
 

２．特色のある教育活動  

（１）キャリア教育の充実 

Ⅰ．基本的な考え方 

キャリア教育の「一人一人の社会的、職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てるこ

とを通して、キャリア発達を促す教育」の趣旨を踏まえ、職業人・家庭人・個人の３つの立場の充実

することを重点とする。 

「職業人」：様々な職種への興味や関心を広げられることを目指す。 

「家庭人」：、家族の中の役割に気付き、できることを広げられることを目指す。 

  「個人」：視野を広げ豊かに生活したり、社会に参画したりするようにすることを目指す。 

さらに、地域の産業や、地産地消のよさに着目するなどして、地域を大切にすることができるよう

にしていきたい。 

 

Ⅱ．身に付けさせたい４つの力 

キャリア教育では、児童が以下の４つの力を身に付くことができるようにしていく。 

Ａ．違う立場を尊重し、周囲とよい関わり方ができる。 

Ｂ．自分の長所を生かして、よいと思うことを進んで行い、最後まであきらめない。 

Ｃ．課題を見つけ、必要な情報を収集し、発信することができる。 

Ｄ．今や未来についての夢や目標をもち、主体的に取り組む。 

このような子どもの姿をめざし、キャリア教育において、４つの基礎的・汎用的能力の中から、

特に次のような力を身に付けさせていきたいと考えた。 

 身に付けさせたい力（低学年への示し方） 基礎的・汎用的能力 

Ａ 周りの人とよい関係をつくる力（なかよしパワー） 人間関係形成・社会形成能力 

Ｂ 自分のよさを知り、できることをする力 

（がんばりパワー） 

自己理解・自己管理能力 

Ｃ 主体的に課題に取り組む力（ちゃれんじパワー） 課題対応能力 

Ｄ なりたい自分を見つける力（やくだてパワー） キャリアプランニング能力 

 

Ａ 周りの人とよい関係をつくる力 （人間関係形成・社会形成能力） 

 関わりを考える中心 目指すよい関係の姿 

低 

中 

高 

・友達や家族を中心に 

・学校や地域を中心に  

・社会全体を中心に 

・仲良くする 

・協力し合う 

・理解し合う 

Ｂ 自分のよさを知り、できることをする力 （自己理解・自己管理能力） 

 どのような活動をしていきたいか 

低 

中 

高 

・自分が楽しいと思うことをする。 

・自分の力でできそうなことをする。 

・難しいと感じたことでも取り組んでみる。 

Ｃ 主体的に課題に取り組む力（課題対応能力） 

 課題の解決方法 取り組み方 
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低 

中 

高 

・教師から与えられた情報や、教科書の情報を利用   

・自分で情報を収集                 

・収集した中から、選択し、試行錯誤         

・時間いっぱい 

・教師と一緒に課題解決の流れで 

・自分で計画的に 

 

Ｄ なりたい自分を見つける力（キャリアプランニング能力） 

 なりたい自分を見つける際の手がかり 

低 

中 

高 

・自分の１日の行動を振り返って 

・今までの自分を見つめ直して 

・将来の自分の姿を想像して 

 

Ⅲ．中学校区の全体像 

 
 

Ⅳ．取組の具体 

１．つながりマップを中心とした、取組の精選・明確化 

荘内小でねらう基礎的・汎用的能力を、系統的に、また、教科横断的に身に付けていく過程をはっ

きりさせ、全体像を分かりやすくした「つながりマップ」を各学年学期に１枚作成することとする。 

初めに「核となる活動」を設定する。核となる活動は、各学年の授業の中から、最もキャリア発達

を促すことが期待できるものとする。各教科、生活科や総合的な学習の時間を中心に、キャリア発達

につながる豊かな体験活動などから設定していく。 

次に、「周辺の活動」を設定する。周辺の活動は各教科や特別活動、道徳や学校行事など、身に付け

させたい力で関連するものや、学習内容で関連するものを位置づけていく。つながりマップには、身

に付けさせたい力ごとに色分けをし、どの順序で活動し、どの活動でどのような力を意識して指導し

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生

荘内のお気に入り お宝たまのプランをつくろう 未来へつなぐ チャレンジワーク 進路選択
高校生の話を聞く会・
高校調べ・企業見学

職業調べ
内容

学校大好き ２年生との交流・身近な
人とよい関わり

意見を聞き合って、考えを深め意見文を書こう 宿泊研修 荘内中だっぴ 役立つ力

自分でできるよ・楽し
い秋いっぱい

うごくうごくわたしのおもちゃ 体に優しいお弁当を作ろう クールジャパン キャリア教育講演会 進路実現に向けて 自分のしたいこと

まちたんけん・明日へ
ジャンプ

学区体験・感謝する会 お年寄りとの交流 みやま見学・収穫祭 世界の国々を知ろう
地域を知ろう・福祉学

習
社会の中の

こんだて発表会 （はなちゃんのみそしる） みんなで豊かに
家
庭
人

温玉めしづくり＆商品開発 チャレンジワーク ライフプラン教育 進路相談決定

CW出前講座 キャリア教育講演会 マナー講座

職業体験フェスタ

海の学習 宿泊研修

中学校オープンスクール

図書室の利用

生
活
指
導

荘内中学校区キャリア教育の全体像

児童と生徒の交流活動（ノータッチチャレンジデーの取組・あいさつ運動・読み聞かせ）

各
教
科 学び合い

道徳の中でのキャリア教育

キャリア教育の視点からの授業（職業を意識・体験活動の充実・マップによる位置づけ・課題解決の仕方の学習・キャリア発達を意識したふりかえり）

協同学習

あいさつ・掃除・身だしなみ・服装

早寝早起朝ご飯の取組

言葉遣い・学校のきまりについて

核
と
な
る
活
動特

別
活
動
・
総
合

そ
の
他
活
動
・
行
事

園児と児童の交流

小学校

キャリア教育つながりマップ（核となる活動を通して）

職
業
人

中学校

校外学習・地域探検・社会見学学びの芽生え・社会性の芽生え

就学前

読書のすすめ

コミュニティスクール・地域貢献活動

委員会活動・児童会、生徒会活動

個
人

キャリアノートの開発・活用

玉野商業＆UNOICHI

進路指導

生活科課題解決学習 総合的な学習での課題解決学習

人間関係づくり
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ていくのか分かりやすくなるように配置する。 

 

２．体験活動の充実 

（１）授業の中での豊かな体験活動（GT を招いた体験活動・学校近くの施設での活動・異校種、異学年との交

流） 

ゲストティーチャーを招いての学習や、学校の外の施設での活動は、豊かな体験を行うことができ、

効果的な学習を行うことができる。一方で、本校は児童数が多く、校外での学習の受け入れ先が限ら

れるため、校外学習を計画するよりも、比較的簡単に実施できる校内での活動の充実も目指している。

実際に来校していただくことが難しい場合は、ビデオなどでのメッセージの活用も考えたい。 

＜取組の一覧＞ 

○１年生 洗濯たたみ：Yシャツメーカーの方から、服のたたみ方を学ぶ。 

昔遊び：お年寄りから、昔遊びの仕方を学ぶ。 

学校の周りでの季節見つけ：春夏秋冬の学校周りの季節の様子を調べる。 

交通安全教室：学校の周りを歩き、交通ルールを学ぶ。 

○２年生 学校案内：１年生に学校を案内する。 

 町たんけん：地域のお店や施設について学ぶ。 

     わくわくフェスティバル：一年生を招いて、お店屋さんをする。 

○３年生 学区の魅力さがし：地域の（歴史・自然環境・仕事）に詳しい方から話を聞く。 

     学校を支えるボランティア：登下校やおさらい会、環境整備など、学校を支える人たち

の活動や思いを知る。 

 紙すき体験：牛乳パックからはがきを作る体験。 

 七輪体験：社会科の学習で、七輪の使い方を学習する。 

 荘内音頭：地域に伝わる荘内音頭について学ぶ。 

 感謝の会：一年間お世話になったゲストティーチャーに感謝の気持ちを伝える。 

○４年生 アイマスク・車いす体験：社会福祉協議会の方から、体験を通して、目や足が不自由な

方への接し方を学習する。 

高齢者疑似体験：社会福祉協議会の方から、体験を通して、お年寄りとの関わり方の学

習をする。 

お年寄りとの交流会：学校近くのデイサービスでお年寄りとの交流会をする。 

お宝プランをつくろう：観光協会の方にビデオで玉野市の課題を教えてもらう。 

                市長に自分たちの考えたプランを提案する。 

備前焼体験：備前焼作家の方から、作り方の学習、制作体験をする。 

幼稚園との交流：幼稚園児との交流を通して、小さい子どもへの接し方を考える。 

○５年生 田植え体験：学校横の農家の方から、田んぼで、田植えや稲刈りの仕方を学習する。 

給食センター：栄養教諭から、栄養バランス、弁当作り、給食のよさについて学習する。 

日本の工業の特色：三菱自動車の方から、もの作りと環境のつながりについて学習する。 

○６年生 伝統文化体験：伝統文化の先生をお招きして、体験を行う。 

（生け花、剣道、水墨画、着物の着付け、茶道、備前焼など） 
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     職業体験フェスタ：地域の職業の方に来校してもらい、体験活動をする。 

（銀行、ジーンズ加工、服飾縫製、建築、消防、救急、看護師、トリマー、警察、 

新聞記者、アナウンサー、幼稚園の先生、造船、塩作りなど） 

国際理解教室：NPOの方から、世界各地を実際に訪れたお話を聞く。 

       外国の方に学校に来てもらい、交流会をもつ。 

その他：防犯教室 非行防止教室 インターネット安全教室 租税教室など 

  

（２）校外学習 

校外学習では、「友達との関りを深める」「地域を知る」「実際に働く人々の生きた姿を見る」ことを

意識し、見学や体験活動を取り入れる。実際に働く人から工夫や思いを聞くことは、児童にとって、

多くの気付きがあり、事前・事後学習を含めて大変意欲的な活動につながると考えられる。 

＜校外学習の主な行き先＞ 

○１年生（探検・一緒に遊ぼう） 

・迫間公園、子どもの森 

○２年生（町探検・生き物と仲よし） 

・加茂神社、学区探検、池田動物園 

○３年生（地域を知る・市の人々の仕事） 

・学区探検、横田公園、（株）トンボ、ＪＡ岡山備南支所 

○４年生（働く人々の努力や工夫を学習） 

・東清掃センター、玉野消防署 

○５年生（地産地消、働く人々の努力や工夫を学習） 

・サウスビレッジマーケット、道の駅・ＪＦＥスチール、山陽新聞社、三井造船 

○６年生（歴史） 

・津島遺跡、修学旅行 

 

３．キャリアの視点を意識した授業づくり 

（１）授業の構想 

キャリア教育の授業づくりは「児童に身に付けさせたい力」から学習計画を立てていくものと、「目

の前にある学習環境を生かす」ものの２つが考えられる。 

前者は、目の前の児童の様子と設定した目標との差から課題を見つけ、この課題を解決するために、

どの学習でどのような力をつけさせるか構想していくこと。後者は、学校・学年行事、校外での学習

などの行事や、各教科でもキャリア発達を促すような学習内容の中から、「身に付けさせたい力」を特

に効果的に身に付けさせていくことのできる行事や単元などを取り上げ、学習を展開させていくこと

が主なアプローチである。 
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（２）ゴールの設定（明確な課題意識をもたせる） 

児童の実態からゴールを設定し、どんな力の育成が必要かをはっきりさせていく。そのために、学

習終盤の児童の姿をイメージすることを大切にする。「〇〇な作品を仕上げる」「〇〇のような発表が

できる」「家庭でも○○できるようにする」など具体的な姿を思い浮かべ、既習事項を確認すること

は、どのような力を育成するか考えることにつながってくる。その力を、つながりマップを見ながら、

「いつ」、「どのように」学んでいき、「どの場面で」活用していくのかを計画し、学習計画を立ててい

くようにする。 

 

（３）より効果をあげるための工夫 

・活動を見える化 

 つながりマップやキャリアノートなどで、活動の流れを確認できるようにしていく。こうすること

は、身に付けた力を他でも活用することにつながっていく。さらに、作文や新聞、提案書など学習成

果が残るようなもの、がんばりカードやチェックカードなど、学習成果を残し、取組の様子を振り返

ることができるようにする。 

 

・ゲストティーチャーを活用 

 授業の中にゲストティーチャーをお招きすることで、学習効果を高めることができる。例えば、職

業体験フェスタにお招きしている企業の方を、○○の専門家として低学年の授業にも参加してもらう

など、今あるつながりの更なる活用も考えたい。また、直接学習した内容以外にも、地域のよさや働

くことのすばらしさなど、関連した内容についても学習することにつながっていくよさもある。外部

の方だけでなく、養護教諭や栄養教諭、司書の先生を「保健の専門家」「食の専門家」「本のプロ」と

して授業に参加してもらうことも、学習効果を高めるために有効である。 

 

・周囲を巻き込む。地域、家庭との交流や発信。 

 学習中に、家庭や地域、ゲストティーチャー、異学年など、クラスの友達や担任以外の人に目を向

けていく場を設けていくことで、だれに、何を発信すればいいのか、明らかになり、活動の意欲を高

め、継続することにつながっていく。また、相手意識をもつことは、具体的な行動を考え振り返る際

に非常に効果的である。 

 

（４）意欲をもたせ、継続させるための導入 

  主体的に学習に取り組むための課題設定や導入の工夫を考えていく。例えば「本物に触れる」「実際

の様子を見たり聞いたりする」「実際に作ってみる」「地域や家庭など、身近な問題について考える」

など、児童が身近に感じ、調べてみたいと思うような手立てを考えることを大切にしていきたい。 

  

（５）「学び合い」「伝え合い」を充実 

アクティブラーニングの視点を取り入れた授業づくりを大切にする。 

そのためにまず、適切なテーマを設定するようにする。答えが２者択一ではなく、様々な立場から

考えらえるものや、世間でも解決していないようなものなど、思考が深まるようなものを設定してい
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きたい。 

次に、学年にあわせて話し合いの形態の工夫をしていく。低学年では「ペア」、中学年では「３人

組」、高学年では「３人組以上で、テーマや内容に応じて決める」など、発達段階に応じて様々な形態

を体験できるようにしていく。 

最後に、思考を促す手立ても考えていく。例えば、「自分の立場をカードで示すこと。」「思考のきっ

かけとなるキーワードをカードで示すこと」「メモだけを見ながら伝えること。」「ボードやシンキン

グツールを使って思考、発表すること」などを取り入れ、考え伝える力が身に付くようにしていく。  

 

（６）キャリア発達を意識した「振り返り」の工夫 

  授業の終末部で、キャリア発達を意識した振り返りを行う。キャリア

発達を意識して振り返ることは、自分と友達や学習のつながり、学習と

社会、将来のつながりなどを意識するために大変効果的であると考える。

そのために、授業の振り返りは学年ごとに、身に付けさせたい力に応じ

た４つの視点を示すこととする。この４つの視点は、学習内容に応じて

自由に選択、または指定のどちらでもよいが、上学年になるにつれて、

児童が自ら選択できるようにしていきたい。 

 

 

４．キャリア発達を振り返る場面の充実と記録のまとめ 

（１）県のキャリアパスポート 

県の作成したキャリアパスポートを、本校でも活用する。補助資料は、本校で作成しているキャリ

アノートを活用する。 

 

（２）児童用キャリアノート 

キャリア教育関係の物を１つにまとめて保管するようにする。総合ファイル、各教科のノートなど、

別々に保管しているものは、必要なものをコピーして綴じるようにする。このノートは、１年生～６

年生まで持ち上がりで使用する。 
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＜ファイルの表紙＞ 

 

            （シールを貼る） 

 

 

                   名       前 

 

 

 

 

 

 

 名 

 

 前 

← 

○シールに番号

などをかいて貼

る 

 

 

← 

その他は何も書

かない。  

 

①キャリアノートの運用について 

・A4 フラットファイルを作成する。 

・１年生で作成し、６年間持ち上がる。（１学期の核となる活動の時期をめやすに児童に配布） 

・原則、教室保管とする。 

・１学期末と２学期末に家庭に持ち帰り、保護者からのコメント又はサインをいただく。 

・６年の職業体験の学習で使った物を綴じる。 

・６年生は、キャリアパスポートと一緒に中学校に送る。 

 

②キャリアノートの中身 

・自己紹介カード（４月に１枚） 

・学期初めのめあてカード（２・３学期に１枚ずつ） 

・学期終わりの反省カード（各学期１枚、年間合計３枚） 

・授業終わりの振り返りカード（核となる活動：学期１～２枚、周辺の活動：学期４枚程度） 

 

③各カードの詳細 

〇学年初めの自己紹介カード、学期初めのめあてカード 

  ・学期初めの自己紹介カードに必ず下の項目を入れる。作成後はコピーをして残す。 

A・みんなのためにがんばりたいこと  ・みんなのために自分ができること 

B・自分のよいところ         ・自分の長所 

C・できるようになりたいこと     ・学習の仕方 

D・将来の夢 

 

〇学期終わりの反省カード 

  ・４観点についての振り返り 

  ・つながりのまとめ 

  ・身に付けさせたい力についての振り返り 

・自分のよさ、将来像についての振り返り 

　しょうない

 キャリアノート
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（２）教師用キャリアノート 

誰がどの学年を担当してもキャリア教育の取組ができるように、キャリア教育関連で使った資料や

ワークシートをファイルに綴じていき、記録を残していくことを目的とする。児童用のノートの内容、

教材や活動の要項、外部の方の連絡先などをファイリングするようにする。また、「パブリック」の各

学年にキャリア教育というフォルダーを作り、データを残していく。 

 

＜残しておくもの＞ 

・児童用のキャリアノートにファイルしたもの 

・つながりマップに記載されている教科のワークシートやノート 

（・未使用のもの１部 ・記入例として、児童が書き込んだもののコピー１部） 

・使用した教科書や資料のコピー 

（・出版社・ページ数・ＵＲＬ・使用した大まかな日付を記入） 

・学年で作成した、総合や生活の学年会資料 

・外部の方の連絡先をまとめたもの 

 

（３）取組の見える化 

職員室につながりマップを掲示する。職員室については、毎月の学年会で見直しや訂正をする。う

まくいかない取組については削除し、初めは、位置付いてはいなかったけれど、効果がありそうな項

目については追加を行う。 

 

上記以外にも様々な内容をキャリア教育として位置付けて指導を行う。 

＜詳細は構想図を参照＞ 
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