んだ理由としては、

僅差で「分かりやすくアレンジが加えられた日本語」

②の質問ではどちらも多く半分半分ほどだったが

るという声が大半だった。

アンケートを集計してみると、①の質問では利用す

という質問をした。

い。

③また、②でを選んだ理由があれば教えて下さ

本語」どちらで見たいですか。

「直訳」か「分かりやすくアレンジが加えられた日

②海外のドラマや映画を字幕で見るのであれば、

るか？

①海外の映画やドラマを見る時に字幕は利用す

に、

アンケートでは和気閑谷高校の生徒3年生を対象

３．探究結果
分かりやすくアレンジが加えられた日本語は「読む

○写真を入れる

○文字に使うカラーは3つ以内

○シンプル

動画を作ってみて、

という点に注意して動画を作った。

すくする

○日本語を韓国語訳す際はアレンジして分かりや

感じた。

来私が仕事をする時に役立つアンケートができたと

け、見やすい字幕がいいという事がわかったため、将

アンケートでは字幕を見る側の意見をたくさん聞

るという点をいつも考えて生活をしたみたいと思った。

たりした時もアレンジを加えてより分かりやすい文を作

家に興味が湧いた。だから大学に進学したり、就職し

私は今回の探究をしたことで、もっと韓国語、翻訳

ってくるのだと知った。

像力、語学力など機械ではできない実力も必要にな

とで、翻訳にはアレンジを加えるために国語力や想

ることがわかった。実際に自分で翻訳をやってみるこ

だが実際は時間のかかる、とても大変な仕事であ

るものなんだと思っていた。

○写真を入れる

なのだろうかや映画・ドラマの翻訳も簡単にされてい

○文字に使うカラーは3つ以内

ると聞いていたため、翻訳とは本当に需要のある仕事

最初私は、翻訳は機械で翻訳できる世界になってく

要視した方が良いところがわかったと思う。

この探究をすることで私が翻訳の仕事をする際に重

４．結論

大切になってくる事が分かった。

また、アレンジを加えるにはそれなりに日本語力も

翻訳がしてみたいと思う。

から韓国語の実力が上がった時にアレンジも加えて

まだまだ実力不足なため全然出来ないと思った。だ

という点に関しては韓国語をアレンジするには私には

すくする

○日本語を韓国語に訳す際はアレンジして分かりや

という点はいい感じにできたと思うが、

○シンプル

アンケートとインターネットで調べた結果、私は

を大切にした方が良いという事が分かった。

○わかりやすい図や写真を入れること

○文字に使うカラーは3つ以内に収めること

ること

○分かりやすい表現、言葉で伝えることを意識す

○シンプルであること

た結果、

インターネットで動画作成に大切なことを調べてみ

方が有難い事がわかった。

だが、勉強をするために字幕を見る人には直訳の

好まれるのだなと思った。

この結果から私は基本的に見やすくて楽な翻訳が

だった。

際時間がかからず読めて楽」「見やすい」といったもの
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３年４組 國塩麻理奈

実際に働いてみて
お客様が来店してからのファーストアプローチがと
ても難しい。店員に声をかけられるのが嫌なお客様も
いて、どうしたら心を開いてくれるのか、どのような会
話をすれば売り上げに繋がるかを考えながらアプロ
ーチをすることが大切だ。服をすすめる時にただ単に
「可愛いですよねー」だけではなく、「この商品〇〇で
可愛くないですかー？」や、「実はこの商品〇〇なん
ですよー」など内容のあるアプローチをする。

３．探究結果
アンケートの結果
全校生徒に「どこのお店でよく服を買うか」アンケー
トを取った結果、どの学年もGU、WEGO、ユニクロ、し
まむらなどの低価格で販売されている店が人気だっ
た。やはり学生には低価格でおしゃれに見えるコスト
パフォーマンスの良い服が人気だ。

２．探究手法
・インターネットでパーソナルカラーについて調べる。
・全校生徒によく服を買うブランドのアンケートをとり高
校生に人気のブランドを知る。
・自分の好きなアパレルショップに行って、店員にイン
タビューを行う(働く上で必要な力、おしゃれに見せ
るコツ、流行の取り入れ方など)。
・実際に働いてみる(許可あり)。

１．探究動機
私がこの探究をしようと思ったきっかけは、私は服
が好きで将来アパレルの販売員になりたいと思って
いるからである。私は年の離れた姉の影響もあって、
小さい頃から服やメイクに興味があった。高校に入学
して、周りの友人の影響や、SNSの情報によって、たく
さん服を買ったり、見に行ったりする中で、アパレルシ
ョップの販売員になりたいと思った。アパレルショップ
の販売員の方は、服の着こなし方や自分に合う服を
知っていてとてもおしゃれで輝いている。私も将来ア
パレルショップで働きたい、お客様に憧れてもらえる
店員になりたい、キラキラした仕事をして自分のファッ
ションの知識も増やしたいと思った。 この探究を通し
て、好きな事を仕事にすること、これから働くうえで必
要なことを学びたい。

自分を輝かせるファッション

働く上で心がけること
・いつも笑顔で！
・返事は元気よく
・言葉のキャッチボールをする
・ 正確な情報をお伝えする

そして、このお店にまた来たい、あの店員にまた接
客してもらいたいと思っていただける接客を心がけ
る。

やりがい
いい服に出会えた、いい買い物になったと思って
もらい、服を買っていただくことでお客様が笑顔にな
るのが嬉しい。可愛くて着心地のいい服を着ること
で、お客様の日常が少しでもハッピーになるようにし
たい。

アパレルショップの販売員に向いている人
人と話すのが好きな人、積極性のある人、根気強く
努力ができる人、人間の観察能力がある人などが適
している。

お客様例3
外国人のお客様
・ファーストアプローチの反応でその後のアプロー
チを考える。
・日本語がある程度通じる方だったら、お客様例2
と同じアプローチをする。
→→→購入してもらえる確率は60%程だ。

お客様例2
話しかけても無視、反応が薄いお客様
・今しているセールやお買い得商品を伝える。
・あまり話しかけないのがベストだ。

お客様例1
質問したり、話しかけたりしても答えてくれるお客様
・「この商品って実は〇〇なんですよ〜」
・「今はこの商品が人気です！」など商品について
の説明をする。
→→→商品にもっと関心をもってもらう。(高確率で
購入してもらえる)

お客様のニーズを聞き出し、それにあった商品を提
供し、さらにお客様に似合うコーディネートを考えて
購入してくださる服でどれだけ着まわしできるか連想
させるアプローチが求められる。

４．結論
実際に働いてみて、アパレルショップの販売員は
予想以上に難しくて大変だった。お客様の中には、
話しかけても無視したりスルーしたりする人もいる。お
客様によってアプローチのしかたを変えていかなけれ
ば販売がうまくいかない。そして、私達販売員が「お

"Leeダンガリーズオーバーオール"
今ストリート系のコーデが流行る中、Right-onでも一番
人気のオーバーオール。人気すぎて入手困難になっ
たこともある。
この商品は私も持っているが、オーバーサイズでメン
ズライクな服が好きな女の子にもおすすめ！！

"Camp7シンパテックスダウンジャケット"
外の蒸気は入れず、ダウンの中の蒸気は出す機能性
の高いダウンジャケット。保温性もバツグン！
カラーはグレー、ベージュ、ブラックの三種類。
レディースにも同じような形のダウンジャケットがある
からお揃いもできる！！！

Right-onおすすめ商品

協力者
BACKNUMBER イオンモール岡山

参考文献
・七條 千恵美「接客1年生お客さまに信頼される50の
コツ」 ダイヤモンド社 2018年

BACKNUMBERイオンモール岡山

客様に似合うと思う服＝お客様が求める服」は一致
することが少ないため、そこでどのようにフォローとア
プローチをするかが重要になってくる。沢山のアプ
ローチの仕方を学び、お客様と言葉のキャッチボー
ルがもっとできるようになることが今後の課題である。
実際に働いて気づいたアパレル販売員のいいとこ
ろは、好きなブランドの服を仕事で着ることができる。
コミュニケーション力も身につく。人と関わる仕事だか
ら、自分磨きもできる。
また、大変なところは服を買うのに少しお金がかか
り、一日中立ちっぱなしだから足と腰が痛くなる。そし
て、自分からお客様に声をかけていかなければなら
ないから積極性が非常に重要になる。
この探究を踏まえて私は、今よりもコミュニケーショ
ン力をつけて、お客様と沢山対話ができ、BACKNUM
BERイオンモール岡山店で一番売上のいい販売員
になりたい。
まだまだこれからも私の探究は続きます！！

－102－

３年１組 淵本千叶

ントの仕事はチェックインやチェックアウト、レジの締

パートの仕事内容を知ることができた。ホテルのフロ

伊勢丹をインターネットで調べた。まず、ホテルやデ

の方にインタビューをし、デパートについては、三越

ホテルについてはANAクラウンプラザホテル岡山

３．探究結果

る。

ビューに行けない場合はインターネットや本で調べ

が受け入れることが難しい場合、時間の問題でインタ

い、インタビューをする。コロナ禍であるので相手の方

れていない現実味があることを聞くことが出来ると思

に直接インタビューすることでインターネットでは書か

現役で働いている方や、働いていた経験がある方

２．探究手法

就いた職業で活かせるようにしたい。

相手とすることが接客業なので探究したことを自分が

械と向きあって仕事をするのではなく、毎日違う人を

れば、自分が接客業をする時に役に立つと思う。機

が、それぞれどのような目的で経営しているのかを知

ートでのお客様に満足していだだく目的は違うと思う

を満足させる職業に1番近いと思った。ホテルとデパ

マにした。対人職業は沢山あるが、この２つはお客様

ることも見つけたり出来たら良いと思いこの探究テー

れぞれの違いを見つけたり、違いだけではなく似てい

なった。そこで、それぞれの違いがあると思う。そのそ

利用した時に同じ接客業でも違いがありそうだと気に

接客業に就きたいと思っている。ホテルやデパートを

私は接客業に興味があり、人と接することが好きで

１．探究動機

ホテル・デパートの仕事の比較
でも、お客様のことを考え正しい提案をする提案力が

を作り、サービスすることだ。次に、デパートの仕事

google.co.jp/search?q=%E3%83%9B%E3%83%86

に着替えないといけない服の場合これは食事の時に

いると言われ、お客様が持っている服が食事のたび

客様と接客するだけではなく、旅行に行く服を探して

することが大切だと分かった。デパートでは、ただお

た時にも謝罪をしチェックアウトの時ももう一度謝罪を

でいるお客様でも、すぐに声をかけてはいけないとい

だけれど、デパートでは商品を選んでいて少し悩ん

っているお客様がいらっしゃれば手を貸すことが大切

デパートの違いを考えた時、ホテルの方は荷物を持

内容を詳しく知ることができとても楽しかった。ホテル・

をする場でも仕事内容は全く違い、それぞれの仕事

を知ることができてよかった。同じ接客業でおもてなし

供するサービスをすることを知った。クレームを言われ

が大切なのか少しは知っていたけれど、詳しい理由

方に掃除をしてもらう。また、有料のものを無料で提

どちらもおもてなしをする場であるので、どのようなこと

いことを知るができてとてもよかった。ホテル・デパート

り、インターネットで調べたりしたことで自分が知らな

このように、実際に働いている方にインタビューした

４．結論

タイミングを見計らって、ホテルについている業者の

た場合、直してほしい所を聞き、お客様が部屋を出る

ムへの対応だ。部屋の不備についてクレームがあっ

ホテルのフロントについては、一日一回はあるクレー

いて調べた時、初めて知り驚いたことが沢山あった。

もホテルについて教えて頂いたことや、デパートにつ

様は逆に不快な気持ちにさせてしまうと思った。他に

・ANAクラウンプラザホテル岡山

協力者

rvice.html

tps://www.imh-sol.co.jp/column/special/customer-se

何なのか？ 接客の本質、プロが備えるべき技術など

・三越伊勢丹 ヒューマン・ソリューションズ 接客とは

参考文献

の気持ちを持つことを大切にしていこうと思う。

持っているのか、どうして欲しいのかを考え思いやり

相手とする職業に就くので相手の方がどんな思いを

い物ができない場合、おもてなしをする場なのにお客

にオススメの商品を紹介されて、自分の思うように買

きちんとすることでホテル・デパートを利用してくださる

じた。人を相手とする職業なので、言葉遣い・礼儀を

ことを知り、沢山の知識を持っておくことも必要だと感

会話をしたり会話の中で提案をしたりする場面がある

かった。また、ただ接客をするだけではなく、お客様と

え、思いやりの気持ちを持って行動していることが分

常にお客様のことを観察して何をして欲しいのかを考

だ思う。このようなことから、おもてなしをする接客業は

お客様にあった対応をし、納得してもらうことが大切

ると思う。機械ではなく様々な人と接するので相手の

だと考えた。ホテル・デパートどちらでもクレームはあ

ングでされたらどう思うかを考えて行動することも大切

移す！という考えではなく、自分に置き換えこのタイミ

ることができた。自分が思いついた行動はすぐ行動に

方がいるのではないかと思う。私は高校卒業後、人を

た。

職業ではとても大切なことだと改めて知ることができ

パートを利用したくなくなると思う。人をおもてなしする

てないとお客様は良い気持ちがしないし、ホテル・デ

にあたって、言葉遣いが良くなかったり、礼儀がなっ

とすることがどちらも共通していた。おもてなしをする

れは、言葉遣い・礼儀・コミュニケーション力をきちん

違い以外に共通することも見つけることができた。そ

れどそれは間違いで、なぜいけないのかの理由も知

も声をかけないといけないというふうに思っていたけ

う違いを見つけることができた。私はどんなお客様に

大切だということだ。1人でゆっくり商品を選びたいの

観察するのではなく、観察する際にどこを見るのかが

ことは接客ではないということ知った。お客様をただ

べると商品を見ているからといって全員に声をかける

大切だと私は思っていた。しかし、インターネットで調

様がいる時、アドバイスをするために声をかけることが

パートに置き換えた時、商品を見て悩んでいるお客

いたらすぐさま手を貸すことが大切だと思う。これをデ

わった。ここから分かるのは、お客様が荷物を持って

いかを考えることが大切だとインタビューした時に教

かる。ホテルでは、お客様の様子を見て何をして欲し

おもてなしする職業でも仕事内容が全く違うことが分

職、バイヤー職というものがある。同じ接客業で人を

売職や、売り場全体のマネジメントを行うマネジメント

必要ということを知った。ホテル・デパートそれぞれの

い。提案するためには自分が経験したことがないこと

事務作業をする。レストランは朝食・昼食のディナー

は、接客・在庫管理や伝票処理などをする。他にも販

は着替えることになるということを提案しないといけな

めやお客様の荷物を持って運ぶこと、夜勤などでは
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くつもの新しい発見があった。

今回大國家の歴史について色々調べていく中でい

３．探究結果

た。

人、大國家の過去など少しずつ広げて調べて行いっ

ホームページでの情報から大國家に訪れていた有名

財をメインに扱ってるホームページや郷土資料館の

でも大國家についての情報は少なかったので、文化

トなどでの検索をメインに取り組んだ。インターネット

を聞きに行く事が難しかったりするので、インターネッ

今回はコロナの影響でなかなか外に出て実際に話

２．探究手法

からだ。

味を持って貰うキッカケになるのではないかと考えた

り、今まで魅力を感じなかった人に魅力について興

今まで大國家を知らない人が知るキッカケになった

ないか、そしてそれについてまとめプレゼンする事で

向ければそこには人々を魅了する事柄があるのでは

重要文化財であり、それならば歴史的な部分に目を

今年は何をするべきか考えた時に、旧大國家住宅は

そして昨年は建物の外観についての探究をして、

伝えきれてないと感じたのが始まりだった。

り組み始めたが、昨年の探究ではまだ十分に魅力を

だ理由は、昨年から大國家についての探究学習に取

今回大國家の歴史について探究学習に取り組ん

１．探究動機

大國家の歴史

大國家は閑谷学校と同じ程有名だと思った。

大國家を訪れている事が分かった。それらを踏まえて

を訪れていた多くの有名な方々が和気に立ち寄り、

そうしてそこから更に調べてみると他にも閑谷学校

と分かった。

大正時代に有名な漢詩人として名を馳せていた方だ

体については詳しく分からなかったが、頼山陽という

部にあったとされる書状からそう思った。その書状自

これは大國家の歴史を調べていた中で、大國家内

(2) 大國家は閑谷学校と同じほど有名だった

測する事が出来た

この事から大國家は1800年頃が全盛期だったと推

た。

れ、井戸場も1851年から5年頃にかけて建てられてい

が出来た。それは後輩で大國家について探究を取り

國家について探究をしてきて、確かな成果を得ること

成な部分も多く不完全だと思う。だが昨年、今年と大

理由や大國家がどんな一族だったか等まだまだ未完

また、歴史的な面では大森姓が大國姓に変わった

ている。

行って居ればもう少し良い物が作れたのではと考え

集に行けなかったが、様々な人からの情報を伺いに

に伺いインターネットには無いかもしれない情報の収

し、コロナの影響を考え今回は実際に様々な人の所

らなかった歴史的情報を多く知ることが出来た。しか

ンターネットを中心に情報収集をして自分が今まで知

きことはあると感じた。今回のプレゼン作成のため、イ

取り組んで来たが、一言で言うなればまだまだやるべ

今回大國家について昨年とは視点を変えて色々

４．結論

への変更等を言われたのではと考えた。

れ尊敬や感謝の思い等を込めて藩の方から大國姓

渡る県への資金面等での活躍が多くの人々に評価さ

た。それらを踏まえて個人的には、大森家が何代にも

して来た事が何かしら変化に影響をしていると考え

く、岡山藩などに県の発展のため何代にも渡って尽く

た中で名字が変わった理由を明確にした情報はな

と、母屋が1760年に、蔵座敷が1801年に建てられて
いる。しかし、中蔵 乾蔵 酉蔵が全て1808年に建てら

大國に変わっており、新しい発見だった。これも調べ

抜粋した物に目を通していた中で、途中から名字が

戸場と普通の一軒家としては非常に多くの建物があ
るが、建物のそれぞれ建てられた時期を調べてみる

これは歴史を調べる上で過去の歴代当主を一部

(3) 大國家は当時大森であった

大國家には母屋、蔵座敷、中蔵、乾蔵、酉蔵、井

(1) 旧大國家住宅自体の歴史
組んで行くと言う人が現われた事だ。それだけでも私

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/旧大國家住宅

/24/221716

https://sogensyooku.hatenablog.com/entry/2019/10
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年間の探究は意味あるものだといえる。

大國家について興味を持った人がいたなら、私の二

そして私のプレゼンを聞いて、探究してみたい人、

あると思うのでぜひ探究してほしい。

関心の変化などまだまだやれる事は他にもいっぱい

大國家の工事前と完成後の建物の変化、人々の

大國家と和気町の関係

れ変われば良いのか

大國家の歴史、良さを生かすにはどんな物に生ま

大國家の工事過程の中での変化と発見

欲しい。

たいと言う人がいたら次のようなテーマをやってみて

ているので、後輩たちで大國家について探究してみ

様な斬新で面白いテーマもあるのでは無いかと思っ

が、まだ出来てない事や自分たちでは思いつかない

いる。そして、2年間大國家の探究に取り組んできた

プレゼンは未完成だが誰よりも成果を出せたと思って

家について探究を続けるきっかけにもなった。自分の

にとっては大きな成果であり、私が卒業した後も大國

４
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芳男

岡山大学地域総合研究センター

【第１回運営指導委員会】
（１）日時
令和２年 11 月６日（金）
（２）場所
和気閑谷高等学校
（３）出席者

事務局長

地方創生推進室長
中四国支社長

副センター長（教授）

13:30～16:30

会議室

・運営指導委員
石原達也、岡山一郎、神崎浩二、草野浩一、徳岡卓也、前田芳男
・和気閑谷高校
藤岡隆幸、上野修嗣、神田明夫、福田浩司、安東真美、岡本安宜、江森真矢子、
梅村竜矢、松穂亜花音
・岡山県教育庁高校教育課（管理機関）
室貴由輝、神田慶太、小出裕介
（４）内 容
・運営指導委員による「総合的な探究の時間」の授業参観
・事業説明（事業概要、和気閑谷高等学校の取組）、質疑応答・指導助言
（５）質疑応答・指導助言（○運営指導委員、●和気閑谷高校、□岡山県教育庁高校教育課）
○

卒業後に専門学校へ進学する生徒が多く、そういう子どもが自分の興味関心あることや
将来の就職につながる探究活動をすることで有意義なものになる。今の生活と乖離してい
る子育ての悩み等の社会問題をテーマにしている生徒もいたが、メイク等の身近なものを
テーマにした方がいいのではないか。入学後の進路を気にしている生徒や親御さんも多い
ことから探究活動を通して自分の進路を明確にすることが重要になる。また、和気町以外
の赤磐市や岡山市から通学している人も多いならば、和気町以外の人がなぜこの高校を選
んでいるかを探って広報することが今後の入学者増に繋がる。

○
●

地域コーディネーターは何人いて、どうやって雇用しているのか。
全員で５人である。文科省の研究指定に係るものは配布資料の９ページ真ん中に記載し
ている。本校に関わるコーディネーター的な役割を果たしている地域おこし協力隊 OG が江
森さんになる。次のページに記載のあるカリキュラム開発等専門家は文科省の事業である。
地域協働学習実施支援員として名前が出てくる中村哲也さんは、総務省事業の地域おこし
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協力隊として任期終了の昨年度まで和気町で活動していただいた。これは内閣府の地方創
生推進交付金と町費で半分ずつ負担していた。実際に地域おこし協力隊として現在本校で
働いている山本葵さんや松穂亜花音さんのアドバイザー的な位置付けとして今でも本校に
関わってもらっている。
○ それは１年だけの契約か。
●

交付金は５年単位だが、雇用は１年単位である。半額は町費なので町予算の兼ね合いも
ある。

○
●

いろいろな支援がないとやはり難しいのか。
町費も充てているが、国の制度を活用しないと難しい。将来的な雇用の方法等の目途は
たっていない。

○

自由なグループワークはいい面もあるが、iPad をもっと活用すればいいと感じた。そう
いったものを活用して何かを生み出すことが今後重要になる。今の子ども達は普段からイ
ンターネットを使っている世代なので、自由な発想で自由に活動する場を用意することが
重要だ。ソフトウエアの準備や費用もかかるかもしれないが、一人一台端末を外部と繋ぎ、
授業で学習したことをすぐに共有できるようになると活動の幅が広がると共に指導もやり
やすくなると思う。今のやり方では端末を活かしきれていないので、もったいなく感じた。
また、グループワークの進め方において、主体的な人もいれば、そうでない人もいた。フ
リーにグループワークするやり方もあれば、それぞれに司会やタイムキーパー、発表者等
の役割を持たせるやり方もある。役割を与えれば、それぞれの作業がやりやすくなる。

○

１年次生と２年次生では１年間の違いが明確に出ており、生徒の学びの効果を感じるこ
とができた。今回の授業が全体構成のどの部分を担い、今後の地域との繋がりをどう持た
せていくのか教えて欲しい。また、指導者側として、高校生が進路のことを考えるときに、
今の取組が進路決定へどういう効果や影響をもたらし、生徒自身がどう変容したかを教え
てほしい。加えて、全国募集で入学した生徒は貴重な存在であると思うが、その子達がな
ぜ和気閑谷を選んだのか、また、起爆剤としてどういった役割を担っているのかを教えて
欲しい。

●

今日の２年次生の授業は、自分の進路に関わるテーマで個人探究をしていた。一学期の
地域探究は、コロナ禍で思うように探究活動が進まなかったこともあり、今年度は地域課
題を生徒が見つけるというよりは、指導者側から提示する形で進めた。二学期に入りいき
なり個人探究をさせるのではなく、もう少し掘り下げるために、９～10 月は仕掛けとして
教職員の探究活動を聞くなどすることによって、イメージを持たせていった。本日の授業
から５つのゼミに分かれ、担当の教職員が２人ついて個別指導をすることになる。２月に
中間発表、３年生の７月には発表会があり、最終的に 2,000 字の論文にまとめることにな
る。個人探究になると地域との連携が薄くなるが、自分の個人探究と絡めて地域にインタ
ビューすることで地域と繋がる生徒もいる。また、１年次生の授業は、一学期は今までウ
ィキペディアに掲載されていなかった地域のことを載せるための活動を行った。二学期か
らは２年次生から引き継いだテーマを含め、グループワークを行っている。11 月の後半に
は RESAS の活用方法についての授業もあり、データの活用方法を学習していく。そうした
活動を重ねながら２月に中間発表。７月に最終発表を行う。進路等のつながりについては、
３年次生は個人探究をすることになるが、本校の生徒は明確な進路決定をしている割合が
他校と比べると少ないと感じている。３年次生になっても迷う生徒も多く、ゼミの先生や
担任と話をしながら決定していくため、生徒にとっても意味のある活動になっていると感
じている。

●

全国募集について、３年次生は志望者がいたが合格者は０人。２年次生は３人志願で３
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人合格。１年次生は８人志願で８人合格。このような生徒は、本校が様々な活動をしてお
り、その活動がおもしろそうだったからと口を揃えて言っている。本校は山陽本線沿いで
あることから、兵庫県西部から進学している生徒も多い。２年次生の女子生徒で本校の活
動がおもしろいことを後輩に伝え、その後輩がオープンスクールに参加して、チャレンジ
してくれたこともある。全国募集で入学してくれる生徒は女の子が多い。本当はリーダー
的な役割を果たし引っ張っていくことも期待しているし頑張ってくれてもいるが、全国募
集の子とそれ以外の子は意外と溶け込んでいるのが現状であり、起爆剤とまではなってい
ない。
○ 人口減少の状況を数字的に見ると社会減は 3,300 人ほど転出超過となっている。細かく
分析すると 20 代がほとんどであり、東京・関西圏に出ている。県外大学を卒業後に県外に
就職してそこで初めて住民票を写すことで、20 代の転出超過が多いと考えられる。社会減
については、若者をターゲットにして、地元岡山に就職してもらうか、数年後に岡山に戻
ってきてもらう視点で様々なことを考えている。そのためには、高校から郷土愛や地元企
業を知ってもらうことが大切である。当然すぐには効果が出ないと思っている。閑谷學で
地域と自分のつながりを感じていると思うが、閑谷學の授業を受ける前と後での意識の違
いがわかれば教えて欲しい。
●

３年次生の生徒からは、１年次生のときは閑谷學の授業を面倒と思っていたが、身近な
話題から入っていくうちに楽しいと思えるような感覚に変わったと聞いている。その生徒
は漢詩をテーマにしていたが、楽しいと思えた経験から国語の勉強も頑張ろうと思えるよ
うになった。全員がそうではないが、地元の人と関わることで地域のことを好きになる生
徒も多い。

●

本校は、町の子ども達だけ見れば、中卒者の４分の１弱が本校への入学であり、その子
達は経済的なこともあり、比較的地元に定着する子が多い。

○

今の授業が理想的な姿と布陣であると思う。あれくらいのスタッフがいなければなかな
かできない。５年間様々な学校を 20 校近く見てきたが、先生もコーディネーターも明らか
に授業のやり方が上達している。不思議なことに、生徒も学び方が上達しているように感
じる。無駄がなくなり経験値も増えることから準備もしっかりできる。これは一朝一夕で
できるものではない。例えば長野県でコミュニティー・スクールを導入している小中一貫
の学校があるが、そこは 20 年もやってきていることからものすごいノウハウを持ってい
る。地域協働では、１年次生はグループ探究、２年次生は個人探究、３年次生は論文とな
っているが、本来なら３年次生はデュアルシステムなのではないか。論文も徹底的に書け

ば良いと思うが、デュアルシステムも同じぐらい重要となる。本日の授業で、生徒の一人
がネイルの仕事に興味があると言っていたが、ネイル禁止の学校でネイルを題材にしたと
ころで掘り下げて探究することができるのか。ネイルの世界の深さや、商店街にそういう
お店が入ることでビジネスが始まり、空き店舗が埋まることで新しい仕事が生まれ、新商
品が開発される。そういった奥深くまで踏み込むことが探究であると思うし、職業に繋が
る。難しいと思うが、ネイル一つとってもそういったことをそばでサジェスチョンできれ
ば深めることができる。どんな分野であってもそういった指導ができるように先生が変わ
ることが理想だが、現実的に難しいため、そこで外の人と協働することが必要となってく
る。あと、恕の精神をもって地域と協働するというのが和気閑谷高校のテーマだと思うが、
意味をわかっていない生徒も多く、徹底する必要があると感じた。そのためにも、まずは
教員がきちんと重要性を理解する必要がある。
○ ウィキペディアには掲載したのか。
●

時間的にも内容的にも掲載までは至らず、検討だけ行った。
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●

来年はやりたいと思っている。岡山は元々ウィキペディアタウンの活動に取り組む公民
館などもあり、情報リテラシーの観点からも自分たちで情報を掲載するところまでやらせ
たい。

○

和気ペディアみたいなことをやればおもしろいのではないか。生徒が自由に書き込みを
行い、生徒同士で内容を精査していって制度の高いもの作っていくのもおもしろいと思う。

●

時間的な制約もある。

●

今年度も最初からアカウントを作って自由にやらせる方法をとれば良かったのかもしれ

ない。
□ 教員にとっては不都合かもしれないが、一人一台端末の利点はいつでもどこでも利用で
きるところにある。生徒にとって都合のいい時間は一律ではない。教員の働き方について
は事前にルールを決める必要があると思うが、生徒の自主的な活動を伸ばすことで質が深
まってくると思うので、自由にやらせることは１つの選択肢としてありだと思う。
●

本校で使用している iPad はセキュリティが厳しいため難しいかもしれない。

○
●

最初はでたらめでもいいから多くの人に参加してもらうことが大切。
ネットワークについては、セキュリティとフィルタリングの関係で無制限にするのは難
しい。

○
●

今まで探究活動を e ポートフォリオに落とし込んだりしているのか。
２年次生は iPad を持っているので、Google クラスルームを使っている。

○

生徒が取り組む活動を、効果的に問題なく蓄積して公開することで、生徒のモチベーシ

ョンの上昇や探究の加速につながる。
○ 赤磐市から来ている生徒が多いとのことだが、赤磐市の課題はなにか。
●

資料の 53 ページに記載しているとおり。

○

赤磐の課題はどうやって見つけ、誰に聞くのか。

●

コーディネーターは和気町に住んでいるため、和気町以外は弱い。備前市や赤磐市の地
域おこし協力隊にも週一で来てもらい連携が取れればよいとは考えている。もしくは、生
徒自身が課題を見つけることができるならやりやすい。

●
○
○

バスツアー等も検討していたが、コロナ禍で実施できなかったものもある。
人材は紹介することができる。
和気町で生まれた生徒から見た和気町の探究と、和気町以外で生まれた生徒から見た和
気町の探究では違ってきておもしろいのではないか。エリアを広げるのか広がったエリア
の子ども達が１つのエリアをどう見るのか、学校の方針一つで閑谷學をどう深めていくの

かが変わっていく。
● 備前市、赤磐市とエリアが広がることで、すぐに行ったり来たりできないことからやり
にくい部分もある。
○ 閑谷學にかけられる時間は決まっているのか
● 一単位が年間 39 時間。１・３年次生は１単位で２年次生は２単位。スーパーサイエンス
ハイスクールの学校で放課後に際限なく行う学校が出てくれば閑谷學を深める面では良い
ことではあるが、部活動をどうするのかといった問題も出てくる。
● コピペできないテーマを実際に現場に出て探究することが大切である。
● 授業的なもっていき方に比べ探究学習的な面での iPad の活用に関しては弱いところが
ある。G Suite を授業で使うために教員も努力しているが、探究学習での利用に関しては
そこまでの習熟度に教員が至っていない。
□ G Suite の使い方についてもどこまで制限かけるのかを協議する必要がある。実体験を
伴うことができる和気町をメインとして、備前市や赤磐市を調べるのであれば、行政とし

－107－

●
●

てのそれぞれの市町の違いを学ばせ、持続可能な町づくりを考えさせれば良い。
備前市が入ると海があるので、テーマは広がると感じている。
テーマの継続性も重要ある。

□

先輩のデータを活用することは重要である。１年で完結する研究では深い学びができな
い。

●

閑谷學では、学校から地域に出て行く時間は半日程度に限られるが、本校で新たに作ろ
うとしている地域協働探究では、生徒の住んでいる地域に近い企業で経験を積ませようと
いう考え方である。閑谷學単体では時間的な制約もあり難しい。令和３年度入学生からは、
地域協働探究を２年次に５単位、３年次に６単位とし、金曜日には丸一日地域に出て行く
ことを想定している。

●

普通科での想定は 60 人近くだが、県内外でもやったことがない規模で、彼ら全員にこの
体験をさせるためには内容と体制づくりなど準備に多くの時間がかかる。

○

大学でも同じようなことやっている。高校生であってもある程度の知識を教えてから送
り込まないと意味がない。必要なスキルを身に付け、その知識を使ってみないと効果がな
い。

○

インターシップの受け入れは受け入れる側も大変である。プログラムを一緒に作ってか
ら送り込むことが大切になる。統計や RESAS の知識を教えてから送り込むだけでも全然違
ってくる。情報を集計して分析する能力は今後絶対必要となる能力だ。

●

今は３か所ぐらいの事業所で回すことを想定している。深められる子もいれば、対人関

係能力の向上、視野の広がり等生徒によって感じられることは様々だと思っている。
○ 高校生にどこまでやらせるのかは検討する必要がある。
●

産学官連携部会でも、経済界の方から何でもかんでも生徒を送り込むのは無責任なので
はないかとお叱りを受けたが、あくまできっかけとして体験することに価値があるのでは
ないかと思っている。どこまでも善意に頼らざるを得ない中で、無責任かもしれないが、
そこでの化学反応を期待している。

●

トータルで３回経験できるため、最初は仕方ないと思っている。最終的には体験を経験

に変える力をつける授業になればいいと内々で話はしている。具体的には、２年次生の１
・２回目はまずは飛び込んでみて体験すること。３年次生になってその経験を活かせるよ
うな場にしていきたい。
○ 想定している３か所の事業所は、１・２回目と３回目で場所を変えるのか。同じところ
で継続するのか。
●

そこまでは想定できていない。町工場がある地域の工業系の学校だったら本当に就職す
る場所で学校では学べない技術を習得することでデュアルの場となるが、本校の場合はあ
くまで視野広げとなる。
○ 受け入れ先からの求人はあるのか。
● 企業により様々だ。
□ 矢掛高校が「やかげ学」をスタートしたときは、商業科と普通科が合併した後の混沌と
した状況下で、国公立大学を目指すか資格を取って就職に活かそうとする子が半分、目的
意識がなく勉強が嫌いで卒業後の進路が明確でない子が半分いた。目的意識のない層をど
うするかと考えたときに、学校外に出して活動させるやかげ学を立ち上げた。事業所とし
ても目的意識のない子に仕事を任せることできないため、普段からそこの事業所で困って
いることをやらせて欲しいとお願いするところからスタートした。インターンシップでは、
２～８割の仕事を見せてとお願いする場合もあるが、それでは事業所の負担増加に繋がり、
受け入れの継続が難しい。そこで、コピーや掃除等の、手放しで任せられるが事業所を継
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続していく上で必要な仕事を、責任もって任せてほしいと伝えた。また、複数の生徒を同
一の事業所に配置し、誰かが休むと残りの人間が困る状況を作ることは、責任感を感じさ
せる上でも効果があった。事業所からも本来職員がやらなければならない業務を高校生が
やってくれるため喜ばれる。高校生にとっても普段感謝される経験をほとんどしていない
ため、やりがいを感じることができる。地域協働探究を導入する初期の段階では、ハード
ルを下げて事業所にとってもプラスになる手法を取らなければ継続していかない。
●

本校のウリの１つである iPad や chromebook を持っていることを活かして、体験した企
業の良いところをまとめて外に発信することで本人たちの学びにもなり、企業にとっても
外に発信していく手がかりやきっかけになるのではないかと思っている。

○

私も「岡山の素敵を発信する」という授業をしていて、学生が人に会い、その魅力を伝
えるエッセイを書く。人材発掘からアポ取り、ホームページでの発信までやらせている。
責任も持たせることで一生懸命努力する。

【第２回運営指導委員会】

※

新型コロナウイルス感染症の影響により、書面会議

（１）会議日程
令和３年２月５日（金）～３月上旬
（２）書面会議対象者
運営指導委員（石原達也、岡山一郎、神崎浩二、草野浩一、徳岡卓也、前田芳男）
（３）内 容
本事業における取組について、次の項目別に意見聴取
（各教科・科目、地域協働探究、閑谷學、課外活動、支援体制、その他）
（４）運営指導委員からの感想、指導助言（R3.2 月時点）
・教員の理解や納得を深めるための機会設定やコーディネーターや教頭との個別面談、ワ
ークショップなどによる内部の理解浸透の取組が必要ではないか。（各教科・科目）
・地域学など、和気閑谷高校の目指す教育について、１年次生のときからよく説明したり、
先輩の活動や助言に触れたりする機会を作ることが大事。（各教科・科目）
・学校でもルーブリックをインタラクティブに活用できればよい。（各教科・科目）
・和気町内を重点に据えつつも周辺自治体の企業にも広げることで業種を拡大し、実業高
校ではないからこその在り方を提示していくこともよいのではないか。（地域協働探究）
・就業している卒業生から、地元就職して感じていること、後輩へのアドバイス等、在校
生への情報提供の場の確保や、卒業生が就業している企業への訪問の機会を設けるなど
を検討してはどうか。（地域協働探究）
・地域学で地域課題の解決を考えて発表するだけでなく、実際の行政に反映するところま
でいけば、熟度も上がるし、主権者教育にも直結するのではないか。（閑谷學）
・地域課題は、できるだけ実際に直面するものに近づいていけたらいい。（閑谷學）
・費用面については、地元企業に協力をお願するなどして、和気閑谷高等学校協力会のよ
うな継続的な組織ができないだろうか。（閑谷學）
・「聞き書き」は地域の資源を残していく意味で重要な行為。note などのサービスを活用
しインターネット上に公開していくことも広がりになるのではないか。（課外活動）
・聞き書きは、高校生とって最もよい地域学活動の１つと思う。課外活動の柱にすれば理
想的である。（課外活動）
・多くの人数が関わることによるメリット・デメリットがあると思われ、適正な人数、体
制はどういったものか検討する必要がある。（支援体制）
・外部との連携に ICT などを利活用することを検討してはどうか。（支援体制）
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