
45

しみずひろし：数学科	 こうまつせいごう：英語科
おおだいらごう：国語科	 かさはらたくみ：国語科

文部科学省より

1　総合的な学習の時間の趣旨

各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心

等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。

2　総合的な学習の時間のねらい

１	　自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資

質や能力を育てること。

２	　学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む

態度を育て、自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。

3　総合的な学習の時間の学習活動

１　国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動

２	　生徒が興味・関心、進路等に応じて設定した課題について、知識や技能の深化、総合化

を図る学習活動

３　自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものと

する。

総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。

分掌報告

国学院高校における総合的な学習の時間（進路学習）

	 進路指導部	 清水　　宏	（Hiroshi	SHIMIZU）
	 	 幸松　世剛	（Seigo	KOMATSU）
	 	 大平　　剛	（Go	OHDAIRA）
	 	 笠原　卓巳	（Takumi	KASAHARA）
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⑴	　自然体験やボランティア活動、就業体験などの社会体験、観察・実験・実習、調査・研

究、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に

取り入れること。

⑵	　グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一

体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などにつ

いて工夫すること。

⑶	　総合学科においては、総合的な学習の時間における学習活動として、原則として上記２

に示す活動を含むこと。

國學院高校における総合的な学習の時間

本校の「総合的な学習の時間」（以下、総合学習と略称する）は、平成15年（2003年）４月

から、完全学校週５日制の導入の中で新たな学習活動として登場した。総合学習の時間は、変

化の激しい社会に対応して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、より

よく問題を解決する資質や能力を育てることなどをねらいとすることから、思考力・判断力・

表現力等が求められる「知識基盤社会」の時代においてます

ます重要な役割を果たすものである。

本校では、生徒全員に進路ノートを配布し、それぞれのイ

ベントを通して得た情報を書き込ませ、さらにそれを発表し

て級友とも分かち合う。

また、当初１学年ではエゴグラム・ジョハリの窓・職場訪

問を実施していたが、検討を重ね現在のプログラムになって

いる。

進路学習の意義

「進路」を考えるということは、「自分がどう生きたいか」

を考えることだ。単なる大学受験のモチベーション学習では

ない。それは成果の一部でしかない。真のねらいは「生きることを養うこと」だ。自己模索と

世界認識の困難な時代に、自分と世界の双方を段階的に手探りし、自己実現の道を選択してゆ

く、またそのように自分で歩める力を養うことを意図したプランである。
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１年生の総合学習（進路学習）の目的

時期 内容 目的
校外研修 クラスミーティング 他者の目を通して自分を知る。
５月GW 自分史 過去を振り返り、自分を知る。

６月 「社会の中で自分の
役割を考える」

自分を取り巻く社会を知り、自分と社会との関係性について
考える。

７、８月
夏季休暇

オープン
キャンパス

大学、学部学科について学び、文理選択のヒントとする。
オープンキャンパスの体験を級友と分かち合う。

９月
〜 10月 大人へのインタビュー 実際に社会で働いている人の話を聞き、仕事について知る。

11月 職業調べ 職業（特にやりがい）について調査し、またその感想を分か
ち合う事で自己の仕事観を確立させていく。

冬季休暇 仕事観レポート 仕事観を確立させた事により文理選択を最終的に決定する。

２年生の総合学習（進路学習）の目的

時期 内容 目的

５月GW 学部学科調べ 自分の興味ある学部学科について調べ、さらに志望動機を級
友と共有する。

５、６月 学部学科新聞 学部学科についてより掘り下げた研究をする。
７、８月
夏季休暇 オープンキャンパス 具体的な学部学科・大学の選択へと繋げる。

11月 模擬授業（事前学習） 大学から出される課題に取り組む。

12月 模擬授業 大学の生の講義を聴き、学部学科の最終決定の材料の一つに
する。

１月 模擬授業（事後学習） 講義レポートの作成をする。

３月 ３年生メッセージ 進路選択や受験体験についての先輩の体験談を聞き、教訓と
する。

３年生の総合学習（進路学習）の目的

時期 内容 目的

４月 進学説明会 現役大学生のアドバイスを聞き、大学生活をイメージすると
ともに、受験勉強のモチベーションとする。

10月〜
12月 卒業文集 ３年間の歩みを振り返る。
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第１学年の進路学習について

１．１年進路学習の流れ

　1．1　自己理解

　1．2　社会研究

　1．3　文理選択

　1．4　仕事観研究

２．実施方法と効果

1．1　『自己理解』

　1．1．1　実施方法と時期

　ａクラスミーティング

	　４月の下旬に行われる「校外研修」（２泊３日）で実施する。初日のクラスミーティングで

は事前に進路ノートにまとめた「私の人生で大切なもの」をグループごとに話し合い、発表

する。２日目のクラスミーティングでは「どういう高校生活を送りたいか」を発表し、それ

らを可能にしていけるようなクラス目標を作る。両日ともにクラスメイトの発表を聴いて感

じたことを進路ノートにまとめる。最終日はオリエンテーションで活動を共にしたグループ

のメンバーひとりひとりに向けてメッセージカードを作成し、交換する。

　ｂ自分史

	　GW前の学年集会で、「自分を見つめること」について教員から話をし、連休中の課題とし

て「自分史（年表）」と「私の歩みを振り返る」のワークシートに取り組ませる。

　1．1．2　生徒の様子や効果

「クラスミーティング」では恥ずかしがる生徒もいたが、宿泊を伴うやり取りで信頼関係がう

まれ、きちんと自分の考えを発表することができていた。自分を表に出し、メッセージカード

を通して、他者に映る様々な姿の自分を知ることができたようだ。

クラスミーティングとは逆に、「自分史」ではこれまでの自分を冷静に見つめ直すことによっ

て現在の自分の立ち位置を把握し、これからどのように生きていくべきか、そのヒントを得る

ことができたようだ。

※平成24年度は、校外研修は実施されなかったので違うプログラムになった。
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1．2　『社会研究』

　1．2．1　実施方法と時期

「社会の中での自分の役割を考える」ために関心のある社会問題について自由に研究し、「社

会問題新聞」の作成を行う。１学期の中間考査明けに学年集会を行い、「社会問題新聞」の作成

について諸注意を行う。課題で「自分の就きたい仕事」、「気になる社会問題」について考えさ

せる。社会問題に関しては原因や根本を考えさせ、どのような経緯で社会問題へと発展したか

などのメモを作成させる。より多くの人に関心を抱いてもらえるように体裁を整え、「社会問題

新聞」を作り、廊下に掲示する。後日「あなたと社会の関係」について再び考えさせ、自由な

タイトルで作文させる。

　1．2．2　生徒の様子や効果

「新聞」という体裁が生徒の興味をそそったようであ

る。廊下に掲示することで他のクラス間で考えや想いを

刺激し合い、仕事や社会に対する考えを深めることがで

きたと思われる。「自分の知らないことについて知る機

会を得てよかった。」、「社会問題新聞を作るうちに、知っ

ているつもりだった問題が、実はよく理解できていなか

ったと実感した。」、「これからはもっと新聞を読んでい

くようにしたい。」などの感想があった。

1．3　『文理選択』

　1．3．1　実施方法と時期

７月に進路通信を配布し、主要大学のオープンキャンパスの日程を生徒に示す。オープンキャ

ンパスを７月の上旬に実施する大学もあるので注意を促す必要がある。夏休み中にオープンキャ

ンパスに参加し「１年文理選択編」のワークシートを完成させる。このワークシートは、事前に

学部学科の「学習内容」、「取得可能な資格」、「卒業後の主な進路」を調べて参加し、参加後感想

と文系と理系のどちらに進路選択をしたいかを書かせる書式になっている。また、11月には第１

回文理調査があるので、そのことも踏まえて真剣に取り組むように促す必要がある。
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　1．3．2　生徒の様子や効果

志望大学や文系理系も決まっていないせいか、どの大学のオープンキャンパスに参加するべ

きか迷う生徒が多くいたものの、「自分の就きたい仕事」や「社会問題新聞」を手がかりに大学

を選ぶことができていたようだ。実際のキャンパスを歩いて「早く大学に通いたい」など、大

学への憧れを感想につづる生徒も多く見受けられた。

1．4　『仕事観レポート』

　1．4．1　実施方法と時期

10月上旬の学年集会で進路通信を配布し、仕事観レポート提出までの流れを確認する。1600

字という比較的長い文章を書かせるにあたり、国語科の教員から文章作成のアドバイスをす

る。10月下旬に「大人へのインタビュー」をクラス内で発表させ、感想を書かせる。11月上旬

には「職業別やりがい調査」をクラス内で発表させ、これまでの仕事観にどんな変化があった

かを簡単にまとめさせる。また、「仕事をする上で大切なこと」もあわせて考えさせる。自身の

仕事観について1600字のレポート作成を冬期課題にする。休暇明けに回収し、どのような内容

のレポートだったかを簡単にまとめ、クラス内で発表させる。

　1．4．2　生徒の様子や効果

「仕事別やりがい調査」では自分が目指している仕事が想像以上に大変なものであることに
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気が付く生徒や、目指す仕事への憧れを一層強くする生徒が見受けられた。1600字というレポ

ートの字数に怖気づく生徒も多かったが、学年集会でのレポートの書き方の指導により皆きち

んと書きあげていたようだ。中には1600字では書き足らないといった生徒もいた。「仕事はお

金を稼ぐだけではない」、「生きていくためにはある程度のお金を稼ぐ必要がある」など、仕事

に対する様々な気づきを得ることができたようだ。

第２学年の進路学習について

１．１年での進路学習の効果

1．1　『自分史』

自分が歩んできた道のりを確認し、自分自身について理解を深め、自分が１人で生きてきた

わけでないことを認識させる。

1．2　『社会研究』

自分が社会に属する存在であることを認識し、その中で自分が果たす役割を考えさせる。
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1．3　『文理選択』

夏休みのオープンキャンパスに参加させ、大学の雰囲気を味わうとともに、文系・理系の選

択について考える機会を与える。

1．4　『仕事観研究』

どんな職業においても、苦労とやりがいの両方があることを認識させ、その上で自分が誇り

を持ってやっていけると思う職業について考えさせる。

２．２学年進路学習について

2．1　『学部学科研究』

　2．1．1　実施方法と時期

GW中に『学部・学科が分かる本』やインターネットを利用して、現時点で自分が興味を持

っている学部・学科の、以下の７点について調べてくる。「興味を持っている理由」「どんなこ

とが学べるか」「研究のスタイル」「どんな資格が取れるか」「卒業後の進路」「どの大学に設置

されているか」「どの科目を勉強しておいたら良いか」。続いて５月上旬に行われるLHRで、主

にグループ毎になって、各自上記についてまとめたものを発表し合う。その後、クラスメイト

の発表を聴いて感じたことを進路ノートにまとめる。
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　2．1．2　生徒の様子や効果

前半の調べる作業においては、自分が興味のある学部・学部のためか、概してしっかりと取

り組んでくる生徒が多い。仕事は、文系的なものと理系的なものに分類できること、そして大

学のどの学部で学んだかが仕事に直結していることを、生徒は初めて認識するようである。ま

た、LHR後の感想から意外なことが分かる。多くの生徒は、クラスメイトが自分以上に将来に

ついて深く考えていることに大きな衝撃を受けるようである。また、多くの職業で英語が必要

とされること、高校時代の勉強やクラブ活動などが仕事（内容）に直接影響を与えていること

に驚くようである。以上から、LHRでの分かち合いは、生徒の「気づき」の場として大変有効

であると思われる。

2．2　『学部学科新聞』

　2．2．1　実施方法と時期

１学期中間考査終了後に主に進路通信を使って新聞の書き方を生徒に示す。６月の中旬を毎

年提出の締め切りとし、全員分を１学期中廊下に掲示する。ここ数年で目立つのは、パソコン

を巧みに使える生徒が増加し、約半分の生徒がパソコンを使用して作成してくることである。

本校でも「情報」の授業が行われているが、IT教育と連携していくことがこの『学部学科新聞』

の未来と言えよう。しかし中には、ウェブ上の文章をそのまま貼り付ける者もいるので、そう
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いった面での指導も必要であろう。

　2．2．2　生徒の様子や効果

１年次に『社会研究新聞』を行っているので、生徒は

新聞作りに関して特に難色を示さない。概して見出しや

リードも工夫が見られ、グラフや写真等も効果的に利用

できている。学部学科について理解を深めることはもと

より、将来必ず必要とされる「プレゼンテーション能力」

も養うことができているように感じる。この点は今後さ

らに強調していって良いことかもしれない。休み時間や

放課後の時間においては、廊下に掲示された他人の新聞

をじっくりと眺めている生徒をたくさん見ることができ

た。

2．3　『学部学科選択』

　2．3．1　実施方法と時期

夏休み中にオープンキャンパスに参加させ、進路ノートを完成させる。７月上旬に進路通信

を配布し、生徒に配布する冊子「Open	Campus」に掲載された主な大学のオープンキャンパス

実施日程を生徒に示す。時期が早いものは、７月中旬に行われるものがあるので注意を促す必

要がある。１年時のオープンキャンパス参加と大きく異なるのは、１年時では「文系・理系の

選択」のための手がかりを探させるようなワークシートになっている一方、２年時においては

「志望する学部学科の特徴」「入試の特徴と対策」「大学周辺の環境」といった、受験や大学生活

について考えさせるようなワークシートになっている点にある。この点を強調して指導に当た

れれば、より効果的である。ほぼ毎年、進路部から「夏休みの学習計画」が配布される。オー

プンキャンパスと関連付けて指導するとさらに効果的であると思われる。



国学院高校における総合的な学習の時間（進路学習） 55



國學院高等学校「外苑春秋」第２号　2012年56

　2．3．2　生徒の様子や効果

１年次でも行っているせいか、生徒からオープンキャンパス参加の意義に疑問を抱く声は聞

かれない。生徒が書いたワークシートの「総合的な感想」を読むと、この段階で、多くの生徒

が実際に受験をして大学生活を送っている自分をイメージしていることが読み取れる。「通学

に１時間かかる」「大学３年になったら留学したい」といった具体的な感想が多く見られる。

2．4　『大学模擬授業』

　2．4．1　実施方法と時期

２学期初旬から生徒の希望に合わせて、本校教員が大学の教授と交渉に当たる。毎年20〜25

の講義を確保している。交渉に当たる際、可能な限り、多くの本校生徒が受験する大学を選ぶ

と生徒のモチベーション向上につながる。近年はほぼ全員が第１志望の学部学科の講義を受講

している。11月下旬に、進路通信を利用し模擬授業講義概要一覧を生徒に示す。そこには「大

学」「学部学科」「講師名」「講義テーマ」「課題」等が記載されている。進路通信配布時に進路

ノートの「受講講座」「課題内容記入欄」をすぐに記入させる。また、進路ノートに課題を取り

組ませ、模擬授業実施の２〜３日前に提出させる。不十分なまま提出しないよう徹底する。実

際は２学期期末考査終了後に課題に取り組んでいるのが現状である。模擬授業当日は、終日こ

の日のために講義毎に分けされた仮クラスで授業を受けることとなる。講義時間は大学の一般

的な時間に従い90分で行われ、その後進路ノートの「講義レポート」に、講義の内容や感想を

まとめて終了となる。
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　2．4．2　生徒の様子や効果

この時期２年生では、進路関係の動きとして、受験校・学部学科を決定させ、受験科目を確

認させ、３年次の選択科目指導を行っている。２年２学期、特に修学旅行以後、生徒達はかな

り大学受験に対して興味を抱いており、このプログラムに大変興味深く取り組んでいるようで

ある。まず事前学習においては、ほとんど全ての生徒が大学講師から与えられた課題にしっか

りと取り組んでくる。中には、「EUについて調べてくる」とか「光の性質について調べておく」

といった、具体的な取り組みが難しい課題もあるが、かえって本来あるべき自主的な学習を促

すことに、一役買う結果になっているようである。生徒指導に当たる際、ここで大切なことは、

自ら考えることを強調することであろう。内容が専門的になればなる程、より自主的な学習が

必要とされるのである。講義はまさに大学の講義そのものである。ほとんどない板書、あった

としてもお世辞にも丁寧とは言えない板書に驚いたり、聞きなれない専門用語に困惑したりし

ながら、生徒は90分の授業を経験する。まず生徒達は、今までに経験したことのないような授

業のスタイルや、専門性の高さに惹きつけられているようである。後で記入させる「講義レポ

ート」では、「今まで以上に興味を持つようになった」「自分の選択が間違っていないと確信し

た」といった内容を、たくさん目にすることができる。また例えば、「国際学部がどんなところ

なのか初めて分かった」などの感想もたくさんあり、自分が進もうとしている学部がどんなと

ころなのかを、本当の意味で理解した生徒も少なくないようである。

2．5　『合格者の体験談（３年生メッセージ）』

　2．5．1　実施方法と時期

２月下旬から３月上旬にかけて、主にMARCH早慶上理に合格した３年生にスピーチを依頼

し、自身の進路選択や受験勉強について語ってもらう。３月中旬に実施される。１クラスにつ

き３名の卒業生がスピーチするように時間設定をする。１人のスピーチは質疑応答も込みで20

分である。22年度は東北関東大震災の影響による学校行事中止で実施されなかった。
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　2．5．2　生徒の様子や効果

まず、合格を勝ち取った感動が覚めていない卒業生の言葉には、教員のそれ以上の輝きがあ

る。２年生を惹きつけるには充分である。春休みを目前にし、本格的な受験勉強に突入しよう

としているこの時期に、このプログラムによって背中を押される生徒は多いようである。

第３学年の進路学習について

１．２年での進路学習の効果

　2．1　『学部学科研究』

前半の調べ作業は取り組みの良さが目立った。自身の興味が湧く学部学科をみつけることに

も繋がっているようである。大学で学ぶことと仕事の関連性もみえてくるので、志望校選びに

も役立つと述べている感想が多かった。また、発表を聴いた後には、クラスメイトがかなり将

来の仕事を考えていることに驚き、良い刺激をもらうようである。
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　2．2　『学部学科新聞』

１年次の『社会研究新聞』への取り組みの経験が活き、新聞作りのレベルが上がっていた。

グラフや写真にも見易さへの工夫がみられた。廊下に掲示された新聞を興味深く読んでいる多

くの生徒の姿が印象的であった。将来、必要な発表する力、資料をまとめる力の育成に役立つ

と思われる。

　2．3　『学部学科選択』

１年次のオープンキャンパス参加経験が活きており、オープンキャンパス参加に意欲的であ

ったようにみえた。後々、面談などで、志望校を選ぶ契機を尋ねると1.2年次のオープンキャン

パスがきっかけの者の数が多く、良い効果が表れている証拠と感じた。また、通学時間や周辺

環境、学費などにも目を配る生徒が多く、現実的な進路選びに役立っているようである。

　2．4　『大学模擬授業』

希望通りの講義に出席できる者は、各種課題にも積極的に取り組む様子が窺えた。90分の長

丁場の授業への出席も良き経験となっているようである。大学の教員の授業を聴く中から、今

までの受け身学習が多い高校生活と異なり、課題に積極的に向かわなければならないという姿

勢も学べるようである。反面、希望通りでない講義に出席する生徒たちの課題取り組みへどの

ように動機づけをしていくかということや、ひとつの授業を聴いて、大学の授業の全てとして

イメージが固定してしまうことを避けることが今後の課題でもある。

2．5　『合格者の体験談（３年生メッセージ）』

少し年上の先輩たちの合格の喜びを直に聴くことは、それだけで２年生を惹きつけるものが

あった。春から本格的に受験勉強に取り組むための気持ちを引き起こすものとして充分であっ

た。

２．３学年進路学習について

3．1　『３年進学説明会』

　3．1．1　実施方法と時期

主に現役大学生（卒業生、原則として３〜４年在籍）を招き、専門的な勉強の面白さ、大学

生活の魅力を語ってもらう。生徒の大学への理解を深め、進学のモティベーションを上げるの

がねらい。４月中旬に実施される。当日は、午前中４時間授業。１クラス３名程の卒業生がス

ピーチするように時間設定をする。１人のスピーチは質疑応答も込みで20分である。事後、生

徒には進路ノートに感想を綴らせる。スピーチ者には、事前に要項と大学宛の依頼状を郵送し

た上で、進路部または卒業時の担任より電話連絡し、必要事項を確認する。
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　3．1．2　生徒の様子や効果

専門的な勉強の面白さ、大学生活の魅力を語ってもらう試みは、受験勉強をし始めた生徒た

ちにとって、入学後の具体的な自分の姿を想像するにはもってこいの時間となり、よく聴き入

っていた。また、招く卒業生は主に次年度の教育実習生であり、実際の期間に先立ち、教壇で

話す機会が持てたことに感謝していた。２年次後半の『合格者の体験談（３年生メッセージ）』

との相乗効果で、受験に向けて士気を高める効果があった。

3．2　『卒業文集』

　3．2．1　実施方法と時期

高校生活の締めくくりに、学年全員分の文章を綴じた卒業文集を作成する。原稿用紙１枚

（700文字前後）に、３年間の高校生活を振り返って・三年間で学んだこと・思い出・将来への

決意・学友へのメッセージなどを文章に綴る。「総合学習」の集大成として、３年間の軌跡をた

どりながら、自分の歩みや成長を再確認することを目的とする。

基本は真面目なもの。多少ユニークなものは構わないが、３年間の思い出をきちんと綴るよ

うに指導する。特に、他者へのからかい、批判、誹謗中傷など、倫理上好ましくないものを書

かないように注意する。
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時期（平成23年度の予定）

10月28日（金） ・原稿用紙準備

10月31日（月）

・原稿用紙配布
・全体の表紙／裏表紙　依頼（公募）
・クラスの扉絵（表／裏）依頼（クラスごと）
　表紙と扉絵の原稿用紙は、届き次第配付する。

11月30日（水）
・担任から進路部教員へ原稿・扉絵を提出
・先生方の原稿提出

12月１日（木） ・文集業者に原稿を引き渡し
１月初旬 ・校正　仕上がった活字原版を生徒に戻す

数回の校正の後、最終仕上がりは、２月後半（卒業式の約１週間前）となる。

　3．2．2　生徒の様子や効果

一生涯残るものということで、３年間の歩みを自分自身でテーマ設定し、きちんと構成を練

り上げて取り組んでいた。文章にすることで、自分の高校生活を客観的にみつめ、思い出に浸

ると同時に新たな自己を創るための契機となった。


