
昭和町立押原中学校キャリア教育全体計画平成２２年度

学校教育目標
「自ら進んで学び、たくましく生き、志を育てる」

目指す生徒像生徒の育成
日本国憲法 校訓 進取創造 ○ 生きた知恵をそなえた生徒
教育基本法 ‥柔軟な知性研究主題
学校教育法 ○ 心の美しい生徒「自ら進んで学び、全力を尽くしてやり抜き、
教育関係法規 ‥豊かな感性志を育てる生徒の育成」

―人間関係形成能力と意思決定能力を ○ 全力を尽くしてやり抜く生徒
‥強固な意志高めるための取り組みを通して―

実態 キャリア教育のねらい 願い
○ 生徒の実態 １かかわる力 （人間関係形成能力）①自分や他人のよさや ○ 教師の願い
○ 家庭の実態 個性を理解できる力 ②考えや気持ちを伝え合 ○ 教育法規の規定
○ 地域・社会の い協力できる力 ○ 保護者の願い

実態 ２活かす力 （情報活用能力）①調べる力 ②働くことの ○ 現代社会の要請
意味を考える力 ③情報を活かす力

３みとおす力 （将来設計能力）①自分の役割が分かる力
進路・特活との関連 各教科との関連②物事を見分ける力

国語〕〔道徳〕 ４うごく力 （意志決定能力）①何事もやり通す力 ②課 〔
様々な活動の場を道徳的実践の場 題を乗り越える力 ③歩みだし積極的に挑戦す 聞き上手になろう（全学年） １－②
と位置づけ、道徳的な心情、判断 る力 分かり易く話そう(１年) １－②
力、実践意欲と態度などの道徳性 効果的な話し方をしよう(２年） ２－③
の育成を目指す。 説得力のある話し方をしよう(２年） ２－③本校でのキャリア教育のねらい
・集団生活の向上 １－① 〔テーマ〕 自己理解を深め、個性の伸長を図るとともに、 敬語(３年） １－②
・自立の精神 ３－①、 ４－② 将来の生き方を考え、自己実現をめざす能力や 立場を決めて話し合おう(２年） １－②
・向上心・個性の伸長 態度を育てる。 自己スピーチをしよう(３年) １－①

１－①、３－③ 分かり易く書こう(１年） ２－③
・礼儀 １－③ １学年の目標：自己をよく理解し、将来の進路についての関 調べて発信しよう(２年） ２－①
・感謝・思いやり １－①、② 心を高め、進んで自己の進路を計画しようと 広告宣伝を作ろう(３年） ２－③

〔社会〕・謙虚・広い心 １－① ② ③ する態度を育てる。, ,
・畏敬の念 １－③ ２学年の目標：自己理解を深め、上級学校や職業など 私たちの世界そして日本 ２－①、４－②
・勤労・奉仕 ２－②、３－① に関する情報を理解し、能力や適性をふまえ 様々な世界の調査 ２－③ １－③,

４－① た進路選択を実現しようとする態度を養う。 世界と比べてみた日本 ２－③ １－③,
・郷土愛 １－③ ３学年の目標：自己の特性等の理解の深化を図り、自分にふ 歴史の流れと地域の歴史 ３－③
・国際理解 １－①、３－③ さわしい職業や学校などを選択するとともに 武家政治 ２－①、
〔特別活動〕 その進路に適応し、向上していこうとする態 近代日本 １－③
集団活動を通して、人とのかかわ 度を育てる。 人権と共生社会 １－① ③,
りの中で、自他の向上を目指し、 民主政治 ３－①、４－②
自主的に活動する生徒の育成 暮らしと経済 ２－②職場体験活動でのねらい
・学級や学校生活への適応 ①自己理解を深め、職業の実態をつかみながら、望ましい勤 国際社会 １－③、２－③

〔数学〕１－① ② ③ 労観、職業観を身につけさせる。, ,
②学校の学習と職業との関係についての理解を促進する。 文章題を解く ４－①

学級会活動 ③異世代間も含めたコミュニケーション能力の向上を図る。 図形の性質（説明を含む） ３－②
・自己及び他者の個性の理解 ④実際的な知識や技術を学ばせる。 確率における実験等 ２－①

１－① ⑤社会的なルールやマナーを学ばせる。 各単元における調べ学習 ２－①
〔理科〕・社会の一員としての自覚と責任 ⑥地域や事業所に対する理解を深め地元への愛着や誇りを持

１－③ たせる。 身のまわりの事象 ２－③
・男女相互の理解と協力 身のまわりの物質 ２－③

１－① ② ③ 大地の変化 ２－①, , 評価について
・望ましい人間関係の確立 生徒による自己・相互評価 電流 ２－②

１－② 化学変化と原子・分子 ４－③
・ボランティア活動の意義の理解 活動全体を通してのポートフォリオ 動物の世界 ３－②

１－②、３－① 天気とその変化 ３－③
・学ぶことの意義の理解 ・感想文 ・評価表 ・報告書 ・職場体験日誌 運動と力 ３－①

３－③ ・職場体験新聞 ・発表会でのプレゼンテーション エネルギー ３－③
・自主的な学習態度の形成 ・生徒間の感想発表等の相互評価 科学技術と人間 ３－①

３－③ 生物の細胞と増え方 ２－①
・望ましい職業観・勤労観の形成 地球と宇宙 ３－③職場体験にかかわる様々な人からの評価

２－② 教職員による評価 自然と人間 １－③
〔音楽〕・生き方と進路の適切な選択 生徒の取り組みの評価

４－②、③ ・全体を通しての活動の評価 事前・体験・事後指導の流れ 混声合唱に親しもう １～４
（ 、 ）・望ましい食習慣の形成 ・感想文 ・評価表 体験先、支援組織等の関連 合唱の名曲に親しみ 歌う喜びを求めよう

４－①、② ・報告書 ・体験活動日誌 保護者との連携 日本の音楽とアジアの音楽に親しもう１－②
・進路適性の吟味 ２－① ・職場体験新聞・発表会等 ・保護者アンケート 〔美術〕
・進路情報の活用 ２－③ ・体験日誌等 他へ伝える工夫を話し合う（ﾃﾞｻﾞｲﾝ）１－②
・主体的な進路選択と将来設 計 保護者による評価 自他の作品の良さを認め合う（鑑賞）１－①

４－① ② ③ 子どもの取り組みの評価 学校の事前・体験・事後指 作家の作品をよく見、思いを巡らし話し合う, ,
・図書館の活用 ２－① ・職場体験中の子どもの様子 導の活動の評価 １－① ②,

・感想文 ・職場体験日誌 職場体験全般について等 課題を制作する ４－① ②,
〔保体〕・集団生活の向上 １－②、③ ・報告書 ・職場体験新聞 ・保護者アンケート

生徒会活動 ・発表会等 ・職場体験日誌等 集団との関わり １－②
・自主的・主体的な活動 体験先・支援組織等による評価 目標設定 ２－①

３－① 生徒の取り組みの評価 体験時間、期間の評価 練習計画の立案 ３－③
・ボランティア活動 ・職場体験中の生徒の観察 学校と連携等 体力づくり ４－①

１－③、３－① ・体験先評価表 体験先としての成果・課題 リーダー養成 ３－①
〔技術〕・職場体験日誌 ・事後訪問 職場体験全般について等

学校行事 ・報告書 ・職場体験新聞 ・体験先評価表（ｱﾝｹｰﾄ) 情報とコンピュータ（情報の収集） ２－①
・集団への所属感を深める ・発表会等 ・職場体験日誌 情報とコンピュータ（情報の選択） ３－②

３－① ・支援組織職場体験評価会 情報とコンピュータ（情報の処理） ２－③
・勤労の尊さを体得 ２－② 議等 ３－②、４－②
・創造することの喜びの体得 情報とコンピュータ（情報の発信） ① ③1- ~

多様な形での成果の発表 〔家庭〕４－③
・職業や進路にかかわる啓発的な 中学生の栄養と食事 ２－①②③、３－② ③,

体験 ２－② 学校だより、進路だより、学校ホームページ、生徒製作物の ４－② ③,
・社会奉仕の精神を養う体験 掲示、職場体験発表会、職場体験実践報告書等 自分の成長と家族や家庭生活との関わり

１－②、③ １－①②③、４－①②③
家庭と家族環境 １－①②③、２－①②③キャリア・カウンセリング 適宜（ ）
〔英語〕

○教育環境の整備 自己紹介をしよう １－①
施設設備の整備と効果的な活用 道案内をしよう（１，２，３年） ４－②

○地域との連携：協力関係の確立 場面に応じた会話をしよう（１，２，３年）次年度の実施に向けて
○小学校との連携 １－①②、４－①②③

９年間を見通したｶﾘｷｭﾗﾑ

総合的な学習の時間
１学年 ２学年 ３学年

学び方学習、職場訪問、自分史、宿泊研修、 グループ学習、ふるさと探訪、職場体験 修学旅行体験学習、福祉体験、地域を知
福祉体験、地域に学ぶ・知る（町 ） 活動・学習 福祉体験 地域を知る 県 る（古都 、進路学習、 、 （ ） ）
芸術鑑賞教室、校外学習、生き方学習等 芸術鑑賞教室、校外学習、生き方学習等 芸術鑑賞教室、校外学習、生き方学習等


