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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

これまでの３年間、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）」の指定を受けて、魅力あるカリキュラムづくりと、それを実現する地域との協働体制づくりに
取り組んでまいりました。
本校の社会的役割（スクール・ミッション）には、第一に外部の様々な資源の活用も行いながら、
質の高い教育を通して、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や進
路を切り開いていく力を育む「高校教育の機能」、第二に本校が地域コミュニティの拠点の一つで
あることにより、高校生と地域住民等が協働してまちづくりに取り組んだり、次代の担い手を育成
したりするなどの「地域活性化（創生）の機能」があります。この両輪を回し、持続可能な地域と
学校づくりに取り組んでいきたいと思います。
本年度、本県では全県立高校が三つの方針（スクール・ポリシー）を定め、ホームページに公表
しています。この方針は、スクール・ミッションに基づき、高校教育の入学者選抜時から卒業時ま
での教育活動を一貫した体系的なものに再構成するとともに、教育活動の継続性を担保するために
作成するものです。
本校では方針作成に当たり、学校運営協議会委員からの意見聴取、生徒へのアンケート実施及び
生徒会代表生徒と教員の意見交換などを行いました。グラデュエーション・ポリシーは、校訓や学
校教育目標とも関連づけて、
・幅広い知識・教養を身に付け、自身の成長を目指し、何事にも挑み続ける生徒
・探究心を持ち、持続可能な地域社会の実現に向け積極的に行動できる生徒
・「恕」（思いやり）の心を持ち、自分と他者の良さを認め、互いに高め合える生徒
としました。
そのために学校では、カリキュラム・ポリシーに基づき、
「何を学ぶか（学びの内容）
」と「どの
ように学ぶか（学びの方法）」の両面から教育課程を組み立て、環境を整え、日々の教育活動を行い
ます。地域を学びのフィールドとして行う総合的な探究の時間「閑谷學」や新たな学校設定教科・
科目「地域協働探究」の推進、またこれまでの授業形態に組み合わせて、授業や家庭学習に新たな
意味と可能性を見いだし、生徒の自学共習を促進する一人一台端末活用の推進、さらに教育課程外
での地域行事やボランティア活動への生徒の積極的な参画機会の創出に努めるとともに、教職員に
よる地元小中学校や地域の取組への一層の理解と連携に努めていきたいと思います。
また、その教育活動をよりよいもの、本校ならではの特色・魅力あるものとなるよう、和気町及
び隣接する備前市や赤磐市の関係者等を委員とした学校運営協議会を中心に、地元の和気町から派
遣されている複数の支援職員が教職員との連携・分担のもとコーディネートに当たり、対話と改善
を通じて取組を進めていきたいと思います。
そしてこれから本校の教育を受ける中学生とその保護者には、アドミッション・ポリシーを入学
時点で求めるメッセージとして表しています。学校選択の時の判断基準や入学に向けた目標となる
よう、わかりやすい情報提供に努めたいと思います。
本報告書は３年間の研究成果をとりまとめたものです。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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Ⅰ

概要

１

学校概要

１

校訓
誠実・勤勉

自主・自律

敬愛・協調

２

本校が目指す学校像
・閑谷学校の歴史と精神を受け継ぎ、和気町・備前市・赤磐市等の関係者からなる学校運営協
議会（コミュニティ･スクール）をもとに、学校と地域が「よりよい学校教育を通じてよりよ
い社会（地域）を創る」という⽬標を共有し、協働して、⽣徒⼀⼈⼀⼈の確かな成⻑と持続
可能な社会の創り手を育むとともに、地域の活性化と人材育成に向けた地域コミュニティの
核としての役割を果たす。
・論語教育、地域の課題解決などに挑む探究学習「閑谷學」や、ユネスコスクールとしてのボ
ランティア活動や社会貢献活動など、特色ある教育実践を通じて、地域と協働して課題を探
究し、進路を切り拓き、社会（地域）を創ることのできる人材を育成する。

３

教育目標
(1) 誠実な心をもって最善を尽くし、学力と教養を深めよう
(2) 自らを律し、主体的に考え、課題を発見し探究する人になろう
(3) 自他を敬愛し、心を開いてコミュニケーションのできる「恕」の心を育もう

４ 具体的な目標
(1)【学びの質の更なる向上】
①ICT の積極的な活用により、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現に取り組み、生
徒の学力向上を図る。
②探究活動や体験活動、多面的な評価を通して、生徒の自己の在り方生き方を考え、学習意欲
や地域貢献への意欲の向上を図るとともに、資質・能力をバランスよく育成する。
（知識・技能） 基礎的な知識・技能の習得を徹底し、実社会で活用できるようにする。
（思考力・判断力・表現力等） 授業や特別活動、部活動で主体的・対話的で深い学びの視点
に基づいた探究的な学びを充実させ、生徒自らが主体性を持って取り組めるようにする。
（学びに向かう力・人間性等） 体験を増やし、チャレンジし、失敗に学ぶことも含め、豊か
でたくましい心と規範意識・社会性を身につける。
(2)【地域との協働体制づくり】
①学校運営協議会等の運営とコーディネーターの配置を通して、学校と地域の持続発展に向け
た計画的・持続的な連携・協働体制を構築する。
②地域と連携した活動の機会（ボランティア活動や社会貢献活動、地域行事への参画、小中学
生との交流等）の創出と、活動を支援する仕組みを作る。
(3)【生徒募集活動の充実】本校の教育内容と成果を積極的に発信するとともに、記念会館への寄
宿機能の設置など県外生徒等の受入環境を整備する。
(4)【働き方改革の推進】社会人としての在り方生き方を率先垂範すべくスマートな働き方を心掛
ける。従来かけていた時間の組織的な検証・再分配に取り組み、時間を生み出す。
５

設置学科および生徒数（令和３年 5 月 1 日現在）
学科

普通科

キャリア探求科

合計

男

女

計(定員)

男

女

計(定員)

男

女

計(定員)

１年

30

27

57(80)

17

13

30(40)

47

40

87(120)

２年

27

32

59(80)

7

29

36(40)

34

61

95(120)

３年

34

41

75(80)

21

17

38(40)

55

58

113(120)

計

91

100

191(240)

45

59

104(120)

136

159

295(360)
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大学教員など
から指導を受けら
れる体制を構築
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�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

育む7つのチカラ

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

・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

・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

考える力

これからチャレンジしたいこと

職業とつなぐ力

・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

自分を理解する力

・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

岡山県立和気閑谷高等学校

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

２
研究開発概念図

３

令和３年度研究開発実施計画書
令和３年１月２７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

２

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 藤岡 隆幸
類型
地域魅力化型
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４年３月３１日

６ 令和３年度の研究開発実施計画
（ア）各教科・科目における地域協働カリキュラム
・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し、実践する。
・学力向上に関する研究協議会を公開する。
・教員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。
（イ）地域協働デュアルシステムカリキュラム
・学校設定教科・科目「地域協働探究」を開講し、地域の事業所において通年の長期就
業体験実習等を実施する。
・令和４年度以降の普通科協働探究系新教育課程における「地域協働探究」のシラバス
－5－

及び年間指導計画、評価規準、教材を作成する。
（ウ）総合的な探究の時間における地域協働カリキュラム
・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。
・１年次前期：外部人材を活用しながら探究手法を学ぶ過程を充実させる。
・１年次後期〜２年次前期：「健康、教育、歴史文化、ビジネス、自然科学」の分野別
に地域課題に関わるグループ探究を行う。テーマごとに専門家等からの指導を受け、
２市１町での実践を通して課題を深める。７月に探究学習発表会を実施し公開する。
・２年次後期〜３年次前期：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、企業から情報収集し、SDGs の達成
を意識した探究活動を行う。７月に探究学習発表会を実施し公開する。
・３年次後期：個人探究の内容を論文形式でまとめ、卒業探究論文集を作成する。
（エ）各教科・科目等と連動する課外活動
・これまで継続しているボランティア活動や地域との交流活動に加え、地域から要請の
あった様々な活動に積極的に参加する。
・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（オンライン開催も
含む）に生徒を派遣する。
（オ）（ア）～（エ）を支援する体制の構築
・コンソーシアム（＝学校運営協議会）を年３回程度、各部会を年３回程度開催する。ま
た、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。
・管理機関においては、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、探究フォーラムを開催する。
・指定最終年度のため、生徒による本事業の研究成果発表会（運営指導委員会と兼ねる）
を公開する。
・学校ホームページに本研究開発専用のサイトを開設し、情報発信を充実させる。
＜添付資料＞
目標設定シート、令和３年度在籍生徒の教育課程表、学校設定教科・科目の設定に関する説明資料
７

事業実施体制
課題項目
７つのチカラ育成の年間計画
・長期ルーブリックの再検討
学力向上に関する研究協議会
パフォーマンス課題の実践報告

実施場所
校内
校内
校内
本校ホームページ

学校設定教科・科目「地域協働探究」 校内外
総合的な探究の時間「閑谷學」
探究学習発表会

校内外
校内

近隣高校等との探究学習交流

校内外

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
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
地域協働事業成果発表会
本研究開発専用のサイト開設

校内
校内
校内
県庁等
校内
校内
本校ホームページ
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事業担当責任者
教務課研究開発室
各教科主任
教務課研究開発室
各教科・科目担当者
教育課程検討委員会
産学官連携部会主担当者
各年次閑谷學担当者
閑谷學・ＬＨＲ委員会
企画主任
ユネスコスクール係
企画委員会
企画主任
各部会主担当者
県教育庁高校教育課
県教育庁高校教育課
地域協働推進プロジェクト委員会

教務課情報・広報担当係

運営指導委員会の体制
氏名
石原 達也
岡山 一郎
神崎 浩二
草野 浩一
徳岡 卓也

前田 芳男

所属・職

備考
〔学識経験者〕
岡山ＮＰＯセンター 代表理事
地域における社会貢献活動の手法の知見
〔学識経験者〕
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
〔学識経験者〕
岡山県経済団体連絡協議会
産業界が高等学校に求める教育の
事務局長
在り方に関する知見
岡山県総合政策局
〔関係行政機関の職員〕
地方創生推進室長
地方創生に関する県行政からの知見
〔学校教育に専門的知識を有する者〕
ベネッセコーポレーション
全国における地域との協働による
学校カンパニー 西日本教育支援
教育活動や教科横断的な学習の手
推進部 中四国支社長
法に関する知見
〔学識経験者〕
東海大学経営学部観光ビジネス学科
地域との協働による教育活動の手
教授 ※令和３年度から就任予定
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（＝学校運営協議会）の体制
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・土井原 康文
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・藤岡 隆幸
和気閑谷高等学校ＰＴＡ
会 長・國塩 尚志
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
松穂 葵
亜花音
地域協働学習実施支援員
山本
和 気 町 地 域 お こ し 常勤
協力隊・支援職員
地域協働学習実施支援員
松穂 亜花音
和 気 町 地 域 お こ し 常勤
８ 課題項目別実施期間
協力隊・支援職員
実施期間（契約日 ～ 令和４年３月３１日）
業務項目
８ 課題項目別実施期間
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
実施期間（契約日 ～ 令和４年３月３１日）
７ つ の業務項目
チ カ ラ 育 成 シラバス・単元配列表
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
作成
実施・検証
の年間計画
７ つ の チ カ ラ 育 成 シラバス・単元配列表
学力向上に関する
作成
実施・検証
○
○
○
の年間計画
研究協議会
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学力向上に関する

○

研究協議会

○

パフォーマンス課

掲載

実践

題の実践報告

○

学校設定教科・科目

実施

「地域協働探究」

新教育課程に向けて事前協議

・２年次生「就業体

○

験実習」

○

○

１年次生閑谷學
・探究手法を学ぶ

ミニ探究実践

・グループ探究

テーマ設定

実践

テーマ設定

実践

２年次生閑谷學
・グループ探究

実践

・個人探究
３年次生閑谷學
・個人探究

実践

・卒業探究論文集

完成

執筆

○

○

探究学習発表会

(１・２年次中間発表)

(２・３年次探究学習発表会)

近隣高校等との

○

探究学習交流

○

○

○

○

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
県内先進実践校との
連携・協力体制の構築

○
○

隔週程度で開催

○

運営指導委員会

○
○

○

地域協働事業成果

○

発表会
本研究開発専用の
随時更新

サイト開設

９
10
11

知的財産権の帰属（プロフェッショナル型のみ）
再委託の有無 再委託業務の有無 有・無
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
氏 名 神田 慶太
職 名 主任

ＴＥＬ 086-226-7578
ＦＡＸ 086-224-2535
e-mail kanri-koukou@pref.okayama.lg.jp
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Ⅱ

３年間の総括と今後の計画
３年間の総括

１

３年間を振り返って
総括

●研究開発開始以前の地域協働
本校は、キャリア探求科で開設されている専門科目での実習や、活発なボランティア活
動によって生徒が地域と関わる機会が比較的多い環境にあった。町行政との連携は平成 25
年度、和気町役場職員からの働きかけが始まった。町と合同で高校と地域の連携に関する
職員研修を行い、翌春から町派遣の支援職員（コーディネーター）が職員室に常駐するこ
ととなった。
平成 26 年度には、全 HR 教室に単焦点プロジェクタとスクリーンが配置され、ICT の活
用とともに、「学習目標の明示」と「振り返りの実施」、外部講師による研修などの授業
改善の取り組みが加速。同時に、総合的な学習の時間「閑谷學」を、進路探究を中心とし
たものから地域課題に取り組む学習にリニューアルした。
翌 27 年度には評議委員に加え魅力化推進委員を加えた魅力化推進協議会が発足し、本
校のあり方を地域の関係者とともに構想することを始めている。また、この頃から部活動
や閑谷學の実践の場として、和気町内でのイベントの一部を生徒が企画・運営するといっ
たことが行われるようになった。本校の研究開発計画には以上のような下地がある。
たことが行われるようになった。本校の研究開発は、以上の下地の上に計画されている。

●３年間の研究開発計画
●３年間の研究開発計
令和元年度からの３年間、「『恕』の精神を持って地域と協働する探究人の包括的育成」
をテーマに掲げ、３つの柱である「各教科・科目」「総合的な探究の時間『閑谷學』」「課
外活動」を通して７つのチカラを育むカリキュラムづくりに取り組んだ。
各教科・科目では主体的な学習者の育成を目指す、長期ルーブリックの策定とパフォー
マンス課題の実践、授業改善に向けた研究会の開催（計画（ア））、新しい学校設定教科
科目である「地域協働探究」のカリキュラムづくり（計画（イ））を計画。閑谷學では、
より多くの大学や地域関係者に関わってもらえるカリキュラムづくり（計画（ウ））を通
して、探究の質の向上に加え、地域関係者の変容も目指した。また、教科・科目・閑谷學
して、探究の質向上に加え、地域関係者の変容も目指した。また、教科・科目・閑谷學の
の発展、実践の場として、課外活動の機会を積極的に活用することとし（計画（エ））、
発展、実践の場として、課外活動の機会を積極的に活用することとし（計画（エ））、こ
ここでも地域関係者にも影響を与えることを企図した。
こでも地域関係者にも影響を与えることを企図した。
さらに、上記（ア）～（エ）を支える持続可能な体制の構築（計画（オ））を研究開発
計画に加えた。本校にとっての地域を和気町だけでなく備前市、赤磐市を加えた２市１町
と再定義し、関係者によるコンソーシアムとしての学校運営協議会を設置してコミュニテ
と再定義し、関係者によるコンソーシアムを構築し、学校運営協議会を設置してコミュニ
ィ・スクールへと移行し、研究開発終了後も協働して持続的な学校づくりと地域づくりに
ティスクールへと移行し、研究開発終了後も協働して持続的な学校づくりと地域づくりに
取り組み続けることがそのゴールである。
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●成果と課題
●総評
研究開発計画（ア）～（オ）それぞれの実施状況、成果、課題、今後については次項に
研究開発計画（ア）～（オ）それぞれの実施状況、成果、課題、今後については事項に
詳細を記すこととし、ここでは３年間の取組による生徒の成長と、本校の今後の課題につ
詳細を記すこととし、ここでは３年間の取り組みによる生徒の成長と、本校の今後の課題
いて述べる。
について述べる。
３年間の事業の大きな成果は、地域との新たな繋がりが生まれ、さらに深まったことだ。
２市１町を中心としたコンソーシアムとしての学校運営協議会の設置や、コーディネータ
ーの配置支援をしてもらうことで、地域の様々な資源とつながるカリキュラムづくりを行
ーの配置支援をしてもらうことで、地域の様々な資源とつながる魅力的なカリキュラムづ
うことができた。
くりを行うことができた。
その結果、生徒の主体性・自己肯定感の上昇がアンケート結果からも見られる。毎年、
探究学習発表会後に行っている「７つのチカラアンケート」で、現３年次生の１年次から
３年次までの結果で特に向上したものとして、「やるべきことや問題があるとき、今の自
３年次までの結果で特に推移があったものとして、「やるべきことや問題があるとき、今
分の状況を分析する」「実行した後は、それが確実にできたかを見直し、改善する」「よ
の自分の状況を分析する」「実行した後は、それが確実にできたかを見直し、改善する」
りよ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」「自分の考えや気持ち
「よりよ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」「自分の考えや気
をうまく表現できる」「人に対して、自分から働きかけて、理解や協力を得る」が挙げら
持ちをうまく表現できる」「人に対して、自分から働きかけて、理解や協力を得る」が挙
れる。
げられる。
これらの項目は、概ね自らの働きかけによるものであり、その伸びは、日々の本校での
学校生活をはじめ、地域との関わりをベースとした「閑谷學」での主体的（能動的）な学
学校生活をはじめ、地域との関わりをベースとした「地域学」での主体的（能動的）な学
びが大きく影響しているものと思われる。また、本事業で行った「高校魅力化評価システ
ム」のうち現３年次生の３年間の推移で特に変化があったものとして、主体性に関わる項
ム」の結果からも、現３年次生の３年間の推移で特に変化があったものとして、主体性に
目の伸びが顕著に表れており、自己肯定感も高まっていると言える。
関わる項目の伸びが顕著に表れ、自己肯定感も高まっていると言える。
その一方で、課題は「活動の持続可能性」である。組織体制についてはコンソーシアム
その一方で、課題は「活動の持続可能性」である。コンソーシアムをさらに有機的に運
をさらに有機的に運営することや、コーディネーターの雇用の維持、関わりの強化が必要
営することや、コーディネーターの雇用の維持、関わりの強化を行い、魅力的なカリキュ
だ。また、魅力的なカリキュラムの継続・改善をはかって、地域・学校・生徒・保護者な
ラムの継続・改善をはかって、地域・学校・生徒・保護者などステークホルダー全体の満
どステークホルダー全体の満足度を向上させていく必要がある。
足度を向上させていく必要がある。
本校では、生徒数の減少という小規模校が抱える問題にも直面しており、本校で学ぶこ
との魅力を地域にどう伝えていくかも課題となっている。コンソーシアムを核に、学校と
地域が一体となり、まずは現在在学中の生徒たちの生き生きとした学びと進路保障に尽力
し、本校が地域にとってなくてはならない学校であるという証明を生徒の姿から発信して
いきたいと考えている。
この３年間の事業指定で挑戦したことをこれからに生かし、より地域に密接した活動を
この３年間の事業指定で挑戦させていただいたことをこれからに生かし、より地域に密
続けて、地域ニーズを反映した、選ばれる学校にしていきたい。
接した活動を続けて、地域ニーズを反映した、選ばれる学校にしていきたい。
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２

５つの研究開発項目総括

（ア）各教科・科目における地域協働カリキュラム
【仮説】
各教科の単元と「７つのチカラ」をつなげた長期ルーブリックで身につけるべき資質・
能力の到達点とその評価規準を生徒と教師が共有し、教科横断的なパフォーマンス課題の
設定、地元の特長的な教育資源の活用、地元企業と連携した実習や本物に触れる体験を取
り入れた単元開発により主体的な学習者を育成することができる。

●計画と実施状況
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
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
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
を学校全体で共通理解し、実践する。
の計画を学校全体で共通理解し、実践する。



Ｒ１：長期ルーブリックを作成。Ｒ２：全生徒の端末へ配布して、振り返りなどに
Ｒ１：長期ルーブリックを作成。Ｒ２：全生徒の端末へ配布して、振り返りな
活用を開始。Ｒ３：長期ルーブリックをもとに単元ルーブリックを作成し評価を
どに活用を開始。Ｒ３：長期ルーブリックをもとに単元ルーブリックを作成し
行っている教職員が、Ｒ２の３割からＲ３は６割弱に増加。
評価を行っている教職員が、Ｒ２の３割からＲ３は６割弱に増加。

学力向上に関する研究協議会を公開する。
・ 学力向上に関する研究協議会を公開する。



以下を公開した。Ｒ１：６･11・１月に学力向上評価委員会開催、テーマは「一人
以下を公開した。
Ｒ１： ６･11・１月に学力向上評価委員会開催、テーマは「一人
ひとりをいかす教室づくり」。Ｒ２：11
Ｒ２： 11 月に研究授業及び研究協議会を実施、テ
ひとりをいかす教室づくり」。
ーマは「生徒同士のつながりを大切にする教室づくり」。Ｒ３：11
Ｒ３： 11 月に研究授業
ーマは「生徒同士のつながりを大切にする教室づくり」。
及び研究協議会を実施、テーマは「ICT 活用」。

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。
・ 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。



全員が公開には至らなかったが、Ｒ１：33 件、Ｒ２：29
件(２月末
全員が公開には至らなかったが、Ｒ１：33
件、Ｒ２：29件、Ｒ３：28
件、Ｒ３：28
件(１月
現在)を本校のウェブサイトに公開した。
本校のウェブサイトに公開した。
末現在)を

●成果
・教科横断型の授業、パフォーマンス課題ともに７割以上が実施（Ｒ３「授業工夫アンケ
・教科横断型の授業、パフォーマンス課題ともに７割以上が実施（Ｒ３「授業工夫アン
ート」より）。授業の質向上が計られている。
ケート」より）。授業の質向上が計られている。
・現３年次生の３年間の推移では、主体性に関わる項目の伸びが顕著に表れ、自己肯定感
・現３年次生の３年間の推移では、主体性に関わる項目の伸びが顕著に表れ、自己肯
も高まっている（「高校魅力化評価システム」より）。
定感も高まっている（「高校魅力化評価システム」より）。

●課題
・身につけるべき資質・能力（＝７つのチカラ）の到達点を生徒教師が共有することで生
・身につけるべき資質・能力（＝７つのチカラ）の到達点を生徒教師が共有することで
徒が主体的な学習者となることを狙いとして長期ルーブリックを作成したが、生徒と共
生徒が主体的な学習者となることを狙いとして長期ルーブリックを作成したが、生
有し全員が使えるものとして定着するまでには至っていない。生徒が主体的に活用でき
徒と共有し全員が使えるものとして定着するまでには至っていない。生徒が主体的
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る手だてが必要である。
に活用できる手だてが必要である。

●計画と目標設定は適切だったか
・「地元の特長的な教育資源の活用、地元企業と連携した実習や本物に触れる体験を取り
・「
地元の特長的な教育資源の活用、地元企業と連携した実習や本物に触れる体験を取り
入れた単元開発」について、「閑谷學」、「地域協働探究」以外にも商業科目等で多数
入れた単元開発 」について、「閑谷學」、「地域協働探究」以外にも商業科目等で多
の実践があるが、検証計画がなくデータを基にした検討がなされていない。
数の実践があるが、検証計画がなくデータを基にした検討がなされていない。
・育てるべき資質能力として設定した「７つのチカラ」は、本校の目指す生徒像を教員が
・育てるべき資質能力として設定した「７つのチカラ」は、本校の目指す生徒像を教員
検討して設定したものではなく、大阪府教育委員会が平成
23 年に公開した指標を活用
が検討して設定したものではなく、大阪府教育委員会が平成
23 年に公開した指標を
しており、本校の身につけさせたい力とのずれが生じてきた。
活用しており、本校の身につけさせたい力とのずれが生じてきた。

●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
・長期ルーブリックを基にした単元ルーブリック：引き続きブラッシュアップと浸透を図
・長期ルーブリックを基にした単元ルーブリック：引き続きブラッシュアップと浸透
る。
を図る。
・パフォーマンス課題の実践報告書公開：全員の取組は今年度で終了する。
・パフォーマンス課題の実践報告書公開：今年度のような形での全員の取組は終了する。
・パフォーマンス課題の実践報告書公開：全員の取組は今年度で終了する。
・学力向上に関する研究協議会：高旗浩志氏に引き続き指導を依頼し、授業改善・学力向
・学力向上に関する研究協議会：高旗浩志氏に引き続き指導を依頼し、授業改善・学力
上に取り組み続ける。
向上に取り組み続ける。
・地元の特長的な教育資源の活用、地元企業と連携した実習や本物に触れる体験を取り入
地元の特長的な教育資源の活用、地元企業と連携した実習や本物に触れる体験を取り入
・
れた単元開発：地域協働探究、閑谷學では引き続き単元開発に取り組み、その他教科・
科目については商業科目等との教科横断型授業をはじめ、適宜取り入れていく。
・育てる資質・能力と評価指標：見直しを行い「７つのチカラ」以外の指標を検討する。
・育てる資質・能力と評価指標：見直しを行い「７つのチカラ」以外の指標を検討す

る。

（イ） 地域協働デュアルシステムカリキュラム
（イ） 地域協働デュアルシステムカリキュラム
【仮説】
２年次の夏・冬・春に各５日間の就業体験実習を行い、３年次に学校設定教科「地域協
【仮説】
働探究」を設定するデュアルシステムカリキュラムの開発により、求められる力への理解
２年次の夏・冬・春に各５日間の就業体験実習を行い、３年次に学校設定教科「地域協
や職業意識を深め、７つのチカラを向上させる意欲を引き出し、進路目標を自覚し、将来
働探究」を設定するデュアルシステムカリキュラムの開発により、求められる力への理解
の職業を自らの意志と責任で選択する生徒を育成することができる。
や職業意識を深め、７つのチカラを向上させる意欲を引き出し、進路目標を自覚し、将来
の職業を自らの意志と責任で選択する生徒を育成することができる。
●計画と実施状況
・学校設定教科・科目「地域協働探究」を開講し、地域の事業所において通年の長期就
●計画と実施状況
業体験実習等を実施する。
・学校設定教科・科目「地域協働探究」を開講し、地域の事業所において通年の長期就
 Ｒ１：開講準備、地域の協力事業所の開拓を開始。Ｒ２：引き続き準備および事業
業体験実習等を実施する。



所開拓。また、２、３月に次年度履修予定者が５日間ずつの就業体験実習を行った。
Ｒ１：開講準備、地域の協力事業所の開拓を開始。Ｒ２：引き続き準備および事
Ｒ３：開講。新教育課程への移行措置期間として、学科を問わず３年次就職希望者
業所開拓。また、２、３月に次年度履修予定者が５日間ずつの就業体験実習を行
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の中から 13 名が受講。全６回の長期就業体験実習（コロナの影響で、うち２回は校
った。Ｒ３：開講。新教育課程への移行措置期間として、学科を問わず３年次就
内での就業体験）を実施すると同時に、プロジェクトに取り組んだ。
職希望者の中から
13 名が受講。全６回の長期就業体験実習（コロナの影響で、
・令和４年度以降の普通科協働探究系新教育課程における「地域協働探究α・β」のシラ
うち２回は校内での就業体験）を実施すると同時に、プロジェクトに取り組んだ。
バス及び年間指導計画、評価規準、教材を作成する。
・令和４年度以降の普通科協働探究系新教育課程における「地域協働探究α・β」のシ
 Ｒ１：カリキュラム作成を開始。Ｒ２：シラバスおよび年間指導計画の作成。「体
ラバス及び年間指導計画、評価規準、教材を作成する。



験を経験に変える力をつける」というコンセプトが固まった。Ｒ３：Ｒ４以降に開
Ｒ１：カリキュラム作成を開始。
Ｒ２：シラバスおよび年間指導計画の作成。
「体
講する「地域協働探究α・β（６単位）」の試行として「地域協働探究（２単位）」
験を経験に変える力をつける」というコンセプトが固まった。Ｒ３：Ｒ４以降に
を開講。開設計画書及びシラバスを作成、授業を行いながら教材を作成。
開講する「地域協働探究α・β（６単位）」の試行として「地域協働探究（２単

位）」を開講。開設計画書及びシラバスを作成、授業を行いながら教材を作成。
●成果
・地域との関係性：受け入れ事業所が拡大し、地域の関係者の理解が広がった。
●成果
・生徒の意識：実習において必ず事業所の方との対話（インタビュー）の時間を設けたこ
・地域との関係性：受け入れ事業所が拡大し、地域の関係者の理解が広がった。
とで、視野の拡大がみられた。就職の採用選考において、受講者は他と比べて順調に決
・生徒の意識：実習において必ず事業所の方との対話（インタビュー）の時間を設けた
定する傾向があった。
ことで、視野の拡大がみられた。就職の採用選考において、受講者は他と比べて順調
・生徒の資質能力の伸び：教員が問いかけながら振り返りをするスタイルから、段階的に
に決定する傾向があった。
生徒自身がファシリテートできるよう問いかけの仕方等を指導し、生徒同士でもお互い
・生徒の資質能力の伸び：教員が問いかけながら振り返りをするスタイルから、段階
に問いかけ合い、言語化（体験を経験に変える）ができるようになった。
的に生徒自身がファシリテートできるよう問いかけの仕方等を指導し、生徒同士で
・令和４年度からの「地域協働探究α」の開講準備が進んだ。
もお互いに問いかけ合い、言語化（体験を経験に変える）ができるようになった。

・令和４年度からの「地域協働探究α」の開講準備が進んだ。
●課題
・学校側がお願いする関係から、地域の関係者と理念を共有し「ともに育てる」関係を構
●課題
築し、持続可能な体制へと変容するまでには至っていない。
・学校側がお願いする関係から、地域の関係者と理念を共有し「ともに育てる」関係を

構築し、持続可能な体制へと変容するまでには至っていない。
●計画と目標設定は適切だったか
・当初の想定（２年次に実習、３年次に地域協働探究）よりも拡大したカリキュラム（２・
●計画と目標設定は適切だったか
３年次で地域協働探究α・β）となり、試行期間においても生徒の進路意識の深化や、
・当初の想定（２年次に実習、３年次に地域協働探究）よりも拡大したカリキュラム（２・
自己理解に基づく進路選択がみられたことから、適切であったと言える。
３年次で地域協働探究α・β）となり、試行期間においても生徒の進路意識の深化や、
自己理解に基づく進路選択がみられたことから、適切であったと言える。
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
・普通科協働探究系２・３年次の全員履修科目になり、単位数を増やして体験学習の時間
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
を確保する。
・普通科協働探究系２・３年次の全員履修科目になり、単位数を増やして体験学習の時間
・今年度コロナのため実施できなかった事業所の方を招いての発表会や社会人講話を開催
を確保する。
する。また、地域でのプロジェクト活動の内容を充実させる。
・今年度コロナのため実施できなかった事業所の方を招いての発表会や社会人講話を開催
・コロナに対応した体験機会の在り方を検討する（例：オンライン交流）
。
する。また、地域でのプロジェクト活動の内容を充実させる。
・コロナに対応した体験機会の在り方を検討する（例：オンライン交流）。
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（ウ）総合的な探究の時間における地域協働カリキュラム
（ウ）総合的な探究の時間における地域協働カリキュラム
【仮説】
探究学習の過程で生徒が大学関係者、地元企業・自治体の従業員・職員等から適宜直接
【仮説】
指導を受けられる体制を構築することで、探究の専門性や新規性が高まり、探究活動の質
探究学習の過程で生徒が大学関係者、地元企業・自治体の従業員・職員等から適宜直接
が深まるとともに、探究活動に関わる地域関係者の変容も期待できる。
指導を受けられる体制を構築することで、探究の専門性や新規性が高まり、探究活動の質
が深まるとともに、探究活動に関わる地域関係者の変容も期待できる。
●計画と実施状況
・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。
●計画と実施状況
・１年次前期（探究基礎）：外部人材を活用しながら探究手法を学ぶ過程を充実させる。
・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。
・１年次後期〜２年次前期（地域探究）：「健康、教育、歴史文化、ビジネス、自然科学」
・１年次前期（探究基礎）：外部人材を活用しながら探究手法を学ぶ過程を充実させる。
の分野別に地域課題に関わるグループ探究を行う。テーマごとに専門家等からの指導を
・１年次後期〜２年次前期（地域探究）：「健康、教育、歴史文化、ビジネス、自然科学」
受け、２市１町での実践を通して課題を深める。７月に探究学習発表会を実施し公開す
の分野別に地域課題に関わるグループ探究を行う。テーマごとに専門家等からの指導を
る。
受け、２市１町での実践を通して課題を深める。７月に探究学習発表会を実施し公開す
・２年次後期〜３年次前期（未来探究）：各自の進路分野について現状と理想の差を埋め
る。
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、企業から情報収集し、SDGs
・２年次後期〜３年次前期（未来探究）：各自の進路分野について現状と理想の差を埋め
の達成を意識した探究活動を行う。７月に探究学習発表会を実施し公開する。
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、企業から情報収集し、SDGs
・３年次後期（卒業論文）
：個人探究の内容を論文形式でまとめ、卒業探究論文集を作成す
の達成を意識した探究活動を行う。７月に探究学習発表会を実施し公開する。
る。
・３年次後期（卒業論文）
：個人探究の内容を論文形式でまとめ、卒業探究論文集を作成す
 すべて計画通り実施した。
る。



すべて計画通り実施した。

●成果
・令和元年度には、１年次探究基礎で大学教授から探究技法の講義を受け、２年次は「産
●成果
学官連携部会」を通して２市１町の方から地域課題についてレクチャーを受けるなど直
・令和元年度には、１年次探究基礎で大学教授から探究技法の講義を受け、２年次は
接指導を受ける体制ができた。
「産学官連携部会」を通して２市１町の方から地域課題についてレクチャーを受け
・令和２年度より、単元編成を「探究基礎（１年次前半）」「地域探究（１～２年次）」
るなど直接指導を受ける体制ができた。
「未来探究（２～３年次）」「卒業論文（３年次後半）」と学年またぎで行うものに変
・令和２年度より、単元編成を「探究基礎（１年次前半）」
「地域探究（１～２年次）」
更した。学年によるばらつきやテーマの継続性担保という課題が解消されつつある。
「未来探究（２～３年次）」「卒業論文（３年次後半）」と学年またぎで行うものに
・未来探究では、探究を通して自らの在り方生き方を考え進路につなげる流れができつつ
変更した。学年によるばらつきやテーマの継続性担保という課題が解消されつつあ
ある。
る。

・未来探究では、探究を通して自らの在り方生き方を考え進路につなげる流れができ
●課題
つつある。
・地域での実践を伴う探究は本校の特徴であり、ほぼすべての生徒が何らかの実践を行っ
ているが、アクションが地域を動かす例は稀である。「探究活動に関わる地域関係者の
●課題
変容」については、学校と地域が理念や目標を共有することと同時に、さらに深い関わ
・地域での実践を伴う探究は本校の特徴であり、ほぼすべての生徒が何らかの実践を
りが生まれるよう、コーディネーターの確保・活用を含め検討する必要がある。
行っているが、アクションが地域を動かす例は稀である。「探究活動に関わる地域関
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係者の変容」については、学校と地域が理念や目標を共有することと同時に、さらに
●計画と目標設定は適切だったか
深い関わりが生まれるよう、コーディネーターの確保・活用を含め検討する必要が
・研究者や地域の関係者から直接指導を受けることで「探究の専門性や新規性の高まり」
ある。
「探究活動の質の深まり」を目指すという仮説について、新規性があり、質の高い探究
を行った生徒たちが多く生まれるゼミには偏りがあったことから、外部に頼るのではな
●計画と目標設定は適切だったか
く教員集団側への手だてが重要であったと考えられる。
・研究者や地域の関係者から直接指導を受けることで
「探究の専門性や新規性の高まり」

「探究活動の質の深まり」を目指すという仮説について、新規性があり、質の高い探
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
究を行った生徒たちが多く生まれるゼミには偏りがあったことから、外部に頼るの
・閑谷學の３年間は学年またぎの４つの大単元（探究基礎～卒業論文）構成を続行する。
ではなく教員集団側への手だてが重要であったと考えられる。
・大学との連携については、学校として大学教員に授業実施を依頼することはしない。生
徒が、必要に応じて直接連絡を取り、協力を求めることを推奨する。
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
・閑谷學の３年間は学年またぎの４つの大単元（探究基礎～卒業論文）構成を続行する。
・大学との連携については、学校として大学教員に授業実施を依頼することはしない。生
徒が、必要に応じて直接連絡を取り、協力を求めることを推奨する。
（エ）各教科・科目等と連動する課外活動

【仮説】
各教科・科目での学びを生かし、総合的な探究の時間の情報収集や仮説検証の場として
（エ）各教科・科目等と連動する課外活動
活用することで、生徒の視野が拡大し、地域関係者が課題を再認識できる。

【仮説】
●計画と実施状況
各教科・科目での学びを生かし、総合的な探究の時間の情報収集や仮説検証の場と
・これまで継続しているボランティア活動や地域との交流活動に加え、地域から要請の
して活用することで、生徒の視野が拡大し、地域関係者が課題を再認識できる。
あった様々な活動に積極的に参加する。
 バンクギャラリープロジェクト、ワケタウンシネマ、和気駅前イルミネーションな
●計画と実施状況
ど、地域からの呼びかけに応じてプロジェクトに参加した。
・これまで継続しているボランティア活動や地域との交流活動に加え、地域から要請の
・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（オンライン開催も
あった様々な活動に積極的に参加する。
含む）に生徒を派遣する。
 バンクギャラリープロジェクト、ワケタウンシネマ、和気駅前イルミネーション


Ｒ１：11 回、Ｒ２：19 回、Ｒ３：22 回、と各目標４回（教員のみの派遣を含む目標
Ｒ１：16
など、地域からの呼びかけに応じてプロジェクトに参加した。

値）を上回る回数の派遣をした。
・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（オンライン開催も
含む）に生徒を派遣する。
●成果
 Ｒ１：11 回、Ｒ２：９回、Ｒ３：（年度末に集計予定）、と各目標４回（教員の
・総合的な探究の時間のテーマに基づき、小学校や町内施設で自らイベント等を開催する
みの派遣を含む目標値）を上回る回数の派遣をした。
生徒が多数生まれた。
●成果
●課題
・総合的な学習の時間のテーマに基づき、小学校や町内施設で自らイベント等を開催
・ボランティアや地域プロジェクトへの参加は、必ずしも総合的な探究の時間や教科科目
する生徒が多数生まれた。
と関連したものではない。参加・体験自体の価値はあり、結びつけるべきかどうかは検
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討の余地がある。
●課題

・ボランティアや地域プロジェクトへの参加は、必ずしも総合的な探究の時間や教科
●計画と目標設定は適切だったか
科目と関連したものではない。参加・体験自体の価値はあり、結びつけるべきかどう
・地域でのプロジェクトに参加した生徒の感想等から、視野の拡大がみられる。視野が拡
かは検討の余地がある。
大するだけでなく、生徒が自分自身の良さや価値観に気づく機会であり、また、地域関
係者が和気閑谷高校の良さに気づく機会となることへの視野が欠けていた。
●計画と目標設定は適切だったか

・地域でのプロジェクトに参加した生徒の感想等から、視野の拡大がみられる。視野
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
が拡大するだけでなく、生徒が自分自身の良さや価値観に気づく機会であり、また、
・引き続き、地域からの要望に応えた活動や、外部の発表会等に積極的に参加する生徒を
地域関係者が和気閑谷高校の良さに気づく機会となることへの視野が欠けていた。
増やす。
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
・引き続き、地域からの要望に応えた活動や、外部の発表会等に積極的に参加する生徒を
増やす。
（オ）（ア）～（エ）を支援する体制の構築

【仮説】
今後、主たる「地域」を和気町から２市１町に拡充することを想定したコンソーシアム
（オ）（ア）～（エ）を支援する体制の構築
（コミュニティ・スクールへ移行予定）を作り、多様な主体と協働する教育活動を、カリ
キュラム開発等専門家が支援職員、教職員や生徒とともに進める体制を構築することで、
【仮説】
本研究開発終了後も学校と地域とが持続的に関わる経験とノウハウの蓄積が期待できる。
今後、主たる「地域」を和気町から２市１町に拡充することを想定したコンソーシアム
（コミュニティ・スクールへ移行予定）を作り、多様な主体と協働する教育活動を、カリ
●計画と実施状況
キュラム開発等専門家が支援職員、教職員や生徒とともに進める体制を構築することで、
・コンソーシアム（＝学校運営協議会）を年３回程度、小中高接続・産学官連携・高大接
本研究開発終了後も学校と地域とが持続的に関わる経験とノウハウの蓄積が期待できる。
続の３部会を年３回程度開催する。
➤ほぼ計画通り実施した。
 ほぼ計画通り実施した。
●計画と実施状況
また、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
・コンソーシアム（＝学校運営協議会）を年３回程度、小中高接続・産学官連携・高大接
えながら連携先との連絡調整を行う。
続の３部会を年３回程度開催する。
➤連絡会は実施できていない。
 連絡会は実施できていない。
➤ほぼ計画通り実施した。
・管理機関においては、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
また、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
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。
えながら連携先との連絡調整を行う。
➤
県主催の連絡協議会、フォーラムともに各年１回実施した。
県主催の連絡協議会、フォーラムともに各年１回実施した。
➤連絡会は実施できていない。
・指定最終年度のため、生徒による本事業の研究成果発表会（運営指導委員会と兼ねる）
・管理機関においては、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
を公開する。
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。
➤Ｒ４年２月１日に実施した。
県主催の連絡協議会、フォーラムともに各年１回実施した。
Ｒ４年２月１日に実施した。
➤
・学校ホームページに本研究開発専用のサイトを開設し、情報発信を充実させる。
・指定最終年度のため、生徒による本事業の研究成果発表会（運営指導委員会と兼ねる）
➤Ｒ１に開設し、研究開発の概要、研究報告書を掲載している。
 Ｒ１に開設し、研究開発の概要、研究報告書を掲載している。
を公開する。

➤Ｒ４年２月１日に実施した。
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●成果
・学校ホームページに本研究開発専用のサイトを開設し、情報発信を充実させる。
・令和元年度よりコンソーシアムである学校運営協議会を設置し、岡山県立高等学校初の
➤Ｒ１に開設し、研究開発の概要、研究報告書を掲載している。
コミュニティ・スクールとなったことで、地域と協働した学校づくりの持続可能性が高
まった。
●成果
・「地域協働探究」では、地域との関係づくりにおいてはカリキュラム開発等専門家が教
・令和元年度よりコンソーシアムである学校運営協議会を設置し、岡山県立高等学校
職員とともにカリキュラム構築や授業実施をする体制が定着した。
初のコミュニティ・スクールとなったことで、地域と協働した学校づくりの持続可

能性が高まった。
●課題
・
「地域協働探究」では、地域との関係づくりにおいてはカリキュラム開発等専門家が
・年３回の４つの会議と
38 名の外部委員は、学校規模に対して大きすぎる組織であった。
教職員とともにカリキュラム構築や授業実施をする体制が定着した。
・コーディネーター（カリキュラム開発等専門家、地域協働学習実施支援員（支援職員）
等）の位置づけや職務要件の整備、雇用の確保（資金確保）が課題である。
●課題

・年３回の４つの会議と 38 名の外部委員は、学校規模に対して大きな組織であった。
●計画と目標設定は適切だったか
・コーディネーター（カリキュラム開発等専門家、地域協働学習実施支援員（支援職
・和気町から２市１町に広がりを持たせたことは、本校の取組を広域に知らせ、地域の人
員）等）の位置づけや職務要件の整備、雇用の確保（資金確保）が課題である。
脈をつくるのに有効であった。
・より実効性のある組織にするためには、部会を再構築する必要がある。
●計画と目標設定は適切だったか

・和気町から２市１町に広がりを持たせたことは、本校の取組を広域に知らせ、地域
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
の人脈をつくるのに有効であった。
・学校運営協議会：引き続き２市１町の関係者に委員を委嘱し、共に創る関係を深める。
・より実効性のある組織にするためには、部会を再構築する必要がある。
・部会：３部会は終了し、必要に応じた部会を組織する。
・コーディネーター：和気町に地域おこし協力隊および地方創生加速化交付金の予算措置
●次年度以降の計画（何を活かし、何をやめるか）
を要請し、配置を続行する計画である。
・学校運営協議会：引き続き２市１町の関係者に委員を委嘱し、共に創る関係を深める。
・部会：３部会は終了し、必要に応じた部会を組織する。
・コーディネーター：和気町に地域おこし協力隊および地方創生加速化交付金の予算措置
を要請し、配置を続行する計画である。
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Ⅲ

定性データの分析

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、
月下旬にアンケートの実施、集計を行った。
本校教職員、全校生徒、保護者に対し、11 月下旬に
Google フォームを利用しアンケート
以下、生徒、保護者、教職員のアンケート結果を示す。
の実施、集計を行った。以下、生徒、保護者、教職員のアンケート結果を示す。
学校生活への充実感を問う「No.１（生徒）No.１（保護者）No.３（教職員）」の経年
学校生活への充実感を問う「No.１（生徒）No.１（保護者）No.３（教員）」の経年変
変化をみるとすべて伸長しており、生徒、保護者、教職員にとって、本校が過ごしやすい
化をみるとすべて伸長しており、生徒、保護者、教員にとって、本校が過ごしやすい学校
学校に近づいていることがうかがえる。また、いじめ予防と早期発見についての項目
に近づいていることがうかがえる。また、いじめ予防と早期発見についての項目「No.４
に近づいていることがうかがえる。
「No.４（生徒）No.５（保護者）No.13（教職員）」も同様であり、学校が生徒にとって
（生徒）No.５（保護者）No.13（教員）」も同様であり、学校が生徒にとって安心・安全
いじめ予防と早期発見についての項目「No.４（生徒）No.５（保護者）No.13（教
安心・安全な場になってきていることもうかがうことができる。
な場になってきていることもうかがうことができる。
員）」も同様であり、学校が生徒にとって安心・安全な場になってきていることがうかが
生徒個々人に応じた指導や多面的評価について尋ねた「No.６、７、８（生徒）No.
生徒個々人に応じた指導や多面的評価について訊ねた「No.６、７、８（生徒）No.
える。
６、７、８（保護者）No.16、17、18（教職員）」は生徒、教員の９割以上、保護者の約
６、７、８（保護者）No.16、17、18（教員）」は生徒、教員の９割以上、保護者の約８
また、生徒個々人に応じた指導や多面的評価について訊ねた「No.６、７、８（生徒）
８割が肯定的評価をしており、生徒と教職員との学習活動に対する方向性がマッチしてき
割が肯定的評価をしており、生徒と教員との学習活動に対する方向性がマッチしてきてい
No.６、７、８（保護者）No.16、17、18（教員）」は生徒、教員の９割以上、保護者の約
ていると言える。
ると言えるのではないだろうか。
８割が肯定的評価をしており、生徒と教員との学習活動に対する方向性がマッチしてきて
生徒の回答では、これまで低かった項目（No.２、６、11、20）の肯定的数値が大幅に
ただし、多面的評価の実施については No.18（教員）の「よく当てはまる」の割合が前
いると言えるのではないか。
増え、過去最高値となった。これには、生徒の実態に即した課題の設定、端末の日常的活
年を下回っている。この低下は、本校における評価のあり方が、生徒の学力向上に十分反
ただし、多面的評価の実施については No.18（教員）の「よく当てはまる」の割合が前
用（ICT
教材の活用（ゲーム感覚での取り組みやすさ）、数学の反転学習（家庭学習を意
映されていないことへのジレンマの表れなのか、検証が必要である。
年を下回っている。この低下は、本校における評価のあり方が、生徒の学力向上に十分反
識させる）、毎授業時の振り返りなど）、家庭学習が十分でない生徒への面談や具体的声
以上のことから、「学習」に対する本校の方向性は、間違ってはいないが、それが、成
映されていないことへのジレンマの表れなのか、検証が必要だ。
かけの実施、様々な場面での褒める声かけの実施、部活動で指導できる教員が着任するこ
果（数値で測れる学力向上等）に表れていないところに、今後の、本校における課題があ
以上のことから、「学習」に対する本校の方向性は、間違ってはいないが、それが、成
とによる活性化などが考えられる。教職員の観察から、「生徒は授業に落ち着いて取り組
ると考える。
果（数値で測れる学力向上等）に表れていないところに、今後の、本校における課題があ
めている、課題の提出等に意欲が見られる、行動にメリハリが付いた、振り返りをすすん
ると考える。
で行っている」など変化を感じることができた。
教職員の回答では、過去２年間は、新型コロナへの対応による新たな業務負担もあり、
肯定的数値が下がったが、今年度は全般的に回復している。ただし、別途、全教職員のス
トレスチェック調査からは、全 26 項目中、職場の強み（上位５項目）として、「公正な
人事評価、上司の公正な態度、個人の尊重、多様な労働者への対応、失敗を認める職場」
となっており、全国平均値を大きく上回っている。一方、職場の弱み（下位５項目）は、
「情緒的負担、仕事の量的負担、ワークセルフバランス（ネガティブ）、仕事の質的負
担、役割葛藤」となっており、いずれも仕事の負担に関わるものである。仕事の負担や不
安を、周りの人間関係・相互支援で支えているといった状況があり、仕事の進め方や情報
共有を意識して改善を図りたい。
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７つのチカラアンケート結果

今年度においても、本校ではすべての教育活動をとおし、７つのチカラ（「自分を理解
今年度においても、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
する力」「職業とつなぐチカラ」「考える力」「行動する力」「コミュニケーション力」
る力」「職業とつなぐチカラ」「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」）の育成を目指した。ただし、「本校における教育活
「チームワーク力」「自立する力」）の育成を目指し取組んだ。ただし、「本校における
動」と「７つのチカラ」とのつながりについて教員・生徒との共有が不十分であり、７つ
教育活動」と「７つのチカラ」とのつながりにおいて、教員、そして、生徒との共有が不
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という現状を改善するまで
十分であり、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
には至らなかった。しかし、そのような中でも、今年度は昨年度以上に、各授業の中で生
ある。
徒一人一台端末を活用した「主体的・対話的で深い学び」の実践に取り組み、また、教科
今年度、昨年度以上に、各授業の中で、生徒１人１台端末を活用した「主体的・対話的
等横断的な視点から、各教科での見方、考え方を関連付けるなど、探究的な学びを推進す
で深い学び」の実践に取組み、また、教科等横断的な視点から、各教科での見方、考え方
ることをとおして、７つのチカラの育成につなげることができた。
を関連付けるなど、探究的な学びを推進することができた。
●調査とその推移について
今年度、７つのチカラの調査を９月に実施した。また、この調査での結果は、本校の教
●調査とその推移について
育活動全般における探究的な取組を確認していく一つの指標とした。
育活動全般における探究的な取組を確認していく一つの指標とした。今年度においても、
今年度、７つのチカラの調査を９月に実施した。また、この調査での結果は、本校の教
アンケートには
アンケートの中で、特に推移のあったもの（３年次生の１年次からのもの）として、質
Google フォームを利用した。
育活動全般における探究的な取組みを確認していく一つの指標とした。今年度において
問項目の「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」「38.実行し
アンケートの中で、特に推移のあったもの（３年次生の１年次からのもの）として、質
も、アンケートの業務については、Google
フォームを利用した。
問項目の「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」「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」「4.より良い解決策を見つけるため
アンケートの中で、特に推移のあったもの（３年次生の１年次からのもの）として、質
た後は、それが確実にできたかを見直し、改善する」「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」「5.自分の考えや気持ちをうまく表現できる」
問項目の「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」「38.実行し
に、できるだけ多くの情報を集める」「5.自分の考えや気持ちをうまく表現できる」
「41.人にたいして、自分から働きかけて、理解や協力を得る」は、概ね自らの働きかけ
た後は、それが確実にできたかを見直し、改善する」「4.より良い解決策を見つけるため
「41.人にたいして、自分から働きかけて、理解や協力を得る」は、概ね自らの働きかけ
によるものであり、これらの伸びは、日々の本校での学校生活をはじめ、地域との関わり
に、できるだけ多くの情報を集める」「5.自分の考えや気持ちをうまく表現できる」
によるものであり、これらの伸びは、日々の本校での学校生活をはじめ、地域との関わり
をベースとした「地域学」での主体的（能動的）な学びが大きく影響しているものと思わ
「41.人にたいして、自分から働きかけて、理解や協力を得る」は、概ね自らの働きかけ
をベースとした「地域学」での主体的（能動的）な学びが大きく影響しているものと思わ
れる。また、１年次生、２年次生のデータについても、３年次生の１年次、２年次での値
によるものであり、これらの伸びは、日々の本校での学校生活をはじめ、地域との関わり
れる。また、１年次生、２年次生のデータについても、３年次生の１年次、２年次での値
に近く、今後、同じように推移していくものと思われる。
をベースとした「地域学」での主体的（能動的）な学びが大きく影響しているものと思わ
に近く、今後、同じように推移していくものと思われる。
れる。また、１年次生、２年次生のデータについても、３年次生の１年次、２年次での値
●まとめ
に近く、今後、同じように推移していくものと思われる。
●まとめ
以上のことからも本校の学習観と実践の方向性は、間違ってはいないように思われる。
以上のことからも本校の学習観と実践の方向性は、間違ってはいないように思われる。
しかし、それが、成果（学力向上等）として表れていないところに、今後の、本校におけ
●まとめ
しかし、それが、成果（学力向上等）として表れていないところに、今後の、本校におけ
る課題があるように思われる。
以上のことからも本校の学習観と実践の方向性は、間違ってはいないように思われる。
る課題があるように思われる。
今後、新学習指導要領を踏まえた上でのルーブリックの作成など、生徒が主体的に学び
しかし、それが、成果（学力向上等）として表れていないところに、今後の、本校におけ
今後、新学習指導要領を踏まえた上でのルーブリックの作成など、生徒が主体的に学び
を深められる環境整備を充実させていかなければならない。そのことをとおして、生徒
る課題があるように思われる。
を深められる環境整備を充実させていかなければならない。そのことをとおして、生徒
個々が主体的に学習などに取り組む時間も増え、学力向上につながっていくものと考え
今後、新学習指導要領を踏まえた上での観点別評価におけるルーブリックの作成など、
個々が主体的に課外学習などに取り組む時間も増え、学力向上につながっていくものと考
る。
生徒が主体的に学びを深められる環境整備を充実させていかなければならない。そのこと
える。
更に、本校における「７つのチカラ」を検証し、本校で「育成したい力」は何なのかを
を通して、生徒個々が主体的に課外学習などに取組む時間も増え、学力向上につながって
更に、本校における「７つのチカラ」を検証し、本校で「育成したい力」は何なのかを
明確にすることをとおして、生徒と教職員が共に学びを作り上げていくことのできる学校
いくものと考える。
明確にすることをとおして、生徒と教職員が共に学びを作り上げていくことのできる学校
を目指していきたい。
を目指していきたい。
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７つのチカラ

アンケート集計（Ｒ3．9）

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
R3.9

R2.9

R3.9

１年

１年

２年

1 自分の得意なことがわかっている

3.18

3.08

2.96

8 自分の好きなことがわかっている

3.41

3.35

3.25

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

3.15

3.03

2.90

22 将来の目標がある

3.16

2.98

2.85

29 自分はどんな仕事に興味があるかわかっている

3.21

3.14

2.82

36 職業を選ぶとき、重視したいことがわかっている

3.11

2.97

2.94

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

3.25

3.11

2.92

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

3.06

3.24

2.92

3.19

3.11

2.95

１．自分を理解するチカラ

２．職業とつなぐチカラ

R1.7
1年

R2.2
1年

R2.9
２年

R3.9
３年

3.15
3.44
3.24
3.03
3.16
3.12
3.22
3.26
3.20

3.05
3.36
3.25
3.02
3.15
3.06
3.17
3.14
3.15

3.10
3.35
3.11
3.03
3.16
3.04
3.03
3.08
3.11

3.13
3.40
3.09
3.14
3.14
3.21
3.19
3.22
3.19

１年

１年

２年

1年

1年

２年

３年

2 いろいろな職業について知っている

2.61

2.43

2.28

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
2.78
2.81
2.90
3.16
3.18
3.18
3.13
2.96

2.45
2.56
2.71
2.85
3.15
3.03
3.05
3.09
2.86

2.48
2.69
2.73
2.79
3.21
3.20
3.00
2.97
2.88

2.77
2.95
2.99
2.95
3.20
3.08
3.11
3.12
3.02

2.76

2.57

2.51

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

2.95

2.84

2.54

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

2.98

2.92

2.63

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

3.43

3.23

3.18

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

3.18

3.05

3.09

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

3.10

2.98

2.96

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

3.13

2.92

2.76

3.02

2.87

2.74

３．考えるチカラ

１年

１年

２年

1年

1年

２年

３年

3.16

2.93

2.90

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

2.85

2.80

2.68

17 課題を解決するための方法を、あれこれと考える

2.94

2.82

2.68

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

2.93

2.78

2.73

31 何かをするときには、優先順位をつけてとりかかる

3.18

3.05

2.99

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

2.99

2.65

2.65

45 自分が選択したことに責任を持つ

3.31

3.25

3.11

52 新しいアイディアをいろいろ考える

3.00

2.76

2.63

3.04

2.88

2.80

2.98
2.93
3.03
2.98
3.21
2.97
3.26
3.00
3.04

2.86
2.80
2.89
2.84
3.05
2.93
3.21
2.98
2.94

2.94
2.80
2.84
2.88
3.15
2.96
3.20
2.88
2.95

3.05
3.09
3.12
3.03
3.15
3.08
3.23
2.94
3.09

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

４．行動するチカラ

１年

１年

２年

1年

1年

２年

３年

3.06

2.92

2.76

11 何かを始める前には、必ず計画を立てる

2.80

2.63

2.38

18 自分が立てた計画を実行する

2.95

2.65

2.57

25 何かをしようと思ったら、すぐにとりかかる

2.89

2.77

2.49

32 問題を解決するために、できることから片付けていく

3.23

3.17

2.97

39 さまざまなことに、自分から進んで取り組む

2.99

2.80

2.70

46 新しいことに、積極的に挑戦する

3.04

2.95

2.78

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

2.90

2.95

2.76

2.98

2.85

2.68

2.91
2.84
2.93
2.95
3.17
3.00
3.03
3.07
2.99

2.75
2.78
2.82
2.74
3.05
2.88
2.99
2.96
2.87

2.88
2.69
2.79
2.88
3.13
2.94
3.02
2.91
2.90

3.08
2.88
2.88
3.04
3.16
2.96
3.02
3.03
3.01

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

５．コミュニケーション力

１年

１年

２年

1年

1年

２年

３年

2.72

2.79

2.44

12 自分から積極的に話しかける

2.67

2.62

2.58

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

2.95

2.80

2.68

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

3.27

3.10

33 相手の立場になって考えることができる

3.19

3.30

3.01

40 人のためになることを進んで行う

3.02

3.09

2.94

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

3.22

3.17

2.95

54 人に出会ったときは、きちんと挨拶する

3.38

3.34

3.05

3.05

3.05

2.84

3.01
2.96
3.02
3.29
3.27
3.14
3.29
3.35
3.17

2.80
2.87
2.95
3.15
3.21
3.00
3.29
3.36
3.08

2.66
2.68
2.98
3.28
3.29
2.98
3.26
3.43
3.07

3.01
2.98
3.03
3.21
3.21
3.07
3.22
3.30
3.13

5 自分の考えや気持ちをうまく表現できる

６．チームワーク力

１年

１年

２年

1年

1年

２年

３年

3.23

3.29

3.15

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

2.55

2.39

2.23

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

2.82

2.66

2.38

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

2.96

2.94

2.76

34 自分の伝えたいことを、相手がわかるように伝える

3.02

3.01

2.71

41 人に対して、自分から働きかけて、理解や協力を得る

3.00

2.90

2.71

48 自分の果たすべき役割に、責任を持つ

3.27

3.24

2.96

55 人と協力して行動する

3.30

3.29

3.06

3.02

2.96

2.75

3.37
2.48
2.90
3.08
3.13
3.07
3.30
3.39
3.09

3.25
2.55
2.80
2.91
3.05
2.93
3.20
3.27
2.99

3.34
2.29
2.62
2.97
3.04
2.94
3.19
3.33
2.96

3.20
2.69
2.97
3.09
3.11
3.03
3.21
3.24
3.07

6 人の意見を聴いて、それを尊重する

７．自立するチカラ

１年

１年

２年

1年

1年

２年

３年

3.05

2.91

2.91

14 困ったことがあるとき、信頼できる人に相談する

3.17

3.39

3.18

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

3.13

2.97

2.83

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

3.29

3.07

3.01

35 将来、自分の役に立つ資格について知っている

2.81

2.79

2.67

42 社会人としてのマナーを知っている

3.29

3.23

2.97

49 約束やルールをしっかり守る

3.33

3.36

3.16

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

3.06
3.16
3.12
3.14
3.10
3.17
3.30

56 将来のことを考えて準備する

3.08

2.92

2.77

3.16

2.99

3.08

3.08

3.14

3.08

2.94

3.16

3.06

3.07

3.14

3.1

１年3.10 １年

２年

1年

1年

２年

3

3.06 3.00 2.89

2.51

3.20

2.95

2.82

3.04 2.90 2.96

2.68

3.05

2.89

2.74 R2.9 3.02

2.92

2.82

3.11

2.90

2.82 R3.9 3.01

3.19

3.14

3.28

3.20

7 うまく気分転換して、気持ちを切り替える

3.2

3.2

８．本校独自
3.1
3
57 学校生活に満足している

3.20

R2.9
2.9

2.9

2.8

2.8

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

R3.9

59 自分の地元を誇りに思い、文化・伝統を大切にしている
2.7

3

5

7

2.98

R2.2

3.15

2.7

2.80
2.70

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
2.6
2.6
1

３年

R1.7 1

1

3.13
3

5
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7

2.60

1

3

5

3.23
7

3.31

７つのチカラ

アンケート集計結果

４．とてもあてはまる

学年別推移

３．少しあてはまる
R3.9
１年

R2.9
１年

R3.9
２年

２．あまりあてはまらない

R1.7
1年

R2.2
１年

１．ほとんどあてはまらない

の平均点

R2.9 R3.9
２年 ３年

１．自分を理解するチカラ
２．職業とつなぐチカラ

3.2

3.1

2.9

3.2

3.1

3.1 3.2

3.0

2.9

2.7

3.0

2.9

2.9 3.0

３．考えるチカラ
４．行動するチカラ
５．コミュニケーション力

3.0

2.9

2.8

3.0

2.9

3.0 3.1

3.0

2.9

2.7

3.0

2.9

2.9 3.0

3.1

3.0

2.8

3.2

3.1

3.1 3.1

６．チームワーク力
７．自立するチカラ

3.0

3.0

2.7

3.1

3.0

3.0 3.1

3.1

3.1

2.9

3.2

3.1

3.1 3.1

１年

２年

3.5

3.5

3.4
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Ⅳ 研究開発の記録と検証
１

各教科・科目における地域協働カリキュラム

（１）

長期ルーブリック

●目的・目標
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
校全体で共通理解し、実践する。

●内容
本稿は本来、「長期ルーブリック」に関して、前述の目的・目標に照らし検証するもの
本校は本来、「長期ルーブリック」に関して、前述の目的・目標に照らし検証するもの

である。しかし「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し、実践す
る」段階までは到達できなかった。ただし、成果が徐々に表れてきていることは事実であ
る」段階までは到達できなかった。ただし、取組の成果が徐々に表れてきていることは事
るため、ここでは、取組の概要として今年度の授業改善についてまずは述べる。
実であるため、ここでは、取組の概要として今年度の授業改善についてまずは述べる。

今年度もコロナ禍における休業措置に対応するためのオンライン学習制度の構築、タブ
レット端末を生徒に活用させる授業改善、また図書館を利用した授業づくりの研究などに
重きを置いた。特に今年度は岡山県教育庁より「一人一台端末活用推進事業校」の指定を
受け、AI 教材（外国語科・数学科）を使用した個別最適化を図る取組など、端末使用にお
ける研究を深めていった。
今年度の授業改善は「ICT（端末）を用いて学習への積極的な姿勢を育む」を目標に取り
組むこととなった。昨年度はオンライン学習元年とも言え、研究開発室を中心に各教員が
手探りで端末を生徒に使用させる授業を展開していったが、今年度は授業の終盤にある「振
り返り」活動に対して Google フォームを軸としたアプリを使った振り返りを全教員に求
めた。つまり、「振り返り」から逆算した授業づくりを各教員が実施することとなった。
その他にも例年から引き継いだ取組や新たな取組がある。

本校の授業の「額縁」として、次の（ア）、（イ）の二点を年度初めに確認した。
（ア）「本時の目標」「学習の手順」に加え「達成基準」の提示。
（イ）「振り返り」の機会を必ず設け、生徒自身が Google フォームなどのアプリで学習に
対する到達の評価や定着具合を確認できるようにする。それまでの授業の感想だけを入力
する形ではなく、授業目標に対する定着を図れる（生徒の現状把握と記憶の定着）ものと
する。
また、昨年度に引き続き今年度も、

（ウ）「生徒の意欲を引き出す、学ぶ値打ちのある探究的なパフォーマンス課題とその評
価の実践に取り組む」ことを目指して、その過程に、ICT の活用と共に、学習センター（学
－29－

校図書館）を利用し、学習をより深めること。また、評価においては、年度当初に生徒に
も配布して共有している長期ルーブリックと関連した単元ルーブリックやパフォーマンス

課題を評価するルーブリックを示す。
全教職員で取り組み、その成果について、11 月末日をめどにして、実践報告として本校
のホームページに掲載する。
（エ）教科横断型授業への取組。新学習指導要領の改訂を一年後に控え、言語能力、情報
活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことがで
きるよう教科横断型授業に学校全体で着手する。
この（ウ）、（エ）の目標に到達するために、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や３回に渡って OJT 研修を実施した。昨年度は、
授業改善の意義や方法について全教職員と共有しきれていない点が課題であったため、今
年度は、端末活用や教科横断型授業に絞って研修を実施した。
以下はその実際である。
〔職員会議前・OJT 研修等、授業改善のための校内研修〕
〇４月３日

新任者オリエンテーションで、前述の（ア）（イ）（ウ）について、共有

した。
○端末活用研修・職員会議前（４月・５月・６月・８月・12 月）
○今年度の授業実践報告を活用し、情報共有（１月）
○OJT 研修（教科横断型授業の取組）（５月・７月・10 月）
〔研究授業および研究協議の実施（一人一台端末活用推進事業成果報告会含む）〕（11 月）
〔研究授業および研究協議の実施（一人一台端末活用推進事業正解報告会含む）〕
これについては、ｐ32～の「（２）学力向上に関する研究協議会」として記載する。
これについては、ｐ○○～の１（２）「学力向上のための研究協議会」として記載する。

●検証（取組による成果と課題）
・授業工夫アンケートの結果から
①昨年度は、授業規律の向上が課題であったが、今年度は、授業中における生徒の変容の
項目で、75.9％が「よくなった」と回答し、多くの教員が「手ごたえ」を感じている。この
点が今年度第一の成果として挙げられる。その判断の根拠として、端末を活用して、「振
り返りやまとめの入力に取り組む」生徒の様子が挙げられていた。また「授業内容をより
日常生活に視点をおいた」ため、一層生徒が意欲的に取り組める要因になったという意見
もあった。
もあった。一方、24.1％が「変わらない」と回答し、その理由として、授業内容による学習
一方、24.1％が「変わらない」と回答し、その理由として、授業内容による学習意欲のば
意欲のばらつきや、学習の成果が外部模試の成績にまで反映されているとは言いがたい点
らつきや、学習の成果が外部模試の成績にまで反映されているとはいいがたい点があがっ
があがってはいたが、授業規律については問題ないとする意見もあったことを考えると、
てはいたが、授業規律については問題ないとする意見もあったことを考えると、前述の授
前述の授業規律の向上に関しては大半の教員の同意があったと言える。このことから、生
業規律の向上に関しては大半の教員の同意があったといえる。
徒が落ち着いて学びを進めていける環境が整えられたことが言えるのではないか。学年ご
このことから、生徒が落ち着いて学びを進めていける環境が整えられたといえよう。ち
とに実施した生徒対象のアンケートでは、学年によるばらつきはあるものの、７割から８
なみに、学年ごとに実施した生徒対象のアンケートでも、学年によるばらつきはあるもの
割の生徒が、「よくなった」と感じる教職員の回答に同意している。
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の、７割から８割の生徒が、「よくなった」と感じており、教職員の回答と呼応している。
②「授業の額縁」（ア）の「目標」と「手順」の提示や、（ウ）のパフォーマンス課題の
②「授業の額縁」（ア）の「目標」と「手順」の提示や、（ウ）のパフォーマンス課題の
実践に関しては、ほぼ全員が実施している。さらに、教科横断型の授業実践に関しても、
実践に関しては、ほぼ全員が実施している。さらに、教科横断型の授業実践に関しても、
「実践した」が７割以上となり、昨年度の３割から劇的な増加となっている。また、①「目
「実践した」が７割以上となり、昨年度の３割から劇的な増加となっている。また、「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答える教員は昨年度の
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答える教員は昨年度の
半数弱から、６割弱と微増している。前述した、教職員の学び合いの機会を意識的に行っ
半数弱から、６割弱と微増している。前述した、教職員の学び合いの機会を意識的に行っ
たことが奏功している。
たことが奏功している。
③（イ）「振り返り」に関しては、実践する教職員は８割弱から９割強、ルーブリックに
③（イ）「振り返り」に関しては、実践する教職員は８割弱から９割強、ルーブリックに
よる評価を実践する教職員は７割から８割と、いずれも増加した。さらに、各教科が提示
よる評価を実践する教職員は７割から８割と、いずれも増加した。さらに、各教科が提示
した長期ルーブリックに関連した評価を行う教職員も３割から増加したとはいえ６割弱に
した長期ルーブリックに関連した評価を行う教職員も３割から増加したとはいえ６割弱に
とどまっている。ひきつづき、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
とどまっている。ひきつづき、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
れているのかを、
生徒と共有し授業をすすめていく取組の意義の強化と推進が求められる。
れているのかを、生徒と共有し授業を進めていく取組の意義の強化と推進が求められる。
④「長期ルーブリック」そのものを生徒に活用させる点については、８％から３％とさら
④「長期ルーブリック」そのものを生徒に活用させる点については、８％から３％とさら
に減っており、効果的な活用ができているとはいいがたい現状である。
に減っており、効果的な活用ができているとはいいがたい現状である。

・長期ルーブリックに関連した単元ルーブリックを実践する教員は、３割から６割に増加
・長期ルーブリックに関連した単元ルーブリックを実践する教員は、３割から６割に増加
した。この他、今年度の授業改善の取組を実践した教員、また、その意義を実感する教員
した。この他、今年度の授業改善の取組を実践した教員、また、その意義を実感する教員
の数も昨年度よりも増加している。また、その取組の成果について生徒自身も同様に感じ
の数も昨年度よりも増加している。また、その取組の成果について生徒自身も同様に感じ
ていることがアンケートからいえる。「生徒と教職員が協力してよい授業を創る」学校風
ていることがアンケートからいえる。「生徒と教職員が協力してよい授業を創る」学校風
土が根付いてきている。
土が根付いてきていることは成果といえる。

・今年度本校が卒業までに生徒に身に付けさせたい力をスクール・ポリシーとして提示し、
・今年度本校が卒業までに生徒に身に付けさせたい力をスクール・ポリシーとして提示し、
その力を、日々の教育活動である授業の中でどう達成していくのか、そのことを、道しる
その力を、日々の教育活動である授業の中でどう達成していくのか、そのことを、道しる
べとして示したものが、各教科が作成する長期ルーブリックである。ゆえに、教職員のみ
べとして示したものが、各教科が作成する長期ルーブリックである。ゆえに、教職員のみ
ならず、やがては生徒にも共有されるよう、現行のものを改善し、その活用の在り方を模
ならず、やがては生徒にも共有されるよう、現行のものを改善し、その活用の在り方を模
索していかなければならない。
索していかなければならない。
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（２）

学力向上に関する研究協議会

●目的・目標
学力向上に関する研究協議会を公開する。

●内容
今年度は、学力向上に関する研究協議会として 11 月に公開授業と研究協議を実施した。
その具体は以下のとおりである。
研究授業および研究協議（一人一台端末活用推進事業成果報告会含む）

11 月 18 日（木）
参加者：校外参加者 10 名、校内参加者
家庭科

１年２組「家庭基礎」

授業者：西田

幸美

社会科

２年３組「日本史Ｂ」

授業者：山本

裕稀

指導講評

一人一台端末活用推進事業アドバイザー

三浦

隆志

氏

家庭科では、家族の献立を考えるという授業において Google スプレッドシートを献立
表に見立て、入力させることを試みた。日本史Ｂでは、中世の流通に着目し、なぜ流通が
広まっていったかを端末を利用して協働学習を行い、理解を深めさせた。ともに家庭学習
を事前に行わせてから授業に臨むスタイルで端末を最大限に利用させた授業であった。
研究協議の冒頭において、県指定の事業でもある一人一台端末活用推進事業の成果報告
を行い、AI 教材の活用、家庭学習と授業のつなぎ方を重点に取組と成果について話した。
その後、八つの班に分かれて、二つの授業と今後の端末を使用した授業改善について議
論を行った。これまでの付箋と模造紙を使用した研究協議ではなく、Google ジャムボード
を使って研究授業の振り返りと意見整理、教員の端末活用を浸透させる手立てについて協
議し、Google スライドにまとめて、発表・共有した。

「一人一台端末活用推進事業」成果報告発表スライドより抜粋
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●検証（取組による成果と課題）
前述のとおり、今年度開催できた「学力向上に関する研究協議会」は、一人一台活用端
末事業の成果報告という性格を帯びていたため地域協働カリキュラム関する研究協議はこ
こでは行われなかった。しかし、本校の目指す授業改善が、本校の生徒の学力向上に有効
であることを研究協議の場を通じて共有できた点は大きな成果である。
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（３）

パフォーマンス課題

●目的・目標
ｐ29～の「（１）長期ルーブリック」で述べた「目的・目標」に取り組んだ成果として、
ｐ29～の（１）長期ルーブリックで述べた「目的・目標」に取り組んだ成果として、全
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。
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。

●内容
今年度は、教科横断型の学習課題に取り組むとともに、生徒が端末を活用している実際
が伝わるために県が示す形式を使用した。その結果、２月末までに
2827
事例を本校のウェブ
が伝わるために県が示す形式を使用した。その結果、11
月末までに
事例を本校のウェ
サイト（wakesizu.okayama-c.ed.jp）に挙げることができた。
ブサイト（wakesizu.okayama-c.ed.jp）に挙げることができた。

その特徴の顕著なものとして外国語科、家庭科の二例を掲載する。
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２

地域協働デュアルシステムカリキュラム

（１） 地域協働探究の開講（令和３年度の内容）
学校設定教科・科目「地域協働探究」の開講（令和３年度の内容）
本年度より学校設定教科・科目「地域協働探究」を開講し、普通科とキャリア探求科の
就職希望の３年次生 13 人が受講した。火曜７限と金曜５限の２単位の科目であるが、校外
での体験活動時には金曜６限の他の授業と火曜７限を入れ替え、連続２時間の授業時間を
確保した。

●活動内容
活動名

時期

内容

備考（協力事業所など）

地域の事業所へ赴き、就業体験を

・恒次工業株式会社・アイ

行った。

コム株式会社・埜藝菓（チョ

就業体験

５～７

コレート製造・販売）
・和気

（地域の事業所）

月

商工会・和気町役場・BS ベ
ーカリー・ハイビスカス（美
容院）

就業体験

（校内）

６月

就業体験先
との

６月

オンライン交流会

緊急事態宣言の発令を受け校内で

・事務室・図書室・校長室

就業体験を実施した。

・保健室・英語科他

緊急事態宣言期間中、生徒と事業

・恒次工業株式会社・和気

所をオンラインで繋ぎ、Zoom によ
所をオンラインで繋ぎ、zoom

商工会・和気町役場

るミーティングを行った。持続的
な交流をはかることを目的とし、
近況報告や交互に質問をする時間
を設けた。

社会人との
オンライン対話

９月

地域の企業や役場から社会人を招

・消防士・警察官・放電精密

いてのグループ対話。

加工研究所職員・コーワン

コロナ禍によりオンラインにて開

株式会社職員・赤磐市地域

催した。

おこし協力隊員・晴耕舎（元
JICA 職員）

９月に１学期の就業体験の発表会

就業体験受け入れ

事業所への
学びの報告動画
作成

を予定していたが、コロナ禍の影
10 月

響で中止。お世話になった事業所
への学びの報告として動画を作成
した。
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３年間利用した和気駅への恩返し
和気駅魅力化

11 月

としての清掃活動や、インスタグ

プロジェクト

～

ラム風の“和気高生のつぶやきポ

１月

スター”を掲示し、駅の活性化を図
った。

●活動の様子

就業体験（地域の事業所）

就業体験（校内）
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・JR 和気駅

社会人とのオンライン対話

和気駅プロジェクト（掃除風景）

和気駅魅力化プロジェクト（和気高生のつぶやきポスター掲示）
和気駅プロジェクト（和気高生のつぶやきポスター掲示）
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●振り返り活動
金曜に体験活動を行い、翌週の火曜は振り返りの時間とした。振り返りは４～５人の生

徒に教員 1 名を配置し、対話形式で行った。当初は教員が進行役を務めたが、段階的に生
徒自らがファシリテートできるよう問いかけの仕方等を指導した。

就業体験の振り返り（ワークシート）より
・初めて経験することがたくさんあって貴重な時間だった。
・他のメンバーの話を聞いて、自分の知らないことも知ることができたので、今度は自分
から質問を考えて聞くようにしたい。
・〇〇君が溶接の仕事は命がけだと言っていたのが印象的だった。
・〔校内就業体験〕みんなランダムで振り分けられた場所なのに頑張っていた。前より本
（小説）に関心や興味がわいてきた。

社会人とのオンライン対話後の振り返りメモより
・初めての人と話すときは、仕事の付き合いと思って頑張ればなんとかなる！
・働くとは何か？ただお金をもらうだけでなく、責任感を持って頑張ること。

・〔警察官の話〕高校生で一番多い犯罪は運び屋。昔より事件は減っているが 18 歳になっ
ていろいろ許される歳になると事件を起こす人が増える。
・商品を使う人たちの感想を聞くことが自分たちの発展に繋がる。

令和３年度最終日、年間を通しての振り返りより
・仕事とは働くだけでなく、コミュニケーションをとることが大切。
・この「地域協働探究」の授業のおかげで、発表や自分の意見を言うことに抵抗がなくな
った。
・和気駅プロジェクトで清掃活動をすることで３年間の恩を返せたのがよかった。
・学校にいるだけではわからない、地域の人の声を聞くことができた。
・就業体験を行うことで自分の向き不向きがわかった。
・目上の人（社長など）と話をする機会があるのがよかった。
・目上の人（社長さんなど）と話をする機会があるのがよかった。

・クラスメイトや教員からの声かけで周りの人の温かさに気づくことができた。
・以前よりも社会人（大人）と上手にコミュニケーションが取れるようになった。
・振り返りの時間に他の人が何を考えているのかを知れたのがよかった。それを次の活動
に繋げることができた。
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最後の授業、振り返りの様子

（２） 令和４年度以降のシラバス・年間計画
本年度の「地域協働探究」は３年次生のみ２単位の科目であったが、来年度からは２年
次生は５単位（「地域協働探究α」）、再来年度からは３年次生が６単位（「地域協働探究β」）
の科目となる。以下、それらの詳細を述べる。

●目標、ゴール、目的

図１

図１は、
「地域協働探究α・β」の目標とゴール、その目的を平易な言葉で表したもので
ある。α（２年次）の目標は地域理解と自己理解である。β（３年次）には自己理解に加
え将来の展望を自らの言葉で語ることを目標としている。
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それらの目標を達成した先にゴール（最終目標）がある。ゴールは自己肯定感の向上、
学ぶことの良さの再認識、成長の実感を得ることの３つである。ゴールを果たすことで、

上の図に挙げた様々な目的（持続可能な地域の実現等）が達成されると考える。

●つけたい力
「地域協働探究」の科目を通して生徒につけたいのは、
「体験を経験に変える力」である。
＜生の体験→内省・表現などの振り返り活動→体験が既知の情報や知識と結びつき、自分
にとっての意味付けがされる＝経験に変わる＞というプロセスを授業に埋め込むことで力
をつけたい。

また、その先には、学習意欲の向上という目的がある。＜体験から学べる実感を持つ→
どんなことからも学べる実感を持つ→どの授業からも学べる感覚を持つ→学ぼうという意
欲が継続する＞というポジティブなサイクルを生み出したい。

●年間計画

※「ふ」は「振り返り」

図２

図３

図２は、「地域協働探究α」（２年次）、図３は「地域協働探究β」（３年次）の年間計画
である。α、βともに基本的には午前中（１～４限）は校外で活動し、午後（５～６限）
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は学校で振り返り活動を行う。学校外での活動は、「社会に開かれた教育課程」（新学習指
導要領）にあるように、地域の人的・物的資源を最大限活用する。

αは、地域での多様な体験やインプットを通して社会への理解を深めると同時に、体験
の振り返りを自己理解につなげる。βは、自己理解をさらに将来の展望へとつなげるべく、
生徒自ら企画し実行する単元を増やしている。

●各単元の内容
・α１学期：「和気の日」、「赤磐の日」、「備前の日」
本校近隣の市町を巡る見学ツアーである。各市町の職員と本校職員が協働して計画し、

各市町が高校生に見てもらいたい場所、会わせたい人を考えて授業デザインを行う。目的
を共有した上で、可能な限り地域側が積極的に学校教育に関わってもらうことがこのツア
ーのねらいである。
・α２学期：企業訪問
２～３名のチームを組み、地域の企業を訪問しインタビューをする。技能実習生などの
外国人労働者を受け入れている企業や、生徒と世代の近い従業員がいる企業を訪問し対話
させたいと考えている。
・α１・２学期、β１学期：長期就業体験
αでは５日間の就業体験を１学期と２学期の２回、別の事業所で行う。βでは１学期に
１つの事業所で 10 日間の長期実習を行う。1 学期に赴く事業所は２年次・３年次共通とな
るため、３年生が２年生をサポートし、就業内容を引き継ぐことが可能となる。
・α、β２学期：プロジェクト
２学期に行われるプロジェクトは、総合的な探究の時間（閑谷學）で取り組んでいるプ

ロジェクトの中で、提案で終わっているものの実践や、既存の学校行事の再企画、町のイ
ベントを企画・実践することを予定している。
・α、β２学期：会いたいプロジェクト（社会人との対話）
地域で働く大人の中から話を聞いてみたい人を選び、アポイントメントを取り、交渉し、
対話の機会を設ける。３年次生が企画し２年次生も対話に参加することで、２年次生が３
年次生と連携し活動を行い、先輩の背中を見て学べる体制をつくる。
・α、β通年：振り返り活動

対話形式で行う。生徒７～８名と教員 1 名でチームを組み、教員がファシリテーション
を行う。振り返りを深めるためには教員のスキルアップが必須であるため、手法などを教
員同士で学び合う時間を設ける。
・α３学期、β２学期：自分でデザインデー
午前中４時間を、何のために使うのか、どう使うのかを含めて、生徒自らが設計し実践
する。受け身の姿勢でいることの多い生徒が、否応なしに自発的にならざるを得ない時間
を設けることで、自由であることの良さやそれに伴う責任に気付かせるのがねらいである。
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●教材例
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●評価基準
本年度の「地域協働探究」
（２単位）は、来年度、再来年度に開設される「地域協働探究

α・β」
（５・６単位）の助走的、暫定的な科目であること、また、令和４年度より新学習
指導要領へ移行し現行の４観点から「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に
学習に取り組む態度」の３観点評価となることを踏まえ、生徒の実態把握に努める一年と
することにした。振り返り活動での言動をはじめとした本年の生徒の実態をもとに、来年
度以降の評価の基準となるルーブリックを策定したい。

なお、本年度の評価に関しては、従来の４観点による評価を行った。

観点Ⅰ 関心・意欲・態度
【関心・意欲・態度】
観点①

体験実習、振り返り活動などの出席状況、就業体験のしおりやワークシートの提出状況な
ど
観点Ⅱ 思考・判断・表現
【思考・判断・表現】
観点②

就業体験のしおりやワークシートの内容、就業体験先への学びの報告動画での表現力など
観点Ⅲ 技能
【技能】
観点③

体験実習や振り返り活動でのコミュニケーション能力など
観点Ⅳ 知識・理解
【知識・理解】
観点④

体験実習を行う上での基本的なマナー、本科目の目標の理解度など
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３
３

総合的な探究の時間における地域協働カリキュラム
総合的な探究の時間における地域協働カリキュラム
総合的な探究の時間「閑谷學」
総合的な探究の時間「閑谷學」

（１）
（１）

●目的・目標
●目的・目標
「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
「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、問題を解決していく力を身につける。
ら考える姿勢と、問題を解決していく力を身につける。
●育てようとする資質や能力及び態度
●育てようとする資質や能力及び態度
①生きて働く知識や技能（何を理解しているか、何ができるか）
①生きて働く知識や技能（何を理解しているか、何ができるか）
○探究の手法（対話・協働の方法、目標設定の方法、論題設定の方法、情報収集の方法、
○探究の手法（対話・協働の方法、目標設定の方法、論題設定の方法、情報収集の方法、
情報整理の方法、論理的に考える方法、発表の方法、振り返りの方法）
情報整理の方法、論理的に考える方法、発表の方法、振り返りの方法）
②未知の状況にも対応できる思考力や判断力、表現力（理解していること、できることを
②未知の状況にも対応できる思考力や判断力、表現力（理解していること、できることを
どう使うか）
どう使うか）
○情報活用能力
○問題発見・解決力
○表現力
○情報活用能力
○問題発見・解決力
○表現力
③学んだことを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性（どのように世界・
③学びに向かう力、人間性（学びを人生や社会に生かそうとする）
社会と関わりよりよい人生を送るか）
○自己の将来について夢や希望を持って具体的に考えようとする態度
○自己の将来について夢や希望を持って具体的に考えようとする態度
○異なる意見や他者を受け入れ、相互に認め合い、共同して課題解決しようとする態度
○異なる意見や他者を受け入れ、相互に認め合い、共同して課題解決しようとする態度
○社会を取り巻く様々な事柄に目を向け探究し、自分の言葉で整理しようとする態度
○社会を取り巻く様々な事柄に目を向け探究し、自分の言葉で整理しようとする態度
○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そうとする態度
○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そうとする態度
○閑谷学校の精神を継承しようとする姿勢
○閑谷学校の精神を継承しようとする姿勢
●３年間の成長イメージ
●３年間の成長イメージ
学
年

単元

Ⅳ

論
文
作
成

活動内容

「閑谷學」での３年間の成長イメージ
問い

探究サイクル

Ⅲ

（
個
人
探
究

・自ら探究サイクルを回
・興味関心に基づき、個人で自
すことができる
律的に探究を行う
・フィールドワークや地域で実際
に課題解決のための活動をす
るなど、必ず自分で一次情報を
・「調べて考えてやってみ
取りに行く
・スライドを使っての発表をする てわかる」問い（仮説）を
作ることができる

（成果発表）
・メモを持たずに発表す
・自ら協力者を見つけ学 ることができる
校外の人と協力して活動 ・質疑応答を通して聞き
手と対話をすることがで
することができる
きる

）

Ⅱ

）

1
Ⅰ

探
究
基
礎

聞き手として

・選択したテーマごとに健康・ビ
ジネス・自然科学・歴史文化・
教育のいずれかのゼミに所属
し、チームで活動する
・教員の補助のもと探究
・探究（問いを立て、実践を通し
サイクルを回すことがで
て検証し、まとめ、発表するサイ
きる
クルを繰り返す）を行う
「調べて考えてわかる」
・情報収集や問い、目標、計画
問い（仮説）を作ることが
の設定など探究のための技法
できる
を学ぶ
・自分で選んだ事柄について調
べ、Wikipediaに記事を書く
・「調べてわかる」問いを
（対象は２市１町に関わるもの
作ることができる
ごと）

・バスツアーで五感を使って２
市１町（備前・赤磐・和気）に触
・「考えてわかる」問いに
れ、情報を得る
取り組むことができる
・体験で注目した事柄について
スライドにまとめ、発表する

・発表者の探究の発展に
寄与する（本質的かつ具
体的な）質問ができる

（中間発表）
・メモを元に発表すること
ができる
・質問に的確に答え、次
の計画を立てたり考えを
修正したりできる

2
（
グ
ル地
ー域
プ探
探究
究

口頭発表

・個人探究の内容を、2000字
以上の論文にまとめる

3
未
来
探
究

協働

（成果発表＆引継ぎ会）
・学校外の人との付き合 ・原稿を読まずに発表す
い方のマナーを説明でき ることができる
る
・チームの中での役割を
理解し、果たすことができ
る
（中間発表）
・原稿を元に、聞き手の
顔を見ながら発表ができ
る
・他者の考えと自分の考 ・質問に答えることがで
きる
えを比べながら、理由を

・発表者の探究内容を理
解した上で質問すること
ができる
・5W1Hの質問を使い分
けることができる

明確にして意見を言える
・教員の指示のもと探究
サイクルを経験し、理解す
・相手の話を聴き、自分
ることができる
の意見を言うことができ
・同級生の前で発表する
る
ことができる
・話し合って結論を出すこ
とができる
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・興味や疑問を元に簡単
な質問をすることができ
る

●内容

○７月 20 日実施「探究学習発表会」代表発表テーマ
3年次生（個人探究）

ゼミ

テーマ

健康

発表者

スラックラインを広めるには

髙本 千寛
恵美 まりん

教育

新しい子育てのあり方

歴史文化

弟の不登校 脱出⼤作戦〜☆

林 暁娘

ビジネス

なぜディズニーのキャストはゲストを笑顔にできるのか

橋本 真名佳

自然科学

海のごみを減らすには

石野 譲

2年次生（グループ探究）
ゼミ

テーマ

発表者

健康②A

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

教育②

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)

井上

大谷

佐野

髙山

谷口

前田

歴史文化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。

赤木

大森

草加

小林

坪田

松尾

ビジネス③B 具体的な観光プランを考えて、実践しよう。

⼤平

⻄村

松⽥

福⽥⾕

自然科学③

島津

頓宮

⻄⽥

藤元

松本

森

使われていない放棄地を何かに生かそう！

重永

丸山

宮本

○単元Ⅱ「地域探究（グループ探究）」２年次から１年次に引き継いだテーマ
ゼミ
健康

２年担当

チーム(テーマ)

引継ぎ

１年担当

グループ
小学生スポー

荒金

①小学生の心身の健康をUP↑しよう。

→

植田

松嶋

①小中学生に論語を広めよう！

→

浮田

論語出前

②和気閑谷高校の魅力を発信しよう

→

岡本

考える。

→

和気

①備前焼を盛り上げる方法を考え、実施する。

柴谷

目的

内容

協力者

体力向上

スポーツ交流

本荘小児童クラブ

論語普及

論語かるた他

旧閑谷学校

全国募集・PR 魅力発信

みらい留学PR他

教頭

⻄⽥

大國家

文化保存

改修PR／活用方法

和気町教育委員会

→

福田こ

備前焼

産業活性化 新しい備前焼の開発 備前焼作家

②梅村さんちをカフェにしよう！

→

吉山

古⺠家カフェ 資源活用

古⺠家改修

古⺠家カフェ店主

佐倉

①校内のビオトープを発展させ、活用しよう。

→

⻑⾕川

ビオトープ

自然理解

維持・発展

自然保護センター

福田幸

③使われていない放棄地を何かに生かそう！

→

清水

耕作放棄地

自然活用

活用方法

和気町役場

教育
木下
歴史・文化 下垣

(全国募集に生かそう)
①大國家の保存修復作業に参加しながら活用方法を

ツ交流

ビジネス

自然科学
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（２）

単元Ⅰ

探究基礎

１年次前期

●目的・目標
自らの興味や問題意識に沿って地域を調べ、当事者性意識を持つ。
○グループ活動、探究の手法を学び、活用できる。
○探究活動を通して、自他への想像力、学校や地域と自己のつながりを感じとれる。

●内容
（ア）取組概要
単元Ⅰでは、地域への興味・関心を引き出すことと、情報活用能力を育成することをね
らいとして「２市１町ウィキペディア」の作成を行う。作成していく過程で、探究技法を
習得する。

（イ）スケジュール
オリエンテー

・閑谷學とは

閑谷學全体の説明、３年間の成長イメ

ション

ージの共有
・フィールドワーク

「和気・備前・ ・２市１町バスツアー（半
４
月

赤磐を知る」

日）

／ Chromebook

・バスツアーまとめ、発

・Chromebook の活用（Google ド

活用方法

表、振り返り

キュメント、Google スライド）

・ウィキペディアとは

・情報リテラシー

・テーマ決め

・発想法（マインドマップ、
Google ジャムボード）

５
月

・調査
「２市１町ウ
ィキペディア」
作成
／探究技法の

６
月

習得

・２市１町ウィキペディ

探
究
技
法

・文献調査、情報収集
・まとめ：文章表現（Google ド

アの作成

キュメント）

・プレゼン評価の観点／

・まとめ：プレゼン表現（Google

スライド作成

スライド）

・発表練習→先生からの

・発表方法

フィードバック
※単元ごとに振り返り

７
月

・クラス内発表、振り返り

（ウ）２市１町バスツアー
１

実施日

令和３年４月 19 日（月）午前
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・振り返り（Google フォーム）

２

目

的

・閑谷學のフィールドとなる２市１町を知る（地域の全体像を俯瞰するために、バスで
広域を移動しながら解説を聞く）
・１年次の最初の単元「ウィキペディア作成」に向け、調べたい項目に出会う（ツアー
の中で興味を持ったことについてまとめ、クラス内発表を行うことで、自分が行かな
かった場所についての情報も得る）
・地域を見るときの切り口に出会う（各ツアーのなかで、閑谷學のゼミ「健康」「ビジ
ネス」「自然科学」「歴史文化」「教育」のうち２～３の要素が入るのが理想的。ま
た見る、知るだけでなく地域の魅力的な人と対話をする）
３

コース内容とガイド
【備前市コース】

ガイド：備前市観光ボランティアガイド協会・片山氏

学校出発～たぬき山展望台～頭島漁協～伊部南大窯跡（昼食）～閑谷学校
【赤磐市コース】

ガイド：赤磐市役所・直原氏、地域おこし協力隊・高木氏、上村氏

学校出発～宗形神社～岡山レース工場～熊山英国庭園（昼食）～閑谷学校
【和気町コース】

ガイド：和気町社会教育課・森元氏

学校出発～田原井堰～片鉄ロマン街道～佐伯ロマンツェ～和気神社（昼食）～閑谷学校

●検証（取組による成果と課題）
○２市１町バスツアーについて
・昨年度ウィキペディア作成の取組をしたが、生徒は地域のことをあまり知らないため、
活動に対する意欲を持ちにくかった。バスツアーでは実際に地域のことを見聞きすること
により、その後の活動に興味を持つことができた。
・３コースの内容を生徒同士が発表によって共有することで、短時間で３つの地域につい
て興味を持つきっかけとなった。
・市町の産学官連携部会委員の方にツアープランの考案とガイドの手配を依頼し、地域と
学校のニーズに合ったツアーを組み立てることができた。
○２市１町ウィキペディア作成について
・今年度１年次生より Chromebook を導入し、昨年度入学生までの iPad と比較して入力作
業が容易にできるようになった。調べた情報のまとめ、発表資料の作成、振り返りの入力
等、積極的に Chromebook の活用場面を増やし、生徒も次第に使い慣れていった。
・この取組は実際にウィキペディアに掲載することが目的ではない。完成した作品は本校
で文化祭や保護者懇談の際に展示し、お互いの作品を見合う機会をつくった。
・生徒は情報収集の際に情報の正確性について深く考えることができた。また、情報を他
者にわかりやすく伝える難しさも体験した。これまで、疑問に思ったことも調べずそのま
まにすることがあった生徒も、一つのことを深く調べることができ達成感を味わった。自
分が興味を持ったことを調べたので、楽しく調べることができたようだ。
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（３）

単元Ⅱ

地域探究（グループ探究）

１年次後期～２年次前期

●目的・目標
地域の課題について問いを立て、実践を通して検証する。
○選択したテーマの中で、自分たちなりの問い・仮説・探究計画を教員ともに立案し、実
践を伴う探究活動ができる。
○学校内外での体験・探究活動を通して、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。

●内容
（ア）取組概要
単元Ⅱでは、２年次が１学期に行った地域探究（グループ探究）を、１年次が引き継ぐ
形で活動を続けていく。地域の課題を地域の方と一緒に考え、体験し、解決策を提案する。

（イ）スケジュール
８月

・単元Ⅱオリエンテーション

単元Ⅱのスケジュールを確認し、これからやっ
ていくことのイメージを持つ。

９月

・SDGｓについて考える

SDGｓカードゲーム（チームづくり）

・２年次生からの引き継ぎ

ゼミごとに２年次生から詳しく引き継ぐ。

・課題設定（＝合意形成）

Need（地域からの要望、先輩から引き継いだこ
と）、Will（テーマの中で関心があること、や
りたいこと）、Can（実現可能性がありそうなこ
と）から課題設定をする。

10 月

11 月

・調査計画

・調査手法

・計画立案

・インタビュー手法について

・フィールドワーク

インタビューの実施、情報の収集

・フィールドワーク振り返り

情報の整理

・探究活動

実践

12 月

・振り返り

・冬期課題

１月

・中間発表準備

今年度は文科省事業の「学習成果発表会」で、

２月

・中間発表

全員が中間報告を発表した。

３月

・探究活動

・振り返り

２学期の振り返り

各グループの実践を引き続き行うとともに、７
月の探究学習発表会に向けて発表スライドや

～
６月

・まとめ、発表準備

７月

・探究学習発表会（引き継ぎ会） グループ探究の総まとめとして、１年次生への

発表原稿を作成していく。

引き継ぎも兼ねて全校を対象に発表を行う。
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（ウ）フィールドワーク
１

実施日

２

目

令和３年 10 月 29 日（金）午後

的

閑谷學の単元Ⅱ「グループ探究」を始めるにあたり、探究基礎として学んだインタビ
ュー手法を実践する場として、探究グループごとに地域の施設等を訪れて関係者へのイ
ンタビューを実施し、地域のことに興味・関心を持ち、グループの探究課題を深める。
３

行き先等
生徒数

教員

行き先

移動手段

ゼミ

探究グループ

健康

小学生スポーツ交流

11

植田

本荘小学校児童クラブ（和気町）

教育

全国募集・PR

10

岡本

小学生スポーツ交流、大國家、古民家カフェ、備

徒歩

前焼、耕作放棄地の５カ所に分散する
教育

論語出前

9

安東

旧閑谷学校（備前市）

歴史文化

タクシー

大國家

10

西田

歴史民俗資料館→大國家（和気町）

ビジネス

古民家カフェ

11

吉山

梅村邸（和気町）

ビジネス

備前焼

10

福田こ

宝山窯（備前市）

タクシー

自然科学

耕作放棄地

10

清水

町役場→耕作放棄地（和気町）

徒歩

自然科学

ビオトープ

11

長谷川

岡山県自然保護センター（和気町） タクシー

バス

●検証（取組による成果と課題）
・毎時間 Chromebook を活用し、Google ドキュメントや Google スプレッドシート等を用い
て、グループで共同編集を行った。授業時間外でも必要に応じて Google クラスルームを活
用し、情報共有ができた。共同編集の場面では、司会と記録を決め、順番に役割を回して
いくことも行った。グループ活動の場面では「グランドルール」を示し、全員が活動に参
加できるように促した。
「閑谷學・グループ探究のグランドルール」
①積極的全員参加（自分ごと化）
④マイナス発言をしない

②常に探究目的を振り返る

③発言者に傾聴の姿勢

⑤「恕」の心

・グループ探究のテーマが決まっており、外部の方も積極的に関わってくださっていると、
生徒の主体性の部分が欠け、指示を待つのみのことも見受けられる。決められたテーマの
中でも、自分たちの提案を考えて、実践・検証、まとめる（提言や成果物として）ことを
今後期待する。一度の探究サイクル（課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表
現）で終わらず、新たな疑問を発見し何度もサイクルを繰り返してほしい。
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（４）

単元Ⅲ

未来探究（個人探究）

２年次後期～３年次前期

●目的・目標
これまでの学習経験を個々人の問題意識に沿って発展させる。
○自己に深く根差すテーマを設定し、問いを立てることができる。
○自己あるいは社会のより良い未来をつくるための探究計画を立案し実行できる。

●内容
（ア）取組概要

単元Ⅲでは、単元Ⅱまでで学習してきたことを活かして個人で探究活動をする。はじめ
に９月 10 月で問いを設定し、12 月まではクラス単位、１月以降はゼミ単位で探究サイク
ルを回す。その後、７月に探究学習発表会を終えて単元Ⅳ卒業論文につなげていく。
ルを回す。その後７月に探究学習発表会を終えて単元Ⅳ卒業論文につながっていく。

これまでの活動から、問いの設定が非常に重要であり、“問いのテーマが狭すぎると内
容が深堀出来ない”、“調べればすぐに分かる問いになっている”などの課題が挙げられ
ていた。そこで、本年度は問いの設定に重きを置き、自分の関心と社会・地域の課題とを
繋いだ問いを設定できるような活動を取り入れた。具体的には、まず自分の関心のあるこ
とを多数挙げる活動を行い、次に新聞やニュース、地方紙などを用いて課題を調べ、それ
らを自分の関心のあることを用いて解決する方法を考えるという活動をした。また、クラ
ス担任との面談や、生徒同士の対話で様々な視点の意見が得られるように、ゼミに分かれ
ての探究を例年より後に設定したり、ミニ発表会を設けたりした。

（イ）スケジュール
８月

単元Ⅲオリエンテーション

単元Ⅲのスケジュールを確認し、これからや

っていくことのイメージを持つ。
９月

インプット

教員の大学での研究や高校生全国探究コンテ
ストの作品を聞き、探究しようとしたきっか
けや探究方法などを学び、探究のイメージを
持つ。

10 月

問いの設定

問いの設定に向けて、自分の関心を洗い出す。
(My Will List 100) また、SDGs の視点から地
域や社会の課題を調べる。それらの関心と課

題を組み合わせ、マインドマップやマンダラ
ートといった発想法を使いながら問いを設定
する。
11 月

探究サイクルを回す

設定した問いについて、
「情報の収集（実践）」
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「整理・分析」「まとめ・表現」の探究サイ
クルを生徒自身で回してみる。
12 月

ミニ発表会

一か月間の探究結果を６～８名のグループで
発表し合う。似た問いのテーマごとにグルー

プ分けをすることで、自分の探究の参考にし
たり、他の生徒からのフィードバックをもら
ったり新しい気付きを得る。
１月

探究サイクルを回す（２回目）

ミニ発表会を経て、得たフィードバックから

ゼミ決定

問いの再設定（修正）をする。また、決定し
た問いからゼミに分けて探究する。

２月

中間発表

２度探究サイクルを回した単元Ⅲのまとめと
して発表する。これまでの探究を整理して見

通しを持たせる。
３月

振り返り

単元Ⅲの活動を振り返り、単元Ⅳ 卒業論文に
向けて探究サイクルを回す（計画する）。

４月

探究サイクルを回す（３回目）

各個人の経験や実践を引き続き行うととも

５月

発表準備

に、７月の探究学習発表会に向けて発表スラ

６月
７月

イドや発表原稿を作成していく。
探究学習発表会

単元Ⅲで行ってきた個人探究の総まとめであ
り、単元Ⅳ論文執筆の準備として全校を対象
に発表を行う。

●検証（取組による成果と課題）
問いの設定の際に、社会や地域の課題を意識した活動を行ったことにより、生徒の中に
“解決する”という視点が生まれた。その結果、課題の一つに挙げた“調べればすぐに分
“解決する”という視点が生まれた。その結果、課題の１つに挙げた“調べればすぐに分

かる問いになっている”という問いを設定する生徒が余り見られなくなった。また、発表
機会を増やしたことにより、目的意識を持って活動を行えたり、発表準備を挟むことで活
動を整理したりできた。
一方で、自由に問いを設定しているので一人一人に沿った指導が困難である。教員の生

徒個々に対する指導力も必要であり、さらに生徒が課題解決に慣れていて一人で探究サイ
クルを回せることが必要なので、教員生徒ともに困惑する場面がよく見られた。
以上のことを踏まえ、一度枠組みの中での問いの設定を経験し、その探究活動の中で、
以上のことを踏まえ、１度枠組みの中での問いの設定を経験し、その探究活動の中で、教
教員は声掛けなどの指導力の向上を行い、生徒は課題解決の考え方や技術を習得してから、
員は声掛けなどの指導力の向上を行い、生徒は課題解決の考え方や技術を習得してから、

それぞれが自由に問いを設定して探究を進める必要がある。
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（５）

単元Ⅳ

卒業論文

３年次後期

●目的・目標
個人探究を論文として言語化する過程で、社会における自己のあり方生き方についての
考えを深める。
○３年間の自己の成長をふりかえり、前向きな次のステージへの移行準備ができている。

●内容
（ア）取組概要

単元Ⅳでは、３年次後半（２学期以降）を、2,000 字以上の論文をまとめる期間とし、
調べてまとめて終わりではなく、調べた中から新たな疑問を持ち、さらに調べていくとい
調べてまとめて終わりではなく、調べた中から新たな疑問を持ちさらに調べていくとい
った深まりを持たせる。また、調べる方法もネットや身近な人に聞くだけでなく、文献調
った深まりを持たす。また、調べる方法もネットや身近な人に聞くだけでなく、文献調査
査や地域に出て活動することを勧める。探究の内容が進路決定や卒業後の進路先でも役
や地域に出て活動することを勧める。探究の内容が進路決定や卒業後の進路先でも役立
立てられるようなものにする。すでに進路が決まった生徒は、閑谷學で取り組んでいる課
てられるような納得のいくようにする。すでに進路が決まった生徒は閑谷學で取り組ん
題発見から解決方法の探究が進路先で役立つこと意識させる。
でいる課題発見から解決方法の探究が進路先で役立つこと意識させる。

つけたい力：「自走できるようになる」
＜「自走できるようになる」ためにつけたい力＞
・自己の将来について夢や希望を持って具体的に考えようとする態度
・自己の将来について夢や希望を持って具体的に考えようとする態度
・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し
・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し
ようとする態度
ようとする態度
・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、自分の言葉で整理しよ
・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、自分の言葉で整理しよ
うとする態度
うとする態度
・「閑谷学校」の精神を継承しようとする姿勢
・「閑谷学校」の精神を継承しようとする姿勢
（イ）スケジュール

８月 夏休み課題
（イ）スケジュール
９月 論文指導
８月 夏休み課題
論文作成
９月 論文指導
10 月 論文提出
論文作成
11 月 論文修正・完成
10 月 論文提出
12 月 振り返り
11 月 論文修正・完成
１月 後輩の指導
12 月 振り返り
１月 後輩の指導
（ウ）論文作成

自分の発表までの内容をまとめ 500 字の序論を作成させる。
論文の書き方指導を各クラスで行い、序論の修正をさせ 2,000
自分の発表までの内容をまとめ 500 字の序論を作成させる。
字の卒業論文に取組む。
論文の書き方指導を各クラスで行い、序論の修正をさせ 2,000
個々の進捗度を確認しながら論文を完成させ提出（中間提出）
字の卒業論文に取組む。
提出後、教員が添削を行い論文の修正を行い完成させる。
個々の進捗度を確認しながら論文を完成させ提出（中間提出）
１年間の振り返りを行う。
提出後、教員が添削を行い論文の修正を行い完成させる。
２年生の希望者に対してアドバイスをする。
１年間の振り返りを行う。
２年生の希望者に対してアドバイスをする。

①自分で立てた問いに対して、一つの明確な答えを主張し、その主張を論理的に裏付
（ウ）論文作成
けるための事実的、理論的な根拠を提示して主張を 2,000 字で論証する。
①自分で立てた問いに対して、一つの明確な答えを主張し、その主張を論理的に裏付
②１・２年次で学んだ問題把握や情報収集能力を活かしながら、自分の主張を明確に
けるための事実的、理論的な根拠を提示して主張を 2,000 字で論証する。
し、それを伝えられる力
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構

②１・２年次で学んだ問題把握や情報収集能力を活かしながら、自分の主張を明確に
成
し、それを伝える。
「タイトル」
３年○組

構 成
１．探究動機

氏

名

なぜ そのテー マで探究しようと思 った の

「タイトル」か ３年○組

氏

名

１．探究動機
２．探究手法

なぜその テー マで 探究 しよう と 思 っ た の
どのように探究したのか

３．探究結果

か
探究した結果何が分かったのか

２．探究手法
４．結
論

どのように探究したのか
探究
結果より 、目指す自分と社会 の姿 と

３．探究結果

探究した結果何が分かったのか
は何か

４．結
※参考文献論

探究結果 より 、目 指す 自分と 社 会 の 姿 と
調べた書籍名やサイト名を記載する

※協 力 者

300 字程度
200 字程度
300 字程度
残りの字数

2,000 字

200 字程度
700 字程度
残りの字数

2,000 字

以上

以上

700 字程度
は何か
インタビューなど調査にご協力いただいた方の所属と名前を記載する

※参考文献
調べた書籍名やサイト名を記載する
※図やグラフ等を論文中にいれて内容の補足することは可
※協 力 者

インタビューなど調査にご協力いただいた方の所属と名前を記載する

※図やグラフ等を論文中にいれて内容の補足することは可
●検証（取組による成果と課題）

１年次生と２年次生の１学期までグループでの探究活動を行った。１年次生では人間関
●検証（取組による成果と課題）
係が希薄な状態でのグループ活動ではあったが、戸惑いながら協力して調べ、まとめて発
１年次生と２年次生の１学期までグループでの探究活動を行った。１年次生では人間関
表するという経験をすることができた。２年次生２学期より自分の進路に関わる個人探究
係が希薄な状態でのグループ活動ではあったが、戸惑いながら協力して調べ、まとめて発
に取組んだ。将来の進路について真剣に考え閑谷學を進めるにつれて自分の考えの甘さを
表するという経験をすることができた。２年次生２学期より自分の進路に関わる個人探究
実感した生徒、将来の進路を本当に目指そうと思う気持ちが芽生えた生徒など個人差はあ
に取り組んだ。将来の進路について真剣に考え閑谷學を進めるにつれて自分の考えの甘さ
るが一定の成果があり、探究学習を深めることができた。最後の発表会では探究したこと
を実感した生徒、将来の進路を本当に目指そうと思う気持ちが芽生えた生徒など個人差は
を分かりやすく伝える工夫や、態度などが向上し、１年次生からの成長を感じることがで
あるが一定の成果があり、探究学習を深めることができた。最後の発表会では探究したこ
きた。
とを分かりやすく伝える工夫や、態度などが向上し、１年次生からの成長を感じることが
２年次生４月よりコロナ禍の影響で、外部への聞き取り調査、体験などが制限され、思
できた。
うように資料を集める活動に時間を当てられなく探究を深めることができなかった。また
２年次生４月よりコロナ禍の影響で、外部への聞き取り調査、体験などが制限され、思
３年次生の２学期の後半からは、もう一歩すすめて次の探究を考えていたが、その取組み
うように資料を集める活動に時間を当てられなく探究を深めることができなかった。また
には至らなかったことが反省点である。
３年次生の２学期の後半からは、もう一歩進めて次の探究を考えていたが、その取組には
今後、探究活動の中心である実体験が制限されることを想定した場合、それに変わる活
至らなかったことが反省点である。
動を模索する必要があるのではないかと感じた。
今後、探究活動の中心である実体験が制限されることを想定した場合、それに変わる活
動を模索する必要があるのではないかと感じた。
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４

各教科・科目等と連動する課外活動

（１）ボランティア・地域との交流
（１）ボランティアや地域との交流活動

生徒会活動（皿回しから学ぶリーダー論）
参加生徒
・内容

22 人

参加教員

８月３日

１人

桜が丘中学校で開催されたリーダー研修会の

中で、皿回しから学ぶリーダー論を本校生徒のファシ
リテートで実施した。皿回しを通して、自然とアイスブ
レイクをすることもでき、先に体験をしたことに紐づ
けて、リーダーに求められる資質や行動を学ぶことで、
中学生にも新たなものの見方を学んでいただけたので
はないか。
・成果

真剣に話を聞いてくれる中学生の姿から、高校

生も刺激を受け、運営側の責任や、高校生としての在り
方を見つめ直す機会にもつながった 。

放課後学習支援
参加生徒
・内容

20 人程度

５月～３月
参加教員

２人
１人

和気中学校、佐伯中学校へ定期的に放課後学習

支援にいき、中学生に教えることで自分の学びを深める
ことができる。
・和気中学校

６月から月１～２回程度

・佐伯中学校

５月から月１回程度

計 12 回

計 13 回
新型コロナウイルスの影響で回数や人数は制限があっ
新型コロナウイルスの影響で回数や人数は制限があっ
たが、毎回、４～６名程度が参加している。
たが、毎回、４～６名程度が参加している。
成 果 中学生にとっては学習の理解が深まるだけで
・
・ 成 果 中学生にとっては学習の理解が深まるだけで
なく、高校生にとって気づきが多く、教えることで自ら
なく、高校生にとって気づきが多く、教えることで自ら
の学びが深まり、
教える立場を体験することで違う観点
の学びが深まり、教える立場を体験することで違う観点
で考えることができ、成長に繋がっている。
で考えることができ、成長に繋がっている。
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バンクギャラリー
バンクギャラリー

10
10 月～２月
月～２月

参加生徒
５人
参加教員
１人
参加生徒
５人
参加教員
１人
・
・目
目的
的 地域の方と一緒に街づくりに参加することで
地域の方と一緒に街づくりに参加することで
参画意識を高める。
参画意識を高める。
・協力
・協力 井方
井方 克明
克明

氏（和気町地域おこし協力隊）
氏（和気町地域おこし協力隊）
元銀行を改装して交流の場所をとして
元銀行を改装して交流の場所をとして 活用し
活用し

・
内容
容
・内
ている建物の金庫を一緒にリニューアルし、
ている建物の金庫を一緒にリニューアルし、ギャラリー
ギャラリー
として活用させる。
として活用させる。（ペンキ塗り、ピクチャーレール付
（ペンキ塗り、ピクチャーレール付
け、展示）そして、地域の方や高校生の活用を促し、地
け、展示）そして、地域の方や高校生の活用を促し、地

域の交流の場とする。
域の交流の場とする。
・成果
自分たちが関わることで地元に愛着が沸き、自
自
・成果 自分たちが関わることで地元に愛着が沸き、
分たちで何かしようという気持ちが芽生えてきた。
分たちで何かしようという気持ちが芽生えてきた。

８月６日
８月６日

English
English Fes
Fes 2021
2021
参加生徒
参加生徒
・目的
・目的

20
20 人
人

地域関係者
地域関係者

27
27 人
人

①児童・生徒が英語への興味関心を高めること
①児童・生徒が英語への興味関心を高める。
②地域内の縦のつながりを生成すること
など
②地域内の縦のつながりを生成する。 など

・場所
・場所
・参加者
・参加者

岡山県青少年教育センター閑谷学校
岡山県青少年教育センター閑谷学校
町内小中学生/和気高生/大学生/県内
町内小中学生/和気高生/大学生/県内 ALT
ALT

・主催
・主催

和気町教育委員会
和気町教育委員会

・内容
・内容

巨大すごろく（国旗ゲームなどのミニゲーム）や
巨大すごろく（国旗ゲームなどのミニゲーム）や

『つながり』をテーマにしたアート作り、外国の歌の合唱
『つながり』をテーマにしたアート作り、外国の歌の合唱
など、９時間に及ぶイベントも、終了に近づくにつれて賑
など、９時間に及ぶイベントも、終了に近づくにつれて賑
やかになっていった。終了後には、参加者から「年齢国籍
やかになっていった。終了後には、参加者から「年齢国籍
関係なく楽しく遊ぶことができると気づいた」
関係なく楽しく遊ぶことができると気づいた」「もっとい
「もっとい
ろんな人と交流をして『つながり』を感じていきたい」な
ろんな人と交流をして『つながり』を感じていきたい」な
どの声があった。
どの声があった。
・成果
・成果

ほぼ全ての企画・準備・運営を行った英語研究部
ほぼ全ての企画・準備・運営を行った英語研究部

を主体とした和気高生は、企画力・実行力・計画性などを
を主体とした生徒は、企画力・実行力・計画性などを養い、
養い、また、事前のシミュレーションを十分に反復するこ
また、事前のシミュレーションを十分に反復することで、
と、そしてそれがあって初めて、本番に気配りや配慮の余
本番に気配りや配慮の余裕を持つことができると実感し
裕を持つことができると実感した経験となったようだ。
た経験となったようだ。
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和気駅前イルミネーション
和気駅前イルミネーション
参加生徒
参加生徒

51
51 人
人

・
・目
目的
的

９月下旬～11
９月下旬～11 月
月 20
20 日
日

地域関係者
地域関係者

275
275 人
人

世
世代
代を
を超
超え
えて
て共
共に
に地
地域
域の
の活
活性
性化
化の
の一
一端
端を
を担
担う
うこ
こ

とで、子どもたちの地域への誇りや愛着を育むこと
とで、子どもたちの地域への誇りや愛着を育む。
・
・協働体制
協働体制

和気町本荘地区まちづくり協議会
・
和気町本荘地区まちづくり協議会（約
（約 20
20 名）
名）
・

和気町立本荘小学校（全校生徒
和気町立本荘小学校（全校生徒 251
251 名）・和気閑谷高校イ
名）・和気閑谷高校イ
ルミネーション実行委員会（51
ルミネーション実行委員会（51 名）
名）
・内容
・内容

本荘小児童への説明動画の作成・イルミネーショ
本荘小児童への説明動画の作成・イルミネーショ

ンデザイン
ンデザイン（ベンチイルミネーション２点と空中イルミネ
（ベンチイルミネーション２点と空中イルミネ
ーションの３点）とその制作・設置・点灯を行った。テー
ーションの３点）とその制作・設置・点灯を行った。テー
マは『コロナによって失われている大切なもの』。
マは『コロナによって失われている大切なもの』。
・成果
・成果

終了後、大人からは、「若い新しいアイディアを
終了後、大人からは、「若い新しいアイディアを

得られた」「高校生の頑張りに励まされた」「小学生・高
得られた」「高校生の頑張りに励まされた」「小学生・高
校生と地域こぞって協働できたことが嬉しい」
校生と地域こぞって協働できたことが嬉しい」などの声が
などの声が
あった。
あった。生徒たちは小学生や大人たちとの関わりを通して
生徒たちは小学生や大人たちとの関わりをとおし
様々な学びを得て、状況把握能力や柔軟性・社交性や主体
て、状況把握能力や柔軟性・社交性や主体性といった”人
性といった”人と関わる上で大切な力”を身につけた。子ど
と関わる上で大切な力”を身につけた。子どもも大人も同
もも大人も同じ思いになって、作りあげることができた。
じ思いになって、作り上げることができた。

ワケタウンシネマ
ワケタウンシネマ
参加生徒
参加生徒

７人
７人

10
10 月３日
月３日
地域関係者
地域関係者

３人（観客
３人（観客 260
260 人）
人）

・目的
・目的 地域で開催される行事に、
地域で開催される行事に、お手伝いではなくス
お手伝いではなくス
タッフとして参加することで、実行力や協働する力を
タッフとして参加することで、実行力や協働する力を
身につける。また達成感や人と関わる喜びを味わう。
身につける。また達成感や人と関わる喜びを味わう。
・内容
６月から、和気町の有志による親子向け野外映
和気町の有志による親子向け野外映
・内容 ６月から、
画会に中高生実行委員として参加し、上映作品の選定、
画会に中高生実行委員として参加し、上映作品の選定、
チラシ作成、スポンサー紹介動画の作成、当日の運営
チラシ作成、スポンサー紹介動画の作成、当日の運営
（会場設営、受付、和気町物産の販売、子ども向けサー
（会場設営、受付、和気町物産の販売、子ども向けサー
ビス提供）
を行った。上映前には商品開発履修生がガチ
ビス提供）を行った。上映前には「商品開発」履修生が
ャガチャのＣＭを流し商品紹介を行った。
ガチャガチャの CM を流し商品紹介を行った。
・成果
事前準備では、動画制作や映画会のキャッチフ
動画制作や映画会のキャッチフ
・成果 事前準備では、
レーズの提案において、
レーズの提案において、本校生がリードし、
本校生がリードし、中学生実行
中学生実行
委員に対しても優しく働きかける姿を見ることができ
委員に対しても優しく働きかける姿を見ることができ
た。
高校生がスタッフとして働く姿は、参加者にもまち
た。高校生がスタッフとして働く姿は、参加者にも、ま
の活気として映るとの声があった。
ちの活気として映るとの声があった。

－57－

聞き書き
聞き書き
参加生徒

Ｒ３.３月～Ｒ４.３月
８人

地域関係者

７人

参加生徒
地域関係者
・目的 人生の先輩方の話を聞き取ることで、コミュ
・目的
今年度は、昨年度の取組をより持続可能なも
ニケーション能力を身につけるとともに、今後の進路
のとするため、活動エリアを和気町、赤磐市、備前市
に対する視野を広げ、キャリア観の育成を目指す。
とし、地域や中学校
との連携の推進を目指した。
・内容 昨年度３月上旬、「聞き書き」の取組を本校
昨年度３月上旬、「聞き書き」の取組を本校
・内容
における持続可能な取組とするため、２・３年次生の
における持続可能な取組とするため、２、３年次生の
先輩から、「聞き書き」のノウハウを伝達していく研
先輩から、「聞き書き」のノ
ウハウを伝達していく
修会を行った。更に、３月中旬には、「聞き書き」を
研修会を行った。更に、３月中旬には、「聞き書き」
依頼する際での電話応対実践など、「備中『聞き書
を依頼する際での電話応対実践など、「備中『聞き書
き』実行委員会、森光康恵氏に具体的な事例などを交
き』実行委員会、森光康恵氏に具体的な事例などを交
えながらのご指導をいただいた。また、本校の下垣豪
えながらのご指導をいただいた。また、本校の下垣豪
教諭が、ハンセン病の歴史などを踏まえた人権学習を
先生が、
実施した。ハンセン病の歴史などを踏まえた人権学習
を実施した。
以上のような研修をとおし、昨年度３月末、１年次
以上のような研修を通し、昨年度後半、３月末、１
生１名の生徒が、国立療養所長島愛生園（瀬戸内市）
年次生１名の生徒が、長島愛生園で「聞き書き」の実
で「聞き書き」の実践を行った。 今年度の取組は、和
践を行った。
今年度の取組は、和気町教育委員会とも
気町教育委員会とも連携を図り、地域の方への「聞き
連携を図り、地域の方への「聞き書き」の実践を行っ
書き」の実践を行った。長島愛生園の実践も含め、お
ていく。長島愛生園の実践も含め、お聞きした内容を
聞きした内容を書き起こし、その構成を整えた。今年
書き起こし、その構成を整えた。今年度末までには、
度末までには、冊子にまとめていく予定である。
冊子にまとめていく予定である。
・ 成 果 このような取組をとおし、 話し 手 の 様 々 な 思
このような取組を通し、話し手の様々な思い、
・成果
い、考え、生き様に触れる中で、生徒自身の心が豊かに
考え、生き様に触れる中で、生徒自身の心が豊かになれ
なり、また、生徒個々のキャリア観の育成にもつながっ
ばと考えている。また、来年度は、この取組を、本校生
ていったように思う。来年度は、この取組を、本校生徒
徒をはじめ、近隣の中学生など、多くの人を巻き込み、
をはじめ、近隣の中学生など、多くの人を巻き込み、地
地域連携をより強固なものにして
いきたいと考えてい
域連携をより強固なものにしていきたいと考えている。
る。
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姉妹校交流＜韓国・昌原龍湖高等学校＞
姉妹校交流＜韓国・昌原龍湖高等学校＞
参加生徒
参加生徒
・目的
・目的

21
21 人
人

参加教員
参加教員

12
12 月
月 16
16 日
日

４人
４人

国際交流を通じて他国の情報や文化を知り、
国際交流を通じて他国の情報や文化を知り、グ
グ

ローバル人材への成長の契機とする
ローバル人材への成長の契機とする
・
内容
容
・内

新型コロナウイルスの影響で今年度も直接の
新型コロナウイルスの影響で今年度も直接の

交
を 断念
し、オ ンラインで の 交流
会の
交 流会
流会を
断 念し、オンラインでの
交 流会
の実
実施
施と
とな
なっ
っ
た。内容に関しては学校紹介、文化紹介、両校の取り組
た。内容に関しては学校紹介、文化紹介、両校の取り組
み紹介（本校は論語について）、クイズ大会（本校は岡
み紹介（本校は論語について）、クイズ大会（本校は岡
山県について）を互いに披露した。生徒たちは交流用の
山県について）を互いに披露した。生徒たちは交流用の
スライドを作成し、韓国語ですべて交流会を実施した。
スライドを作成し、韓国語ですべて交流会を実施した。
10
10 月より岡山韓国教育院のナム・キョロク先生を招聘
月より岡山韓国教育院のナム・キョロク先生を招聘
し、毎週木曜日の放課後に韓国語講座を受講してきた。
し、毎週木曜日の放課後に韓国語講座を受講してきた。
・
・成
成果
果

韓国の生徒も交流会をすべて日本語で対応し
韓国の生徒も交流会をすべて日本 語で 対 応 し

てくるなど、努力の様子が見られ、本校の生徒が自らと
てくるなど、努力の様子が見られ、本校の生徒が自らと
比較し、考える部分が多かった。国籍を越えて人同士が
比較し、考える部分が多かった。国籍を越えて人同士が
一つになる重要性に気づいてくれた。
一つになる重要性に気づいてくれた。

姉妹校交流＜台湾・国立屏東高級中学校＞
姉妹校交流＜台湾・国立屏東高級中学校＞
参加生徒
参加生徒
・目的
・目的

40
40 人
人

参加教員
参加教員

７人
７人

異文化理解を深め、
異文化理解を深め、英語学習への意欲を向上さ
英語学習への意欲を向上さ

せること。姉妹校との交流を深めること。
せること。姉妹校との交流を深めること。
・テーマ
・テーマ
・内容
・内容

『Let’s
『Let’s be
be friends！（友達になろう！）』
friends！（友達になろう！）』

和気高生
和気高生 10
10 名・相手校
名・相手校 30
30 名で行われた。アイ
名で行われた。アイ

スブレイクに、
スブレイクに、自己紹介と自国特有のゲームを互いに紹
自己紹介と自国特有のゲームを互いに紹
介しておこない、メインプログラムには、相手校生徒の
介しておこない、メインプログラムには、相手校生徒の
興味関心に合わせた自国の
興味関心に合わせた自国の「旅行プラン」
「旅行プラン」を立て合った。
を立て合った。
本校の英語研究部が企画準備を行い、
本校の英語研究部が企画準備を行い、会話はすべて英語
会話はすべて英語
で行われた。
で行われた。
・成果
・成果

相手校の英語能力の高さに驚き、
相手校の英語能力の高さに驚き、英語学習への
英語学習への

意欲が向上したようである。
意欲が向上したようである。最後には
最後には「友達になろう！」
「友達になろう！」
と互いに呼びかけ合っていた。部活動としては、状況を
と互いに呼びかけ合っていた。部活動としては、状況を
的
確に
捉 え て声を発
し場を 和ま
せ るな
どの
の柔
的確
に捉え
て声を発し場を和
ませ
る など
の先
先輩
輩ら
らの
柔
軟な対応やその姿を見て、
軟な対応やその姿を見て、目指したい人間像となったよ
目指したい人間像となったよ
うである。
うである。

－59－

12
12 月
月 17
17 日
日

（２）
（２）

他校・他地域主催イベントへの参加
他校・他地域主催イベントへの参加

全国募集に係る取組＜地域みらい留学ほか＞
全国募集に係る取組＜地域みらい留学ほか＞

６月～12
月月
６月～12

参加生徒
20
参加教員
７人
参加生徒
20 人程度
人程度
参加教員
７人
・
内 容 月１回のオンラインイベント「地域みらい留学」
月１回のオンラインイベント「地域みらい留
・内容
学」に参加（６月～10
月の土日、計６回）
に参加（６月～10 月の土日、計６回）
学校の様子を生徒の言葉でピーアールした。
自分の学
学校の様子を生徒の言葉でピーアールした。自分の学
校の特徴を理解し、発信を行った。全国へ向けて、地域
校の特徴を理解し、発信を行った。全国へ向けて、地域の
の特徴や本校の地域をフィールドとした学び
（「閑谷學」
特徴や本校の地域をフィールドとした学び（「閑谷學」や
や「地域協働探究」のような地域密着型の学び）につい
「地域協働探究」のような地域密着型の学び）についてプ
てプレゼンした。
レゼンした。
この他に閑谷學の「全国募集ゼミ」において、
・成果
・成果 この他に閑谷學の「全国募集ゼミ」において、イ
インスタ投稿や動画作成をしてアップをするなど、
生徒
ンスタ投稿や動画作成をしてアップをするなど、生徒自
自らが発信している。
らが発信している。

被災地に学ぶ
被災地に学ぶ

10
10 月
月
12
12 月
月

参加生徒
３人
参加教員
１人
参加生徒
３人
参加教員
１人
・目的
・目的 災害の少ない岡山でも、防災について自分事と
災害の少ない岡山でも、防災について自分事と
して考え、自ら考えて行動できるようになる。
して考え、自ら考えて行動できるようになる。
・内容
岡山の防災に興味ある高校生が集まり、事前交
・内容 岡山の防災に興味ある高校生が集まり、事前交
流会で思いを共有し、そして、宮城県亘理高等学校の生
流会で思いを共有し、そして、宮城県亘理高等学校の生
徒と一緒にオンラインで被災遺構の見学をし、ワークシ
徒と一緒にオンラインで被災遺構の見学をし、ワークシ
ョップを通して、被災体験や被災の現状を知り、高校生
ョップを通して、被災体験や被災の現状を知り、高校生
に何ができるか考える。複数回の事前事後の交流を行う
に何ができるか考える。複数回の事前事後の交流を行う
ことで、継続的に防災について高校生目線で活動するき
ことで、継続的に防災について高校生目線で活動するき
っかけとする。
っかけとする。
・成果
オンラインではあるが、実際に震災遺構を見学
・成果 オンラインではあるが、実際に震災遺構を見学
し、現地の高校生の思いを共有することで自分事として
し、現地の高校生の思いを共有することで自分事として
捉えることができた。また、防災について伝えたいを行
捉えることができた。また、防災について伝えることを
動に移し、県のフォーラムで発表し、継続して活動行っ
行動に移し、県のフォーラムで発表し、継続して活動を
ている。
行っている。
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18
18 日、11
日、11 月
月 27
27 日、
日、
28
28 日
日

全国高校生まちづくりサミット２０２１in
尼崎
全国高校生まちづくりサミット 2021 in 尼崎

８月
８月 18
18 日～20
日～20 日
日

参加生徒
６人
参加教員
１人
参加生徒
６人
参加教員
１人
・目的
・目的 他県の高校生のまちづくりの取り組みを参考に
他県の高校生のまちづくりの取組を参考に自分
自分たちの取組を見直す
たちの取組を見直す
・テーマ
・テーマ 高校生が考えるまちづくり！
『高校生が考えるまちづくり！』
・内容
それぞれの地域や町の魅力について発表し、互
・内容 それぞれの地域や町の魅力について発表し、互
いの地域づくりを理解し、参考にする。また、交流会を通
いの地域づくりを理解し、参考にする。また、交流会を通
して県を超えて繋がりができることで今後の活動の参考
して県を超えて繋がりができることで今後の活動の参考
にする。
にする。
・成果
これまで気がつかなかった地域の魅力に気づき、
・成果 これまで気がつかなかった地域の魅力に気づき、
他
地域の取り組を知ることで参考にすることが多かっ
他地域の取組を知ることで参考にすることが多かった。
た。自分たちの活動を考えることができた。
自分たちの活動を考えることができた。

若手官僚×高校生「日本の“未来”について語る会」
６月 25
25 日
日
若手官僚×高校生「日本の“未来”について語る会」 ６月
＜三重県立紀南高校＞
＜三重県立紀南高校＞
参加生徒
２人
参加教員
２人
参加生徒
２人
参加教員
２人
・目的
・目的 公務員志望者を含む生徒が、
公務員志望者を含む生徒が、大人や他校生と意
大人や他校生と意
見交換し、視野を広げてもらう。
見交換し、視野を広げてもらう。
・内容
若手の官僚の２人と、地方創生に精力的に取り
地方創生に精力的に取り
・内容 若手の官僚の２人と、
組む高校生のオンライン意見交流会で、
組む高校生のオンライン意見交流会で、三重県立紀南高
三重県立紀南高
校の小野先生が企画した。高校生は紀南、飯南（三重）、
校の小野先生が企画した。高校生は紀南、飯南（三重）、
小国（山形）、島田商業（静岡）、郡上北（岐阜）、三
小国（山形）、島田商業（静岡）、郡上北（岐阜）、三
崎（愛媛）、飯野（宮崎）から参加。紀南高校の生徒が
崎（愛媛）、飯野（宮崎）から参加。紀南高校の生徒が
進行役となって
進行役となって 40
40 分×２回のセッションが行われた。
分×２回のセッションが行われた。
・成果
・成果 事前課題として、
事前課題として、官僚への質問事項を提出して
官僚への質問事項を提出して
おり、
おり、「地域活性化は本当に日本のためになっているの
「地域活性化は本当に日本のためになっているの
か？」といったことについても率直な意見交換があり、
か？」といったことについても率直な意見交換があっ
会が終わった後も各グループで話し合いが続き、
参加生
た。会が終わった後も各グループで話し合いが続き、参
徒の積極的な参加姿勢がみられた。
加生徒の積極的な参加姿勢がみられた。
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５ 支援体制の構築
（１）

コンソーシアム（学校運営協議会）

令和元年度 12 月に、本校「魅力化推進協議会」を前身とする県下県立高校初の「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、各自治体の首長と教育長、商工会議所や商工会、PTA、同窓会それぞれの長や大
学教授など各界の代表 15 名の方に委員を委嘱している。この３年間の研究指定では、組織
の実効性を伴わせるために、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
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
つの部会を置いた。
部会を置いた。

●目的・目標
保護者や地域住民等が委員となり、学校運営や運営への必要な支援に関する協議をす
る。地域に根差した教育活動を円滑に行えるよう、コンソーシアムを活用して地域資源（人・
モノ・カネ・情報）の協力支援を求める。

●内容
メンバー（五十音順、敬称略）
内山

登

岡山県立和気閑谷高等学校同窓会

川上

健二

和気商工会

草加

信義

和気町

國友

道一

特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会

小林

雅代

岡山県立和気閑谷高等学校ＰＴＡ

髙旗

浩志

岡山大学教師教育開発センター

寺尾

俊郎

備前商工会議所

会長

会長

町長
理事長
会長
副センター長

教授

会頭

土井原 康文

赤磐市教育委員会

教育長

徳永

昭伸

和気町教育委員会

教育長

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

松畑

熙一

備前市教育委員会

横山

忠彦

備前東商工会

𠮷𠮷村

武司

備前市

市長
副会長
校長

教育長

会長

市長

スケジュール
日

行事

内容（主な議事）

７月書面

第１回会議

・学校経営計画と予算の承認

・ｽｸｰﾙ･ﾎﾟﾘｼｰの策定について

12 月 21 日

第２回会議

・一人一台端末活用場面の授業参観

３月 25 日
２月予定

第３回会議

・学校関係者評価

・学校評価中間報告

・次年度の学校経営計画
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第１回会議

＜スクール・ポリシーの策定について主な意見＞

①これからの地域社会にいてほしい人間像：地域社会・課題への関心を持つ、主体的に関

わる、変化への適応力や、柔軟性がある、他者への寛容、貢献の姿勢をもつ、協働でき
る、自分を大切にする、自己肯定感
②高校卒業時点までに育ってほしい人間像：学習する人、学習意欲を持つ、思考・判断力、
問題解決力（への意欲）、社会性（社会規範意識、社会／地域参画意識）、自己の尊重、
個性の確立、レジリエンス
第２回会議

＜学校経営計画の中間評価について主な意見＞

・特別な支援を必要とする中学生保護者のニーズは高く、高校教育で選択肢の受け皿を増

やしてほしい。少人数授業で個に応じた教育をしていることをしっかり発信してはどうか。
・出口対策が入学対策になるという視点が弱い。出口の仕組みを作り、宣伝してはどうか。
・戦略が大事。他校の実例など、みんなで語り合えるような、みんなで前に行けるような
会議に変えた方が良い。また、様々な立場の委員から意見を引き出せるような会議に。
・学校をよくするためには生徒も他から見られているということは気にしなければいけな
い。生徒の姿を見て、ここに入りたいと思う子どもが増えなければ意味はない。
・丁寧な対応が社会全体で求められている。放課後の補習や、励ましの声かけ、面談の繰
り返しといった丁寧な指導をアピールしていってはどうか。
・色々なところに和気閑谷高校が頑張っていることを宣伝したい。資料を見ると着実に成
果は上げている。どのように成果を上げたかという分析が必要。
・「中学時代には前面に出られなかった生徒が活躍できる」という場面が、総合的な学習
の時間も含めてある。
・ICT 活用の授業見学をして、本時の目標が示されて、問いをもとに意図した授業をして

いる。先進校として、和気閑谷モデルを示してほしい。
●検証（取組による成果と課題）
２市１町を中心とした学校運営協議会の設置やコーディネーターの配置により、地域の
様々な資源とつながる魅力的なカリキュラムづくりを行うことができた。その結果、生徒
の主体性・自己肯定感の上昇がアンケート結果からも見られる。（「７つのチカラアンケ
ート」、「高校魅力化評価システム」より）
その一方で、学校運営協議会をさらに有機的に運営することや、コーディネーターの雇
用維持、関わりの強化を行い、魅力的なカリキュラムの継続・改善をはかって、地域・学
校・生徒・保護者などステークホルダー全体の満足度を向上させていくことが課題である。
近年、生徒数の減少という問題に直面しており、本校で学ぶことの魅力を地域にどう伝
えていくかが問われる。コンソーシアムを核に、学校と地域が一体となり、まずは現在在
学している生徒の生き生きとした学びと進路保障に尽力し、本校が地域にとってなくては
ならない学校であるという証明を、生徒の姿から発信していきたいと考える。より地域に
密接した活動を続けて、地域ニーズを反映した、選ばれる学校にしていきたい。
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（２）

小中高接続部会

●目的・目標
①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。
②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。
③教育課程外に、和気閑谷の高校生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。

●内容
メンバー（順不同、敬称略）
和気町立和気中学校校長

藤原

文明

和気閑谷高校校長

藤岡

隆幸

和気町立佐伯中学校校長

松井

啓子

教

頭

久常

宏栄

赤磐市立桜が丘中学校校長

村松

敦

事 務 長

神田

明夫

赤磐市立吉井中学校校長

青山

利明

主幹教諭

福田

浩司

備前市立三石中学校校長

小郷

康弘

企画主任（教諭）

安東

真美

備前市立吉永中学校校長

木村

俊一

部会主担当（教諭）

柴谷

祐人

和気町立和気小学校校長

森

松穂

亜花音

尚紀

地域協働学習実施支援員
（支援職員）

スケジュール
日

行事

５月 13 日

第１回小中高接続部会

内容（主な議事）
・委員の紹介及び本年度の活動予定
※オンライン開催
・本年度の活動報告と来年度以降へ向けた提案、

12 月 24 日

第２回小中高接続部会

意見伺い
※書面開催
※書面にて開催

２月末頃
３月２日
（予定）

第３回小中高接続部会
第３回小中高接続部会

・来年度以降の在り方のブラッシュアップ
※オンライン開催
※オンライン開催予定
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Ⅰ

生徒間交流

① ①部活動交流－バスケットボール部
部活動交流－バスケットボール部

【１日目
場

７月 30 日（金）、２日目

10 月 30 日（土）、３日目

11 月 13 日（土）】

所：和気閑谷高等学校

参加者：和気中学校生徒
伊里中学校生徒

15 名程度
６名

和気閑谷高等学校生徒９名

※３日目のみ参加

② ②放課後学習支援（継続実施）
放課後学習支援（継続実施）

佐伯中学校

日（水）～12 月 17
22 日（水）までに計４回】
日（水）までに計５回】
【５月 12 日（水）～11

和気中学校

【６月 28 日（月）～11
日（月）～12 月 15
13 日（月）までに計６回】
日（月）までに計８回】

場

Ⅱ

所：佐伯中学校、和気中学校

教員間交流

出前授業の実施
① 出前授業の実施

10 月 20 日（水）

場所：桜が丘中学校
対象：中学３年生
対象：中学３年生
科目：商業
科目：商業

10 月 21 日（木）

場所：桜が丘中学校
対象：中学２年生
対象：中学２年生
科目：商業・日本史
科目：商業・日本史

12 月 ３日（金）
３日（金） 場所：佐伯中学校
場所：佐伯中学校
対象：中学２年生
対象：中学２年生
科目：商業
科目：商業

●会議での意見
学校間交流に活用できそうな地域行事または学校行事を教えてください。
① 学校間交流に活用できそうな地域行事または学校行事を教えてください。
陸上運動講習会、文化祭・体育祭への小中学生の招待（販売の参加）、さえき夏祭り、
マナー講座、高校生と語る会、マラソン大会、放課後学習、入試前の面接指導、
「新聞」
を使った出前講座、地域学・閑谷學の出前講座、各部活動の指導講座、「総合的な学習
を使った出前講座、地域学・閑谷学の出前講座、各部活動の指導講座、「総合的な学習
の時間」における単元「キャリア探究」、リーダー研修会（できれば企画から）、さく
ら祭、西地区各丁目ごとの秋祭り、吉永サマーフェスタ
ら祭、西地区各丁目ごとの秋祭、吉永サマーフェスタ
② ラインナップとして希望される講座やワークショップなどを教えてください。
② ラインナップとして希望される講座やワークショップなどを教えてください。
各校の教員の相談先のリストを作成による気軽な電話（教材研究の相談等）、面接指
各校の教員の相談先のリストを作成による気軽な電話（教材研究の相談等）、面接指
導、商業系の授業、総合学習「キャリア探究」、地域行事へのリソース・ノウハウの
サポート
サポート

その他意見
・土日など休日に、小中学生を和気高に集め、高校生が指導する。
・対象とする「地域」を広げて検討できないか。たとえば、和気と赤磐の町おこし協力隊
・対象とする「地域」を広げて検討できないか。たとえば、和気と赤磐の地域おこし協力
員がコラボできると、新たな活動を創造できる。
隊員がコラボできると、新たな活動を創造できる。
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（３）

産学官連携部会

●目的・目標
「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
「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つの柱として指定後３年目の活動を行う。
●内容
メンバー（順不同・敬称略）
備前市市長公室企画課長

桑原

淳司

和気閑谷高校校長

藤岡

隆幸

備前市教委教育部文化振興課長

畑下

昌代

教

頭

久常

宏栄

備前商工会議所専務理事事務局長

西角

友彰

事 務 長

神田

明夫

備前東商工会支援課長

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長

家森

康彰

部会主担当（教諭）

赤畠

真一

赤磐商工会事務局長

竹並

義人

カリキュラム開発等専門家

梅村

竜矢

和気町まち経営課長

寺尾

純一

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長

鈴木

健治

和気商工会支援課長

出射

弘貴

NPO 和気サンシュユの会理事長

定國

誠也

和気金融協議会長

太田

実

スケジュール
日

行事

内容（主な議事）

25日
日
6６月
月 25

第１回産学官連携部会

「地域協働探究」について（就業体験実習の見学）

11 月 30 日

第２回産学官連携部会

「地域協働探究」について（授業見学）

2 月末頃
３月４日
（予定）

第３回産学官連携部会

３年間の産学官連携部会の取組の総括
※オンライン開催

第１回産学官連携部会
（ア）科目「地域協働探究」の就業体験実習先見学
参加委員 11 名が２班に分かれて町内実習先３箇所を巡回した。
（イ）座談会
・今年度の産学官連携部会の在り方
・新科目「地域協働探究」について
・２年次生の就業体験実習について
・閑谷學（１年次バスツアー等）について

－66－

第２回産学官連携部会
（ア）科目「地域協働探究」の授業見学

場所：３－１、３－２の各ＨＲ

（イ）座談会
・和気閑谷高校の現状について
・今年度の活動報告
・今年度の進路状況（主として就職について）
・今後の展望

●検証（取組による成果と課題）

・探究活動や課外活動等を通して地域と協働するために必要な資質、能力が身についた。
・地域振興の担い手育成に向けた取組ができた。
・地域振興の担い手育成に向けた取り組みができた。

・体験型の学びを通して様々な自信を身につけた。（体験を経験に変える力）
・企業経営者との対談、海外からの技能実習生との交流を通して大人の考え方や異文化
に関する知識も身につけることができた。
・１年次生のバスツアーでは、グループワークやフィールドワークに取り組み、地域（和
・１年生のバスツアーでは、グループワークやフィールドワークに取り組み地域（和気
気町、赤磐市、備前市）のことを知る体験ができた。
町、赤磐市、備前市）のことを知る体験ができた。

・コロナウイルス感染症の拡大により十分な実習に取り組むことはできなかったが、オ
を通
とし
おて
し様
て々
様な
々職
な種
職で
種仕
で事
仕を
事し
をて
しい
てる
い方
る々
方と
々の
と話
のし
話合
しい
合の
い場
のを
場設
を定
設で
定き
でた
き
ンラインと
たのはよかった。また、外部での実習に代わり校内就業体験を行った。生徒は校内に
のはよかった。また、外部での実習に代わり校内就業体験を行った。生徒は校内にも
もいろいろな仕事があることを知ることができた。
いろいろな仕事があることを知ることができた。

・特に「地域協働探究」選択者は、地域の方、企業の方のお力添えをいただきながら対
人関係能力を育むことができた。また、振り返りの時間では、違う企業に行った生徒
人関係能力を育むことができた。また、振り返りの時間では違う企業に行った生徒同
同士が話しをする時間を設けた。ある生徒の「命がけで働いた」と言った言葉を聞い
士が話しをする時間を設けた。ある生徒の「命がけで働いた」と言った言葉を聞いて
て刺激を受けた生徒もいた。
刺激を受けた生徒もいた。

・和気閑谷高校の生徒を知ってもらう。また、地域の人の和気閑谷高校に対する意識改
革をする上でもよい取組だと思われる。
革をする上でもよい取り組みだと思われる

＜来年度に向けて＞
・お世話になった事業所の方を招いての発表会の実施

・社会人講話の開催
・地域貢献活動の充実（今年度は３年間お世話になった和気駅のかなり大規模な大掃除
の実施と和気駅構内に和気高校生のつぶやきの掲示板の設置）
・就業体験実習先の代表という意識を持たせ、振り返りを充実させる。
・就業体験実習先の代表という意識を持たせ振り返りを充実させる。
・オンライン交流の可能性を探る。（１対１）
・オンライン交流の可能性を探る（１対１）

・協力事業所へただ学校から「お願いします」という関係から「まちのみんなで育てよ
う」という町を挙げたサポート体制が必要ではないか。
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（４）

高大接続部会

●目的・目標
「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。

●内容

メンバー（順不同、敬称略）
岡山大学教育学研究科准教授

宮本

浩治

和気閑谷高校校長

藤岡

隆幸

全学教育・学生支援機構

准教授

吉川

幸

教

頭

久常

宏栄

岡山商科大学経営学部商学科教授

三好

宏

事 務 長

神田

明夫

山陽学園大学地域マネジメント学部学部長

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

副学長

スケジュール
日
日

行事
行事

第１回高大接続部会
7７月～９月
月～9 月 第１回高大接続部会

月５日
11 月
5日

内容（主な議事）
問いの設定および探究プロセスの高度化を目指し

（書面開催）

た指導の在り方

※書面開催

第２回高大接続部会
第２回高大接続部会

個別の生徒に対する今後のアプローチと２年次の
探究プロセスについて（授業見学）
探究プロセスについて

2 月末
３月４日
（予定）

第３回高大接続部会
第３回高大接続部会

３年間の高大接続部会の取組の総括
※オンライン開催

第１回高大接続部会
３年次生３人の発表動画、教員所見を資料として①問いの設定②探究のプロセスについ
て協議を行った。
＜意見の一部＞
・ 「不登校」や「養護教諭と不登校」といった一般的テーマでなく、
「不登校気味の弟」
という具体的で個別的な対象に限定し、当事者としてこの問題に取り組むかという

問いの設定が良い
・ 探究学習の問いのあり方については、一つ決める場合でも、細かいテーマからではな

く、自分で関心のある大きなテーマから始めるのが良い。広く調べてみて、そこから
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自分の興味のあるポイントに少しずつ絞っていくことが理想である。
・ 問いの段階として「考えて分かる問い」
「調べて分かる問い」
「調べて考えてやってみ
て分かる問い」という段階的な指導が良い。
・ 探究動機から調査テーマに至った経緯、ないしはその過程をもう少し丁寧に説明す
ることが必要である。
・ 興味のあることから掘り下げるようになっているのは良い。その前提として「興味」
をどのように見つけるのか。例えば「養護教諭になりたい」という気持ちを、生徒は
いつ見つけるのか。閑谷學として、興味を広げたり、気づいたりする取り組みを強調
する必要がある。

・ 先行研究の問い直しをより重視し、
「真に価値のある課題の設定」を目指すべきだと
思います。そうした観点から「探究学習の学びの軌跡」「ポートフォリオ」などの活
用と振り返りが必要である。
・

第２回高大接続部会
２年次生の閑谷學の授業見学を行い、個別と全体の視点で協議を行った。
＜意見の一部＞
・ 問いを言語化できていない。情報収集・整理で止まっている多くの生徒への足場架け

が必要である。
・ ブラック校則、肌荒れといったテーマがあったが、子どもたちの視野が狭く探究の課
題になっていない。多面的に見させて、経験させて穴掘りの横幅を広げることが大切
である。
・ アンケートについて、何を問う必要があって、どういう風に問うのかという設計が必
要である。
・ 学科によって学びの質が異なるなら、クラスごとのカリキュラムにしたほうが良い。
・ 教員からのコミュニケーションの均一化を図る必要がある。
テーマを絞ってはどうか。世の中をよくするために「SDGs」に関連づける等、社会に
・ テーマを絞ってはどうか。世の中をよくするために「SDGｓ」に関連づける等、社会
どう貢献するかで具体化できる。
にどう貢献するかで具体化できる。

・ 課題解決のプロセスに慣れるための枠組みが必要に感じる。
●検証（取組による成果と課題）
問いの立て方とその質の向上について、いただいたご意見から、教員が指導に活かせ
る知見として校内での共有が図れた。また、探究課程の随所において、教員からの問い
かけ、生徒同士の相互評価が重要であると再確認した。教員の指導の均一化を図るため
にも、校内研修などに力を注ぐ必要がある。
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（５）

学習成果発表会

●目的・目標
令和元年度から令和３年度まで文部科学省より指定を受けた「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）」の総括として、生徒による地域協働活動の発表
や生徒と地域の方との対話をとおして、３年間の研究成果を報告する。

●内容
１

日

時

令和４年２月１日（火）13：15～15：45

２

会

場

体育館（代表生徒によるステージ発表等を YouTube 配信）
７教室（１年次生のグループ発表後、１・２年次生が YouTube 視聴）

３

内

容

【第１部】生徒発表

【第２部】高校生と地域の方との対話

オンライン配信（体育館）

時間

７教室

（13:10）

（配信開始）

着席完了

13:15〜

開会

オンライン視聴

13:25〜

準備

発表時間

質疑時間

準備

５分

５分

１回目発表

【閑谷學・グループ探究】
13:30〜

生徒発表

１年 歴史・文化ゼミ
「大國家グループ」

13:40〜

準備

（2年生教室移動）
【閑谷學・グループ探究】

13:45〜

生徒発表

１年 ビジネスゼミ

５分

５分

２回目発表

「古⺠家カフェグループ」
13:55〜

休憩

14:00〜

生徒発表

14:10〜

生徒発表

14:25〜

生徒発表

14:40〜

生徒発表

14:50〜

休憩

休憩
【閑谷學・個人探究】
２年 保志岩 柚葉
【閑谷學・個人探究】

３年 森岡 琴絵
【地域協働探究】
３年 井上 健太、山﨑 明
【課外活動】
２年 佐野 幹汰、髙山 真広

５分

５分

10分

５分
オンライン視聴

10分

５分

５分

５分
休憩
着席完了

（15:00）
15:05〜

発表講評

15:10〜

対話

15:40〜

閉会

15:45

配信終了

岡山県教育庁高校教育課
「高校生と地域の方との対話」
３年 村田 大和、山﨑 明、林 暁娘

オンライン視聴

HR教室へ移動
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４

参加者

１・２年次生徒全員、３年次生代表者、教職員
<Zoom からの参加>

運営指導委員６名、岡山県教育庁高校教育課高校魅力化推進室２名、
対話に参加する地域の方２名
・和気町役場

まち経営課

・有限会社ビッグモリーズ
５

配信 URL

課長代理
社長

新田 章博

大森 雅勝

氏

氏

https://youtu.be/7-VzZAn_W0k
配信業者

株式会社服部管楽器

●検証（取組による成果と課題）
外部関係者（学校運営協議会委員、近隣中学校・事業所他）から 30 名ほどの参加申込み
があったが、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、オンラインで視聴していた
だいた。オンラインでは代表発表のみを配信した。同時進行で１年次閑谷學地域探究（グ
ループ探究）の中間発表を全員が行い、２年次生が聞き手となった。１年次生にとっては
他学年に発表を聞いてもらうのは初めての経験であり、２年次１学期まで行うグループ探
究について他者から気づきを得るよい機会となった。今回は外部から参加していただけな
究について他者から気づきを得るよい機会となった。今回は外部からの参加していただけ
かったことが残念である。オンラインの視聴回数は
なかったことが残念である。
オンラインの視聴回数は510
452回、アンケート回答数は９件（２
回、アンケート回答数は９件（２
月末現在）である。今後もアーカイブで視聴をしてもらう。
月９日現在）である。今後もアーカイブで視聴をしてもらう。

アンケート等での地域の方からの感想は以下のとおりである。
・２・３年次生の発表がとてもよかった。「地域と協働して」というのが伝わってきた。
・発表者のプレゼン能力が向上している。

・学年に応じた課題設定で、しっかり地域と連携が取れた好事例である。
・地域の人との対話が印象に残った。「人と接することが苦手だった」「探究学習が面倒
くさいと思った」という生徒が変わったことが一番の成果ではないかと思う。今後もそ
ういった生徒の変容という点を前に出してカリキュラムが運営されるとよりよいもの
になると感じた。
・オンラインでの参加は難しかったが、またこういう機会があれば参加したい。
・将来、どのような道に進んでも、高校で学んだ経験を生かし、地域に貢献できる人でい

てください。東備地域も盛り上げてください。
・よい取組であると思うので応援したい。
・私は和気町民です。今回のような活動を地域の人、近隣の中学生に知ってもらえるよう
にすればいいのではと感じました。大変いいイベントだと思います。
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（６）

高校生探究フォーラム

●目的・目標
岡山県教育委員会が主催し、県立高校の生徒が各校で取り組んでいる探究活動の成果を
発表するとともに他校の取組を共有することで、高校生一人ひとりの夢を育む契機とする。
●内容
１

日

時

令和３年 12 月 27 日（月）

２

会

場

ピュアリティまきび（岡山市北区下石井二丁目６番４１号）

３

発表形式

４

本校参加生徒

９：30～16：40

ステージ発表

発表 10 分・質疑応答５分

ポスター発表

発表５分・質疑応答５分

ステージ発表

「自然科学ゼミ／耕作放棄地グループ」

２年次生

２名、１年次生

ポスター発表
１年次生

３名

「自然科学ゼミ／ビオトープグループ」

４名

●検証（取組による成果と課題）
「閑谷學」での取組を発表した。ステージでは１・２年次生が合同で、２年次が１年次
に引き継ぎをした活動について発表した。ポスターでは、旧閑谷学校から要請を受けた環
境保全活動も踏まえて、先輩から引き継いだ校内のビオトープについて発表をした。
本校では生徒全員に多くの発表機会を与えることを推奨しており、中学校まで経験がほ
とんどなかった生徒が大勢の前で発表する機会を得ることで、その後の校内発表でも自信
を持って発表することができていた。他校生徒との交流は、初めて会った人とでも積極的
に自分の考えを伝えられるように、交流の機会を増やすことが必要である。
・参加校一覧
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・探究フォーラムのチラシ

・専用サイト URL

https://www.okayama-tankyu2021.jp
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Ⅴ

関係資料

１

新聞記事

２０２１年１１月３日

山陽新聞

２０２１年１１月１２日
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山陽新聞

２０２１年１２月号

月刊タウン情報おかやま

２０２１年１２月２１日 山陽新聞

２０２１年７月２１日
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山陽新聞

２０２１年９月号 広報わけ

２０２１年１２月１７日

山陽新聞
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２０２１年７月２１日

山陽新聞

２０２１年７月２１日 山陽新聞
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慣や栄養バランスの偏りなどの問題が生じる。解決
する為には、共食がいかに重要かを多くの人に伝
えていかなければいけない。また、家族一人ひとり
の生活スタイルが変わってきている現代だからこ
そ、食を通じたコミュニケーションを大切にすべきだ

毎食、家族や友人と食べていると答えた人が35.4%
1〜4回と答えた人が29.3%

だ。「小食」はいつも食欲がなく、少しの量しか食べ
ないことだ。小食が続くと、発育に必要な栄養が足
りなくなり、気力も続かず、無気力な子どもになって
しまう。子どもの頃に身についた食習慣を大人にな
ってから改めるのは困難である。また、孤食である

い。好き嫌いを注意してくれる人がいないので、孤

食が続くと好きなものばかり食べる傾向になり、栄

養が偏りがちにもなる。それに加えてコミュニケー

ションが不足する結果、社会性や協調性のない人

間になってしまう恐れがある。そして生活習慣病に

つながってしまう。
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族で同じものを食べることによって、栄養に偏りが

間の半分は1人で食事をしていることが分かる。

人が多い。加えて、1人で食べると悲しい。その理
由として、なぜ自分は1人で食べているのかと苦痛

多くの人に知ってもらいたいという実現したい未来

があるからこのテーマにした。

・https//www.mff.go.jp

この結果から、孤食であっても何もせずに食事をす
ることは少ないということが分かった。

共食の回数が多い人や孤食が少ない人は、そうで
ない人に比べて心の健康状態が良いことや、ストレ
スがなかったり、自分が健康だと感じている人の割

か。

③1人で食事をするときは、どんな気持ちか。

④家族や友人と食事をするときは、どんな気持ち

か。

か。の回答

・令和3年度和気閑谷高等学校/3年生

協力者

・https://www.mfa.co.jp

ていると答えた。17.5%の人が見ていないと答えた。

②1人で食事をするとき、TVやスマホを見ている

そして③の1人で食事をするときはどんな気持ち

参考文献

がり、より良い方向に導けられるのかを考えられた。

①1週間のうち、どのくらいの頻度で1人で食事をす

るか。

だけでなく、自分の探究することが社会とどうつな

〈アンケート項目〉

82.5%の人が1人で食べている時、TVやスマホを見

思ったことをメモするようになった。また、自己解決

・和気閑谷高等学校3年生にアンケートをとる。

る。探究を通して成長したことは食に関するニュー
スをよく見て、そこから自分が考えたことや疑問に

見ているか。の回答

・インターネットで調べる。

次に共食がもたらすメリットを説明する。

ない、バランスの良い食生活を目指すことができ

のルールを学んでいく大切な場所なのだ。また、家

このグラフから紫色と緑色の2割程度の人が、1週

２. 探究手法

えられることができる。食卓は、子どもにとって社会

16〜21回と答えた人が9.8%だった。

やスマートフォンを見ながら漠然と食べているという

スが偏ることを防ぎ、また共食を通じて食の楽しさを

次に②の1人で食事をするときテレビやスマホを

事の大切さ、楽しさ、マナー、食文化を子どもに教

10〜15回と答えた人が12.2%

で暗い気持ちになるからと書かれていた。

と考える。食事を通じて家族で団らんすることで食

5〜9回と答えた人が13.4%

ときは、1人で食べていると喜びや幸せを感じること
がないからおいしくない。間が持たないからテレビ

私はこの「孤食」が引き起こす食事の栄養バラン

ライフスタイルの多様化に伴い、食生活も多様化
していることが分かった。これにより、不規則な食習

度で1人で食事をするか。の回答

食」は自分の好きな決まったものしか食べないこと

４．結論

える人が多かった。

ことだ。これは好き嫌いを増やす要因になりやす

アンケート項目①の1週間のうち、どのくらいの頻

あげる。

多く、次に「1人で食べるときと比べておいしい」と答

分や糖が多く、味覚そのものが鈍ってしまう。「固

た主食を好んで食べることだ。「濃食」は加工食品

大きな差ができるのか。

高校生の食習慣についてのアンケートの結果を

「会話ができるから楽しい」と答える人が圧倒的に

など濃い味付けのものを食べることだ。これは、塩

も言う。「粉食」とはパン、ピザ、パスタなど粉を使っ

きてこんなに不公平なことはない。どうしてこんなに

〈アンケート結果〉

私が考える原因はこのテーマにもある「孤食」だ。

が自分の好きなものを食べることで「バラバラ食」と

反対に④の誰かと食事をするときは、どんな気持
ちか。の回答

「孤食」とは家族が不在の食卓で1人で食事をする

食」がある。「個食」とは家族が揃っているのに全員

世の中には、健康な人、不健康な人、長生きの

健康な生活が送れるようになるのだ。

高い。それには「個食」「粉食」「濃食」「固食」「小

人、短命の人、さまざまだ。同じ人間として生まれて

1. 探究動機

活と深い関係がある。したがって、共食をすることで

「孤食」は他に5つの「こ食」を加速させる可能性が

た人もいた。

ないけど、時間が合わないので仕方がない」と答え

共食をすることは、生活リズム、規則正しい食生

分かった。

〈インターネットで調べたこと〉

はあるのか」
まず初めに孤食について説明する。

しい」と答えた人が多かった。また、「1人で食べたく

不調がなく、健康に関する自己評価が高いことが

3年3組 岡﨑 愛

「なんとも思わない」と答えた人が1番多く、次に「寂

合が高いことが分かった。また、朝の疲労感や体の
３．探究結果

「孤食と共食では食べているときの気持ちの変化

２
３年次卒業探究論文
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みんなで音を奏でている時には、心を合わせて奏
でているようにも見えたことから、みんなで1つにな
れるような企画を考える必要があると考えている。
また、イベント開催にはお金の課題に直面する。
このような地域の課題解決には、ネットワークや資
金力のある地方銀行や信用金庫と協力して、地域
連携により、地域の資源と資金を結びつけ、地域
経済の好循環を生み出すことが必要になる。この

参加した。イベントは、Play with sound〜音で遊ぼう
〜というタイトルで、ゲストの方と小学生から大学
生、大人まで幅広い年代の方々と音で交流をする
という内容だ。交流していく中で、ゲストの方の演奏
を聞いたり、空き箱や空き缶などの廃材や身近に
あるものを使って楽器を作って演奏をしたりして楽
しんだ。小学生が楽しそうに作る楽器と大人が作る
楽器では、違う年代の人の視点から作りだされれて

し、テレワークに移行するには様々な課題に直面
する。この課題に、国の交付金を活用しNTT西日
本ではテレワーク導入ビジネスの支援に乗り出して
いる。このような取り組みにより、地方にテレワーク
呼び込み、移住者が増えると、都市から来た人と住
民の交流が広がり、地域の課題を移住者とともに
考えていけば新たな企画やビジネスが開けることも
期待される。

音楽は、他の芸術とは異なり、目に見えないもの

である。音楽には、人の心を豊かにする力があった

り、人々の心を揺さぶらせたり、 人々の心に安らぎ

をあたえたりする効果がある。その音楽の力で地域

を活性化させたいと考えた。

参考文献
・和気町移住情報サイト「WAKESUM」 https://ww
w.town.wake.lg.jp/wakesum/
・NEWS|公営塾 https://www.town.wake.lg.jp/ente

・地方創生への挑戦 https://www.shigagin.com/p
df/investor_bank_2016_18-25.pdf
・地域の「稼ぐ力」を引き出す〜持続可能な地方創
生〜https://www.shigagin.com/pdf/investor_bank_2
019_38-39.pdf
・中小企業の経営の改善及び地域の活性化のた

いる時には、心を合わせて奏でているようにも見え
た。みんなで音を奏でることで、違う文化で育った
人や違う年代の方々でも楽しく繋がっていけるので
はないかと感じた。

しかし、音楽イベントで地域を活性化していくに
は、移住者を増やすことから始め、移住してきた人
と住民が交流し、アイディアを出し合い、ともに音楽
イベントを作り、開催さることで活性化するのではな
いかと考える。その音楽イベントでは、地域の団体
や学校も一緒に活動することで地域が一体化する
と考えた。また、違う文化で育った人や違う年代の

ンク」を開設し、空き家を有効活用して移住者を増
やす取り組みにつなげている。旅行代理店と協力
して、移住希望者の下見や物件ツアーにも取り組
んでいる。「買い物弱者をどうするか」といった問題
には、近くのファミリーマートと協力して、吉井川の
上空にドローンを飛ばし、山間地の集落へ食料品
などを届ける検証実験を進めていた。和気町以外
の地域では、「地域・高齢者の交通手段をどうする
か」といった問題に、赤字によるバス路線廃止や運
転手不足など弱体化した公共交通の代替手段とし
て、北海道中頓別町では、Uber（ウーバー）の配車
アプリを利用した住民の自家用車によるライドシェ
アリングの実証実験を行っていた。また、BOLDLY
(ボードリー)が自治体と協力して、自動運転バスの
実証実験をしている。

や高齢化などにより、経済的に負のスパイラルを生

んでいる。問題を解決するために多くの地方では、

様々な事業を行っている。例えば、移住の推進政

策やU ターン政策などを行っている。現在、和気

町では、移住の推進政策により、若い移住者が増

えてきているが、元々住んでいる方々の高齢化が

進んでいる。しかし、地方では働く場所が少ないこ

となどの理由から、移住者が増えないことも多い。

このような厳しい状況にある過疎地域の再生と活

性化には、どのような音楽関連のイベントが有効で

あるのかを知るために探究をすることにした。

私が考えた探究手法は2つある。

1つ目は、現在の日本でどんな研究や探究が行

stor_middisc_2017mid_04-10.pdf
協力者
・和気町公営塾

広げることが必要だと考える。イベントでは、主催し
ている地域の方々だけでなく、その地域以外の
方々にも訪れてもらい、その地域の方々の暖かさ
を感じてもらう。また、地域の方と交流してもらうこと
によって、その地域のいいところに気づいてもらうこ
とで移住者を増やすことにもつなげていける。この
ように、移住者を増やしていくことで、活性化してい
くのではないかと考えている。イロマトで気づいた、

くの自治体で事業の継続に行きづまっている。そう
したなか、滋賀銀行は、地域の課題の解決に貢献
するため、2014年に地域経済活性化支援機構と滋
賀銀行で連携を行い、「しがぎん成長戦略ファン
ド」を設立し、出資や支援によって、企業価値向上
を目指すなどの様々な事業を立ち上げ支援してい
る。

和気町内でどんなイベントが開催されているのかを

知るために、和気町内で開催された音楽関連の

「イロマト」というイベントに参加した。

それぞれの知識や経験が違って多種多様なもの
ができていても、作った楽器で1つのお題に対して

次に、音楽イベントについて、イロマトという和気
町公営塾企画の国籍や年齢を問わないイベントに

者を増やすことが必要になってくる。今後はテレワ

ークビジネスに移行し、都市部に通勤をしない形に

するには、一過性の観光客を増やすことより、移住

まず、地域活性化について調べた。地域活性化

３．探究結果

めの取組状況 https://www.shigagin.com/pdf/inve

人が、音楽で人と人が結び付き、助け合いの輪を

このように、国の交付金を使った地方創生事業に
名乗りをあげ、取り組んでいる自治体は多いが、多

nk.jp/drive/service/demonstration/

・自動運転に関する実証実験 https://www.softba

tombetsu.hokkaido.jp/bunya/5299

・なかとんべつライドシェア https://www.town.naka

域活性化関連の論文を読むことにした。2つ目は、

るのではないかと考えていた。

私は、音楽イベントを通して、地域活性化ができ

われているかを知るために、音楽関連の論文や地

２．探究手法

た。

た楽器で1つのお題に対してみんなで音を奏でて

き家問題をどうするか」といった問題に、「空き家バ

とつになっている。特に、山間部などでは、過疎化

４．結論

開催することができ、地域が活性化していくと考え

り、多種多様なものができていたけれど、その作っ

また、和気町で行われている取り組みには、「空

近年日本では、地域格差が深刻な社会問題のひ

rwake/news/

仕組みが実現すれば、新たなビジネスやイベントを

いるため、それぞれの知識や経験が違うことによ

１．探究動機

3年2組 森岡 琴絵

変えていけば、地域に残って働く人が増える。しか

「音楽による地域活性化」
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２．探究手法
今まで定着しやすいとされてきた勉強法と、何度
も思い出すことで定着しやすくなるということに基づ
いた勉強法を実験から比較する。
実験は計3回で行う。被調査者は和気閑谷高校の
二年生。
実験の内容は、二年生で定期的に行っているSPI
テストを出題範囲とし、3日後、その出題範囲からテ
スト形式で解答してもらう。
1回目では、勉強法を指定せずテストを行う。そし
て、テストに向けてどんな勉強をしたかアンケートを
取る。
2回目では、4つの勉強法を4つのグループに出席
番号で分かれて勉強してもらい、テストを行う。勉強
法の強制はしない。だから、指定した勉強法に取り
組めたか、取り組んでいない場合はどんな勉強を
したか、アンケートを取る。
4つの勉強法の内容は、以下の通りである。
A：解答を見てから、10回書く。
Ｂ：Aを書くごとに声に出して読み上げる。
Ｃ：解答を思い出し、正否を確認する。
Ｄ：Cを書き出し、正否を確認する。
3回目では、2回目で成績が良かった勉強法で全
員に勉強してもらい、テストを行う。そして、指定し

１．探究動機
私がこのテーマを探究しようと思ったきっかけは、
幼い頃の記憶を高校生の今でも覚えているというこ
とに気付き、それに対して、何度も思い出している
からではないか、という仮説を立て、これを勉強に
応用できないかと考えたからだ。私の周りには勉強
が苦手だと話す生徒は少なくない。勉強に対する
苦手意識を持つ人は、勉強による成功体験が少な
く、出来なかったので勉強をしないという悪循環に
陥っていると思われる。ここでは勉強による成功体
験とは、勉強をした上での成績上昇を指す。勉強
による成功体験が少ないから勉強が苦手であるな
らば、どうして勉強による成功体験が少ないのか。
これについて私は、多くの人が勉強法を知らない
からではないか、と仮定した。この仮定を元に、勉
強による成功体験を増やすには勉強法を知れば
良いのではないかと考え、多くの人が使いやすく定
着しやすい勉強法について探究することとした。

「定着しやすい勉強法について」
3年3組 上田 美乃莉

次に、2回目のテストでは4つの勉強法を4つのグ
ループに出席番号で分かれて勉強してもらい、テ
ストを行った。出席番号順に、1〜5番はA、6〜10
番はB、11〜15番はC、16〜20番はDと分かれても
らった。そして、テスト後のアンケートで、指定した
勉強法に取り組んだと回答した人の点数の変化
を、グループごとに、上がった人、下がった人、変
化のなかった人と表記する。

また、1回目のアンケートを行い、どのような勉強を
しているのかを調べる。二年生95人中65人が回答
してくれた。()内は実際の回答文を一部例として引
用している。内訳は多かった順に、勉強はしていな
い:21人、見たもの(朝に見た、ワークを読んだ、な
ど):14人、書いたもの(ノートに書いた、いっぱい書
いた、など):14人、特殊・他のもの(偉人にあだ名を
つけた、友人と問題を出し合った、声に出した、赤
シートで隠した、など):8人、明記されていなかった
もの(暗記した、頑張った、など):5人、というアンケ
ート結果だった。

３．探究結果
まず、1回目のテストでは実験で比較を行うため
に、勉強法を指定する前の点数を取る。このテスト
で得た点数から、次の勉強法を指定するテストで、
どの程度点数が変化したかを求める。二年生95人
中83人が回答してくれた。組ごとに、1〜5点、6〜1
0点と分けて表記する。

た勉強法に取り組めたか、取り組んでいない場合
はどんな勉強をしたか、アンケートを取る。
なお、SPIテストは10点満点の筆記型テストであ
り、全てのアンケートはGoogleのアンケート機能、フ
ォームを使用する。

また、1回目からは下降したものはなかった。

この結果から、1回目と2回目に分けて、上昇した値
の最高値と最低値と平均値、下降した値の最高値
と最低値と平均値を求める。

最後に、3回目のテストでは2回目で成績の良かっ
たDの勉強法で勉強してもらい、テストを行った。そ
して、テスト後のアンケートで、指定した勉強法に
取り組んだと回答した人の点数の変化を、1回目と2
回目から比較し、上がった人、下がった人、変化の
なかった人と表記する。

また、勉強法に取り組んでいないと回答した人は38
人、アンケートに無回答だった人は26人であった。
取り組んでいないと回答した人がどのような勉強法
をしたかをアンケートを行った。()内は実際の回答
文を一部例として引用している。多かった順に、見
たもの(ワークを見た、見て覚えた、など):11人、勉
強はしていない:9人、書いたもの(ひたすら書いた、
ワークを解いた、など):7人、特殊・他のもの(友人と
問題を出し合った、声に出した、赤シートで隠し
た、など):7人、明記していない(暗記した、頑張っ
た):4人、というアンケート結果だった。

この結果から、グループごとに、上昇した値の最高
と最低、上昇値の平均を求める。

４．結論
私は、CとD、特にDが定着しやすいと予想してい
た。Cは書く、読むことをしなくてよいので手軽であ
り、Dも書くことが必要だが、数回で済む。そしてこ
の２つは「何度も思い出すこと」に重きを置いた勉
強法だったからだ。だが、一部予想に反して、Aが
高く、Bが低かった。私がAを低いと予想していたの
は、多く書くので達成感はあるものの、それゆえに
手軽ではなく、また、書いている間、覚えることより
書くことに意識が向き、書くという作業になってしま
いがちだったからだ。この予想から、Aが高かった
要因としては、勉強法を実施してくれた人数が少な
かったこと、アンケートに解答する人が少なかった
こと、勉強法を伝えてから勉強の期間が3日間と短
かったこと、SPIテストは点数を競うようになっている
ため自分の勉強法から変えられなかったことなどが
考えられる。次に実施する際は、点数を競わない
かつ成績に関わらないテストをこちらが用意し行う
こと、勉強の期間を3日より多く取ることに注意すべ
きだろう。また、今回のアンケートはGoogleのアンケ
ート機能、フォームを使用したが、その場で回答が
集められることや、時間が経って回答を忘れること
がないことなどから、紙媒体でのアンケートを行うよ
うにすべきだろう。
今回の探究の結果だけでは、Aが必ず定着しや
すいとは言えない。次に探究を行う際は、今回の
問題点を改善して取り組みたい。
協力者
・和気閑谷高校の二年生団の先生方
・和気閑谷高校の生徒の二年生のみなさん

また、勉強法に取り組んでいないと回答した人は18
人、アンケートに無回答だった人は56人であった。
取り組んでいないと回答した人がどのような勉強法
をしたかをアンケートを行った。()内は実際の回答
文を一部例として引用している。多かった順に、明
記していない(未記入、いろいろ、など):7人、見たも
の(当日に見返した、解いて正解を見た、など):5
人、書いたもの(答えを一度見てから覚える、綴りを
何度か書く、など):4人、勉強はしていない:1人、特
殊・他のもの(調べた、など):1人、というアンケート結
果だった。
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好印象を持ってもらう為の服装のポイントはノーム
コアの特徴である清潔感がかなり重要である事も
分かった。無地のtシャツやシャツなどはビジネスシ
ーンでの着用が多いためこれらを服装に取り入れ
ていると、この人はしっかりしている人という印象に

多くの人たちがファ
ッションに気を使っ
ていることが分かっ
た。

った時誰もその4人席に座ってこなかった事があ

る。自分はその時あまり他人から好感を得られる様

な服装をしていなかった事ことが仮説として挙げら

れる。これは服装に何か要因があるのではないか

から他人からの好印象得たいのであれば常に流行
を知る必要もあることが分かる。他人からおしゃれ、

に少数だが好印象を持たない人がいる事も明らか
になった。これは自分の着用している服装の系統

あなたが道に迷っているときおしゃれで派手を意識
した人と普通の格好をした人どちらに声を掛けます
かという質問(好感の得やすさ、話し掛けやすさの
差がどれほどあるのかを調査するため)では8割の
人が普通の格好と答えた。理由を聞いてみると格
好が派手な人はプライドが高そう、普通の格好の
方が話掛けやすいなどの意見が多くあり、やはり先
程の質問と同じようにシンプルな格好をしていた方
が好印象を得られやすい事が分かった。

の系統(今回はノームコア、アメリカカジュアル、モ
ード、ストリート、その他の系統、と5つの系統に分
けて質問を行った)はノームコアというシンプル目で
清潔感のある服装(今回は清潔感を柄の入ってい
ない無地の服、ビジネス寄りのアイテムとする。)が
4.5割とほぼ半分がノームコアの服装に好印象を持
っていると言える。だが現在の流行である個性の強
いストリートが2.7割という結果になった。これは流行
によって好印象を持つ系統が左右されている結果
となり好印象と流行は少し関係があると言える結果
が得られた。少数だが派手な服装であるモード、ア
メリカカジュアルを好む人がいる事も分かった。

手にどの様な印象を与える事ができるのか、服装

で感じるお洒落、格好いい、かわいい、怖い、など

の感情は人によって個人差はあるのかなどについ

て探求してみれば何か面白い理由や新たな発見

が得られると思った。そして今後の将来の職業など

に繋げていけるのではないかと思いこの探求をし

てみる事にした。

２．探究手法

まず服装での印象についての疑問は、まずファッ

ションに関心がある人とそれほど関心が無い人は

どれくらい差があるのか。またその人達の間では好

に繋がる事も分かった。

・異性の好きな服装の系統は何ですか？

・あなたはファッションに興味がありますか？

た。

今回全校生徒(127人)に向けてアンケートを行なっ

３．探究結果

(左) 男性ファッションの名称と傾向

の分布

https://mensdrip.com/fashion/mensfashion-kind

これらを全校アンケート、インターネットでの調査で

研究する。
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た派手なファッションをしない)が掛け合わさる事に

と、流行りを取り入れている、おしゃれを意識しすぎ

と、清潔感の感じられるアイテムを取り入れているこ

様々な要因(今回ではシンプル目な服装であるこ

かっこいい、かわいい服装だなと思われるためには

＝流行の関係性があることも発見できた。このこと

異性の好きな服装

かを疑問に感じた。どのような服装の組合せで相

と考える。そこでなぜ人は服装で人を判断するの

も見える事が原因として考えられる。そして好印象

ル目)な格好を好む人が多く、また多くの人たちに

テーマ設定の動機。自分がいつもと違う系統の
た。この事からかなり

けやすさの点からも男女問わずノームコア(シンプ

あなたはファッションに興味を持っていますか？と

今回の研究より変化した自分の視点・考え方はフ

４．結論
ァッションに興味のある10代は多く、見た目、話掛

モードのイメージ(左) ストリートのイメージ(右)

この三つの質問を全校生徒に回答してもらった。

尋ねますか？

・あなたは道に迷っています。どちらの女性に道を

服装をした時、満員電車に乗り自分が4人席に座

3年１組 滝安 亮太

いう質問では約7.5割の人が興味があると回答し

１．探究動機

「服装が人に与える印象」
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常識にとらわれないことと試行錯誤を繰り返すこと
だということが分かったので、日頃からいろんなこと
に関心をもって生活していきたい。

手。今後もさらなる活躍のため、身体障がい者野
球の発展のために今回製作することにした。製作
したグラブは手口を大きくし、中の指袋を調整。ま

グラブ製作にかかる費用や活動で必要な資金の

援助を受けた。また、グラブを作るときにでる廃棄さ
グラブ職人になるには、職人の元で修行する必
要があり、一人で完璧なグラブを作るまでに2年以
上はかかるそうだ。また、なぜこれは売れるんだろ
う、なぜこのグラブが人気なのだろう、この製品を作
る工程はどのような感じなのだろうなど、日頃からグ
ラブに関心をもつことが大切だとおっしゃってい
た。また、グラブに関する知識はないとダメだとのこ
となので、軟式と硬式グラブの違い、革についてな

れる端切れを使い、ブレスレットをつくってクラウド

ファンディングの返礼品を作った。廃棄される端切

れを再利用することで、SDGsの「ゴミを減らす活

動、つくる責任」にも当てはるため、SDGsについて

も考える機会になった。

私は中学一年生のころ自分のグラブを直した際に

最初は上手くいかなかったけど、インターネットで

調べてうまく直せるようになり、楽しくて色々調べて

3.探究結果

・岡山桃太郎 早嶋選手 箕輪選手
・（株）タカギスポーツ 森川氏

をいれ、世界に一つだけのグラブ製作、そして夢
への挑戦という二つの思いを込めたグラブになっ

が落ちたりボールが取れなかったりと問題があっ

が弱く、市販のグラブでは重く大きいため、グラブ

た。そしてもう一人の箕輪選手は生まれつき握力

協力者

ちない設計にした。刺繍には唯一夢二という言葉

た背面に左腕を入れるポケットを作り、揺らしても落

オリジナルのグラブを作るにあたって、大切なのは

ことだ。

は世界大会に出場し、MVPに選ばれるほどの選

その他の活動は、クラウドファンディングを行い、

していきたい。

フォームが崩れ、右肘を痛めてしまった。早嶋選手

ただくためタカギスポーツにインターンシップに行く

オリジナルのグラブを作った。

ブに関する知識も必要であると学んだので、勉強

た。しかしグラブが落ちないように意識して投げると

ア、どんなことに苦労したかなど事細かに教えてい

会社タカギスポーツと協力し、世界に一つだけの

忍耐力が必要であるということが分かった。またグラ

する際の参考にするため、職人の工夫やアイデイ

チームのみんなで意見を出し合い、岡山市の株式

グラブ職人になるには常にグラブのことを考え、

く、投球時はグラブのウェブに左手首を通してい

リジナルグラブの製作について、将来自分が製作

えている選手がいることを知った。そこで野球部の

実際にグラブ製作に携わることができた。

常に学ぶ姿勢で修行に当たるため、相当な努力と

いので、グラブ職人になる方法を知るため、またオ

は自分の体に合わないグラブを使い、ストレスを抱

4.結論

エースの早嶋選手は生まれつき左手首から先がな

グラブを作るにはグラブ職人にならないといけな

番の大きな活動はオリジナルのグラブ製作だ。私

しかし、箕輪選手の時は自分の意見が採用され、

るものと大差がなかったため、採用されなかった。

たちは交流をする際、沢山の活動をした。中でも1
2.探究手法

つけるという意見を出した。

で逆シングルの打球も落とすことなく取ることができ

していくことが重要であるとおっしゃっていた。

は早嶋選手の時は案を出しましたが現在使ってい

閉じやすい設計に。また、ウェブに返しを作ること

常識にとらわれず、どんなことにも挑戦して試行誤

019年の秋に交流試合をしたことがきっかけだ。私

思い探究をした。

ってしまった岡山桃太郎に練習場所の提供として2

よりさらに薄くし、捕球面の皮の形、枚数を調整し、

姿をみることがとても大切であり、さらに、今までの

のものを落とさないようにした。私は手口にバンドを

りにあうグラブを提供できるグラブ職人になりたいと

りは3年前の西日本豪雨の際に練習場所がなくな

することにした。製作したグラブは皮を軟式グラブ

は、お客さんの要望を細かに聞き、プレーしている

箕輪（みのわ）選手の2人のグラブを製作した。私

障がい者野球の支援をし、障がい者の方一人ひと

球チームの岡山桃太郎と交流がある。交流の始ま

待、身体障がい者野球の発展のために今回製作

まざまなことを学んだ。オリジナルグラブについて

る。そして手口にバンドをつけることで、グローブそ

ラブの製作に携わる中で、自分が作る道具で身体

私が所属している野球部では、身体障がい者野

た。箕輪選手は最年少であり今後の活躍への期

ど基礎的なことを中心に、グラブ作りの応用までさ

今回の活動では、エースの早嶋選手と最年少の

さんとの交流を通して、世界に一つのオリジナルグ

職人になりたいと思っていた。しかし、岡山桃太郎

で、将来は誰にでも使ってもらえる万能型のグラブ

いくと気づけばグラブが好きになっていった。そこ

まず初めに、今回のテーマに関わる話をする。

１.探究動機

3年2組 藤原 鉄朗

「オンリーワンのグラブ職人になるには」
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ころにある。

える。しかし、ロボットを上手く活用すると今よりもい

い治療を患者さんに行うことができ、効率が良くな

「訪問リハビリの際に手軽に持ち運びが可能なロボ
ット」ということだ。訪問リハビリテーションとは、主治
医が必要と認めた場合に、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身の
機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するた

し、足りない力をモーターアシストしてくれる。また、
「みまもりシステム」により、ベッドの上の呼吸数、体
動の検知のよる夜間の異常の早期発見を支援す
ることもできる。

タビューする。そうして、ロボットを活用した理学療

法の未来と、理学療法士の在り方について解明し

ていく。

めに、理学療法、作業療法等のリハビリテーション

にインタビューしたところ、今後ほしいロボットは、

ントロボット」が開発され、患者さんの状態を検知

効率よく行うことができるのかを理学療法士にイン

訪問リハビリテーションで働いている理学療法士

けるようになると考える。

善する効率の向上などの報告がされている。

う部分について何があるかにいて考える。さらに、
自立支援ロボットは、患者さんの自立した生活を

そうする事で、少しずつ慣れていき、バランスよく歩

理学療法の現場で、ロボットが担う部分と人間が担

助けることができる。画像②「自立支援型アシスタ

転げないようにして前に歩かせるようにするものだ。

になった。歩行が改善する期間の短縮、歩行が改

てどんなものがあるかをネット等で調べる。つぎに、

どんなロボットがあればリハビリの質を上げ、仕事を

トは歩くのにバランスが取れない方などに強制的に

開発され、効率的な歩行練習を提供する事が可能

うロボットは、「強制歩行ロボット」である。このロボッ

これらを踏まえて、私が今後実現すればいいと思

判断」などである。

ができる。画像①「ウェルウォーク」というロボットが

練習支援ロボットは、患者さんの練習を助けること

いうものか紹介する。

立支援ロボット」「介護支援ロボット」などがある。どう

考慮し、適切なリハビリ」「リハビリプログラムの最終

心へのアプローチ」「患者さん一人一人の環境を

それに対して、人間が担う部分は、「患者さんの

特定」「歩行分析」「治療方針」などである。

らの疾患を分析」「姿勢を分析」「使えてない筋肉の

に分かれてくる。ロボットが担う部分は、「筋電図か

まず、現在、理学療法に活用するロボットについ

２．探究手法

気になり調べることにした。

今あるリハビリロボットは、「練習支援ロボット」「自

働き、“患者さんに寄り添うロボット”を活用できると

ると思うので、ロボットの理学療法の活用について

士や医師、義肢装具士、工学者などと共に現場で

0609537.html

ーションをとって患者さんに合ったプログラムを計

から心の状態を推測し、ケアをするのは難しいと考

③https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/3

だった。今は理学療法士が時間をかけてコミュニケ

私が実現したい医学療法の未来像は、理学療法

を持つ。

②https://www.riken.jp/press/2009/20090827/

ットが理学療法士の仕事をするのも近いというもの

画しているのに対して、ロボットは表情や会話の中

統制した動作が可能な分散情報処理などの特徴

これからは、ロボットが担う部分と人間が担う部分

作機能、情報処理の高速化により、ロボット全体を

囲に覆う高精度触感センサーを利用したロボット操

/09/jn140924-5/jn140924-5.html

画像③

後ロボットが導入され、徐々に機械化が進むとロボ

画像②

でき、リハビリの負担を軽減させてくれる。腕を広範

協力者 理学療法士 守谷さん

対応できるセラピストを目指していきたい。

重要となる。しっかりと基礎を学びつつ、最先端に

利用するためにリハビリテーションの技術や知識が

しかし、あくまでもロボットは利用するものであり、

た方など様々な方に対し効果が認められている。

あり、脳卒中や骨折後、内科的疾患で体力が落ち

利用し正しい動作が反復して行えることがメリットで

でいる。ロボットリハビリテーションでは、ロボットを

効果が期待され、各分野での研究や開発が進ん

脳や体の機能の研究が進み、ロボットとの相乗

用したリハビリテーションも広がっていくと考える。

になり、今後、様々なロボットが普及し、ロボットを利

一般用の介護ロボットもテレビCMで流れるよう

れ、ロボットリハが推進される項目が追加された。

はロボットを使用することでの機能回復が認めら

ていなかった。しかし、2020年の診療報酬改定で

ロボットを使用した反復練習を行うことは認められ

に支払われる費用は診療報酬と呼ばれ、今までは

ている。また、誰でも必要な医療行為を受けるため

ハビリテーションを行うことで相乗効果が期待され

脳卒中の再生医療の治療後にロボットを利用したリ

近年、世界的に再生医療が注目されているが、

４．結論

なり、負担を軽くすることができる。

すれば、理学療法士の肉体労働の削減が可能と

ディ アシスタンス」というロボットが開発され、人間
タイプの両腕により、一連の移乗作業を行うことが

アドバイス・相談も行っている。このロボットが実現

を行うサービスのことだ。また、介護する家族への

きる。画像③「ロボット フォー インタラクティブ ボ

介護支援ロボットは、介護する人を助けることがで

時代が来る」という記事を見た。その記事には、今

画像①

３．探究結果

①https://news.panasonic.com/jp/press/data/2014

法士の事を調べてみると「ロボットがリハビリをする

私は将来、理学療法士を目指している。理学療

１．探究動機

3年3組 中本 美涼

「ロボットを活用して最適なリハビリをするには」

－84－

ることで仕事を円滑に進めることができる。自分
が思わないところで人とのコミュニケーションが成
果を結ぶこともある。私は日本の「チームで働く」
という考え方はとてもいいと思う。そして、この発
見をしたことで海外の働き方にも興味が出てき
た。特に海外の先進国、ドイツなどは個人の仕
事以外は手伝わない、という考え方があるよう
だ。一見、冷たいと思うが仕事を効率よく行い、
残業などをしない働き方はある意味日本と真逆
だ。地域協働探究に参加しなければ、このような
疑問を持つこともなかっただろう。地域協働探究
は、こうした学校生活では気づけない、意識しな
いことにも気づけ、実際に働いてみることで肌で
感じられることが数多くある。社会に出る前に
色々な事業所の方と会えたことは自分にとって
すごく大きなことだ。結論として私は、和気閑谷
高校で地域協働探究を選んだことは、自分にと
って大きな成長を与えてくれる、貴重な経験とな
った。

ていった。また、お店の印象は店内の雰囲気だ
けでなく店員の愛想なども含まれているのだと知
った。店員の接客が店の雰囲気につながること
が接客の仕事の中でも重要なことだと分かった。
２つ目は報・連・相の重要さだ。私は備前化成研
究所で工場の見学時に、工場の仕事を潤滑に
回すにはどうしたらいいのか話をきいた。備前化
成研究所では外国から来た方も多く働いてい
た。若い方が技術を学びにくるため数年で新し
い方と入れ替わるそうだ。また工場には通訳の
人はおらず私は始めどのように仕事を滞りなくま
わしているのか疑問だった。見学をしていると、
社員の方が１つの作業を行った後必ず2人で確
認したり紙にチェックしたり、なにか起きればすぐ
に上司に報告をするといったことをどの従業員の
方もしており驚いた。また、朝の朝礼で1人ずつ
その日のする仕事内容を口頭で説明することで
作業を明確にするのと、各々の仕事に対する責
任を持たせるという意図があることにも驚いた。３

校生の今だから気づけたことも多かった。私が高

校生活で特に力を入れて取り組んだ地域協働

探究は、テーマとして最適だった。また、１つの

事業所での活動が終わった後に行う振り返りの

時間では、違う事業所に行った人たちの活動報

告も聞くことができ、私の体験と比較できたのも

良かった。

あるお店で体験学習をし、学校外での学習にと
りくんだ。そして取り組んだ内容、学んだことや発
見、次に生かしたいことなどをノートに書き、地域
協働探究の授業で他の事業所に行った人同士
で集まり、結果を報告しあった。そして、全ての
就業体験が終わった後、スライドを作りプレゼン
をした。これは中間発表の時に発表したが私は
そこからまたテーマを変えこの探究に定まった。

のキャリア探求科に入学して何が得られたのか、

ふと考えてみたからだ。そして答えを出すには時

間が必要だと思い閑谷学の時間を使って探究し

ようと考えた。更にこの探究を完成させることで、

これからの人生でも生かしたいとも考えた。そし

て自分は2年生から地域協働探究に参加し、

様々な事業所を訪問し、様々な仕事を体験し

た。中学生の頃に行った職場見学とは違い、高

だ。大きく3つに分ける。1つ目はコミュニケーショ
ンの大切さだ。私は３つの事業所のうち２ヵ所で
接客の仕事に携わせてもらった。私は元々人見

いける。私は3回の職場体験で今まで自分が行

った職場体験の活動報告書を見直してまとめ、

内就業体験の図書館は除く)で多くのことを学ん

私は昨年と今年の計3回(緊急事態宣言時の校

した。学校付近の事業所から少し遠くの所へも

地域協働探究には3年生から選択授業で参加

２．探究手法

たからだ。そこで先輩方の話を聞き、私も地域に

校生活を終えるうえで自分が和気閑谷高等学校

３．探究結果

たので高校生活の中で働くことを体験したかっ

私がこの探究テーマにした理由は、3年間の高

ミスも大きくなる前に防げるということも学んだ。

分からないことを聞きに行った。そうすると小さな

ということだ。作業中に話しかける際に私はよく

つ目は自分の意見を相手に伝えれるようにする

は仕事を達成できないし、コミュニケーションをと

は必ずお客様と関わるので私の苦手意識も減っ

挑戦してみたかったのと自分の進路が就職だっ

関わるのは必要不可欠だということ。自分だけで

格を直したかったのもある。そして、接客の仕事

究をとった先輩方の発表を聞いて、新しい事に

１．探究動機

私が地域協働探究で得たことは、働く上で人と

た。地域協働探究の授業をとったのは、この性

働探究を選んだのは1年生のとき、地域協働探

3年4組 山﨑 明

４．結論

そこから何を学んだか考えてみた。私が地域協

知りで人とコミュニケーションを取るのが苦手だっ

「地域協働探究で学んだことと考えたこと」

－85－

3年5組 濱田 蓮都

働くということは自分一人ですることは出来ず、遅
刻など自分勝手な行動は一緒に働く同僚などに迷
惑をかけるだけでなく、自分の信用を失うことにつ
ながるので、社会人としての自覚を十分に持ちマ
ナーを守って働いていくことが大切だと思う。
自分の全ての行動が働いていくなかで、多くの人
に影響を与えるということを忘れないようにしたい。

もらっていた人は自分の力で起きなければいけなく
なり、自炊をするなど自分自身で健康管理をして
いく必要がある。働きだすと今までの学生生活に比
べて休みも減り、疲労がどんどん溜まっていくと思
う。疲労だけでなくストレスも溜まったりと自分の体
をしっかりと理解して毎日元気に会社に行き働いて
いけるように「自己管理能力」をしっかりとつけてい

種に就けるとは限らない。中には志望先に落ちそ
の次に選んだ企業に就職する人や、なんらかの事

て感じた事や企業の人に聞いた話しなどをまとめ

ていくような手法を使って探究を行った。

も居るだろう。

情で自分がしたいと思っていた仕事に就けない人

の人が自分が心の底からしたいと思える会社や職

考えた。

体験に行き、実際に働くという事を体験した。その

にいった。今回はそこでの体験から、自分で体験し

う事をしっかり心がけて、そこから始めていきたいと

試と一般入試の休みの期間に地域の企業に就業

次に「忍耐力」についてだ。就職するときに全て

出来なかったが、まずは「自分から挨拶をする」とい

て行う活動だ。地域協働探究の授業では、特別入

他にも金曜日の5、6限目の時間を使って就業体験

場体験の際に企業の方と話しをする事がなかなか

探究手法は主に「地域協働探究」の授業を通し

く事が1番大切だと私は考える。

卒業するまでの残りの時間を過ごしてい行きたい。

いだろう。一人暮らしをすると、今まで親に起こして

要なこと」という探究テーマにした。

ない人も多くいるだろう。私も初めは緊張して、職

のミスにつながっていったりするのではないかと感

て、知ることが出来ることを活かし、この「働く為に必

２．探究手法

そして、今の私は「忍耐力」と「自己管理能力」の二

遅刻や休んだりを簡単にすることは絶対に出来な

分から挨拶をしていくということを心がけて高校を

が出来なくなったりし、うまく話しが噛み合わず仕事

のか、どんな仕事が自分に向いているのかを考え

特に必要だと感じたもの三つをまとめた。

はこの力が1番必要だと考えた。仕事は学校と違い

また、高校を卒業して一人暮らしをしていく人も多

悪くなったり、分からないことなどをしっかり聞くこと

ることで、どんな人がその企業では求められている

上記であげた３つの能力以外にもまだまだ必要な

感じている。

能力はあると思うが、今回は私が体験したことから

できるとても良い授業だと感じた。

の仕事につけるよう努力していくことが必要だと強く

最後に必要だと思う力は「自己管理能力」だ。私

くことが出来き、自分の将来に活かせていくことの

でまずは、自分のしたいと思えることを見つけ、そ

しかし、コミュニケーションを取ることがあまり得意で

その時に挨拶がしっかり出来ないと自分の印象が

験にいく事ができる。自分で働くという事を体験す

とが出来ないようなことも、自ら体験することで気づ

忍耐力を身につけていく事が必要だと考える。なの

ケーション力」を身につけていくために、まずは自

るし、必ず人と関わる機会があるはずだ。

指す人が選択し、地域の企業や事業所に就業体

を読んだりインターネットで調べるだけでは気づくこ

まう事もあるはずだ。それでも働き続けていく為の

用・信頼を失っていくはずだ。

の方や取引先の方、数年働いていると後輩が出来

ともきっかけになった。この授業は、主に就職を目

て、地域協働探究での職場体験学習では、ただ本

人でも、続けていく中で飽きてきたり、嫌になってし

じた。

程の人と関わっていくことがあるだろう。また、上司

択授業で、「地域協働探究」という授業を選んだこ

つの力が働く為に必要なことだと強く感じた。そし

また、自分のしたい仕事や行きたい企業にいけた

つはある程度持っていると思うので、私は「コミュニ

人で作業をする工程別の仕事であっても前後の工

り調べてみようと思ったからだ。また、三年生での選

ニケーション力」・「忍耐力」・「自己管理能力」の3

以上のことから私は今回の探究を通して、「コミュ

４．結論

か。それを見つけていく事も大切だ。

事を続けていけるか、何を楽しみに働いていくの

そんな時にどのようにしてモチベーションを保ち仕

い。仮にしたとしても周りに大きな迷惑をかけ、信

ことは基本的に一人でしていく事は出来ない。一

まず、「コミュニケーション力」について、働くという

管理能力」の３つが必要になると考えた。

く分けて「コミュニケーション力」や「忍耐力」、「自己

私は今回の探究を通して、働くためにはまず大き

３．探究結果

という事からどんな力が働く為に必要なのか気にな

私がこの探究テーマにした理由は、進路が就職

１．探究動機

「働く為に必要なこと」

３

運営指導委員会 会議録

＜運営指導委員＞
氏名

所属・職

石原 達也

岡山 NPO センター 代表理事

岡山 一郎

山陽新聞社編集局 編集委員室長

神崎 浩二

岡山県経済団体連絡協議会 事務局長

草野 浩一

岡山県総合政策局 地方創生推進室長

徳岡 卓也

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 中四国支社長

前田 芳男

東海大学経営学部観光ビジネス学科 教授

【第１回運営指導委員会】
（１）日時
令和３年９月 28 日（火） 15：00～17：00
（２）開催形式
Zoom によるビデオ会議
（３）出席者
・運営指導委員
岡山一郎、神崎浩二、徳岡卓也、中山尚美、前田芳男
・和気閑谷高校（指定校）
藤岡隆幸、久常宏栄、神田明夫、安東真美、赤畠真一、江森真矢子、梅村竜矢
・岡山県教育庁高校教育課高校魅力化推進室（管理機関）
室貴由輝、神田慶太
（４）内容
・運営指導委員による学校設定教科・科目「地域協働探究」の授業見学
・事業説明（本事業における取組の状況）
、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）
○

自然保護センターに中高生を呼ぶ計画があったが、具体的に進んでいるか。

●

コロナ禍でなかなか進んでいない。

○

備前焼の作家との連携はどうか。今後も継続して行うのか。

●

現在色付けを行い、備前市のカフェにおいてもらうように話を進めており、継続して行う。

○

課題として取り上げるべきは JR の減便問題。現在昼間は 30 分に１本から１時間に１本と

なっているはず。そこで、乗客を増やす手立てを、高校生たちが地域課題として真剣に考え
ないといけない話であるし、高校にとっても大きな問題である。町にとっても移住者を増や
すためには便利さが重要だ。30 分が１時間となると地方創生にとっても非常に厳しい。JR は
さらに減らすことも考えているだろう。減らされないためにも高校生が本気で考えて取り組
んでほしい。
○

地域協働探究を始めたときは、オンラインという形は想定していなかっただろう。コロナ

禍で事業所での就業体験ができない中でも、オンラインで事業所と交流したり校内での就業
体験を行ったりと、よく工夫されている。これからは中学生や高校生にいかに学校の魅力を
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伝えるかという点で情報発信が重要になってくる。今年度でこの事業は終わるが、今後この
取組を継続・発展させるためには、まず問題になるのはお金だろう。地域とつながることに
おいて、学校における規制や前例などがあるだろうが、お金のつながりも大事。後援会組織
やファンクラブのような連携組織を作っていく必要があると思う。少子化の時代で子どもは
地域の宝であり、以前に比べても地域の理解は得られやすい。教員の仕事を増やすかもしれ
ないが、それに対するリターンも十分にあるはず。地域とのつながりをより強くすることに
関して、地域の理解を得てお金を集めることも必要ではないか。
○

昨年度から今年度にかけて取組を変えているところもあるとのことだが、効果的に高まっ

ている部分はどこか。また、これらの取組における生徒の変容をどのように教員は受け止め
ているか。他の学びにどのような効果をもたらせているか。
●

活動の高まりについて、閑谷學の活動の区切りを年度末から年度途中に変更し長期的に探

究できる形にしたことで、生徒が地に足をつけてじっくり探究できるようになり、ある一定
の成果はあった。以前は年度で途切れてしまうことがあったが、区切りを変えることで生徒
につながりを意識させることができるとともに、先輩から引き継ぐことで生徒のやる気にも
つながっているように感じる。また、今年度からスタートした地域協働探究について、当初、
事業所の協力や活動で出ていく生徒の学びに不安があったが、実際やってみると生徒は生き
生きと活動している。さらには、働くことを考える機会ができ、就職活動にも活かされてい
る。来年度は就職希望によらない職場体験の在り方も考えていく。
○

仕事場で働いている大人に人生観や職業観を聞いて、それについて高校生が話をしており

意義深い。一方で取り組む生徒の能力や意欲、意気込みにも個人差がある。事前の学習での
動機づけが大事だが、どのような準備をさせたうえで外に出しているのか。
●

動機づけに関しては、半年たった今でも正直困っている。どちらかといえば受け身の生徒

が９割ほど。当初は相手に失礼のないように、授業の意味や地域に出ていくことのありがた
さなどを伝えていたが、なかなか生徒に伝わらない。だからこそ、相手には失礼なところや
お叱りをうけることもあるが、今はとにかく外に出すようにして、出した中で生徒自身に感
じてもらうようにしている。
○

これまでの活動の中で、地域の方の反応の変化は感じるか。

●

事業者の方からは、高校生の姿が知られてよかったという感想をもらっている。高校生以

上に、つながることに対して喜びを感じていたようだ。
○

体験を経験に変えることが大事。現場に行けば、ものごとの感じ方など、何かしら変化が

あるものだ。ただし、高校生は変わったことに気づかないこともあり、そうなると経験にな
らない。経験として消化するためには、
「振り返り・発表・対話」が大事で、今回は対話がで
きていた。その際、教師による質問や問いかけの回数が多ければ多いほど、生徒は変わった
ことに気づく。閑谷學や地域協働探究などを上達させるには、教師による問いかけが大事。
また、今回の授業のような生徒同士による質問が当たり前にできるようになれば、地域学に
おける生徒の文化が醸成されていく。それに対して、ルーブリックや成長のイメージの観点
が、
「問いが立てられる」
、
「メモを持たずに発表することができる」といった教科教育の中の
内容になっている。体験を経験にすることは大事だが、ルーブリックには表れておらず生徒
の成長が反映されていない。生徒の変容を見るだけで企業もうれしいし、この活動を続けて
いくだけでも、この学習の効果が地域全体としてわかってくるはず。あと１～２年継続する
と、地域にも学校にも目に見える効果が出てくるだろう。
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【協議テーマ】「地域協働探究」が持続可能な内容となるための
①

学校外（事業所等）とつながる仕組みづくり

②

受入先（事業所等）が有益と感じてもらえるための、授業構成などの工夫

〔①における運営指導委員からの意見〕
・後援組織を有料で作るのがよい。お金でつながっていれば、一定のつながりができる。イン
ターンシップの実施や、経済同友会が発行している「SDGs マップ」を利用して地域の企業の
取材や募集について生徒に深く関与してもらい年々更新できれば、コンテンツでつながるこ
とができる。
・地域が全体で取り組むべき課題に加わるのが大事。その際、商工会や各種団体と一緒に何か
をやるのがよい。また、地域の課題解決において、新見高校における市議会への陳情の取組
のように、地域の社会システムや政策決定まで踏み込んでいけば、つながりが深まるだろう。
・WIN－WIN の関係を事業所と築くために、ICT を活用し、高校とつながるメリットを公表し公
募することで、事業所側からも関わっていきたいという環境づくりを進めること。
・コロナ禍でオンライン活用が進んでいることから、地域を拡大して、和気町だけでなく生徒
が通っている赤磐市や備前市の事業所とオンラインでつながるとよい。高校が立地していな
い自治体からすると、高校生にいかに就職してもらえるかが課題である。行政を間に挟んで
企業を紹介してもらうことで、高校が立地していない地域の行政課題の解決につながったり、
市民とのつながりができるきっかけとなったりする。
・安定的に行ける職場として、保育園や老人ホームのような人手不足などの理由で困っている
ところは、学校と事業所の両者にとって有益である。他に、農業において農繁期に手伝うな
ども考えられる。また、閑谷学校のガイドが一番良い。恕の精神は和気閑谷高校にしかでき
ない。高校生がガイドしている国宝ということだけで観光資源になる。
〔②における運営指導委員からの意見〕
・地元に学校があることに加え、人材の供給が大事。いかに卒業生が地元に就職しているかを、
パンフレットや HP にて PR していくか。また、和気閑谷高校を応援している企業を学校 HP に
載せるなど、学校が企業とのつながりを発信することも考えられる。それとは別に、和気閑
谷高校の卒業生は就職先で長く就業するということも PR となり、企業とのよいつながりとな
る。
・一例として、商品開発を深めていくこと。県内の高校生の事例として新聞記事に取り上げら
れることが多い。どこまで企業が有益に思っているかは別として、事例の多さから言っても
企業とコラボすることは比較的やりやすいと思われる。現在行っている備前焼の取組も継続
してやることが大事。
・地域にどのような人材を輩出できるかにおいて、和気閑谷高校の学びが、生徒卒業後、地域
にどのように還元できるのかをアピールできるかが大事。このような観点で、地域・社会に
わかるような取組を推進するのがよい。
・事業所としても長年同じようなことをすると疲労感がでる。そこで、生徒からの提案や、生
徒と若手従業員との対話などを行うことで、従業員なども活気が出て会社の活性化につなが
るだろう。それを、会社だけでなく地域の広報誌など外に発信することで、多くの人に状況
を知ってもらう。取り上げるべき内容としては、JR 減便問題など大人の中でも大きな課題が
よい。高校生だけど大人目線で解決策を考えて発信することが大切である。
・生徒が与えられた仕事を行う中で、改善提案を行ったり、いろいろ感じたことを指摘したり
すること。若い人が感じたことは、事業所にとっても業務改善につながるだろう。
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〔その他、運営指導委員からの意見〕
・①、②のベースとして、職場に出す学校側が人生観・職業観をしっかりもつことが大事であ
る。「仕事＝職業名」ではないはず。将来、今ある仕事の半分が AI にとって代わると言われ
ている今、学校現場で、どんな仕事に就きたいかに対して職業名を言わせているのではだめ。
オードリー・タンが、将来の仕事は何かと聞かれた際、
「それはスラッシュである」と答えた
ように、今後は、一つの仕事だけでなく、いろいろな仕事をするようになるだろう。そうい
う世界に生徒を送り出すという考え方を教師が持ち、ゆるぎないものをもって「だからこの
授業が大事だ」と言えない限り、生徒が不安に感じるだろう。このことに加え、この活動を、
地域の方に何度も見てもらい、生徒が変わるところを感じてもらうことが必要である。
【第２回運営指導委員会】
（１）日時
令和４年２月１日（火） 13：15～17：00
（２）開催形式
Zoom によるビデオ会議
（３）出席者
・運営指導委員
石原達也、岡山一郎、神崎浩二、徳岡卓也、中山尚美、前田芳男
・和気閑谷高校（指定校）
藤岡隆幸、久常宏栄、神田明夫、福田浩司、荒金恭子、安東真美、柴谷祐人、赤畠真一、
岡本安宜、江森真矢子、松穂亜花音
・岡山県教育庁高校教育課高校魅力化推進室（管理機関）
室貴由輝、神田慶太
（４）内容
〔第１部〕本事業に係る学習成果発表会（オンライン配信）
〔第２部〕事業説明（本事業における取組の状況）
、質疑応答・指導助言
（５）運営指導委員からの感想・指導助言
・地域側からの期待として、探究学習を行う中で、地域の課題を解決する議会陳情のような
政策提言ができるようになればよい。
・持続可能に関して、クラウドファンディングの活用や、OB 等からの定期的な資金提供の仕
組みを確立するのがよい。
・生徒には、地域を知り地域と一緒になって取り組み、学校には、地域や企業が必要とする
人材を地域と一緒になって育ててほしい。お互いのメリットが出る形で、地域や企業との
関係構築を目指してほしい。
・事業を通して学校として何ができるようになったのか、自治体や企業の相互作用によりど
のような効果が生まれるのか、自治体や企業からどのように資金や資源を調達できるよう
になるのかを整理して明らかにすることが持続可能につながるポイントである。
・地方創生に必要な若者の環流を進めるための基本は、小・中・高における教育にあり、そ
の中で地域学は有効に働く。地域学を高校生が学ぶことを、地域も望んでいる。地域学を
当たり前に行う雰囲気作りを高校と自治体が一緒に行うのが大事である。
・
「学びて思わざれば則ち罔し。思ひて学ばざれば則ち殆し」という論語を胸に、地域の方と
の対話ができ、現場に出る教育活動を堂々としてほしい。
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