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生徒一人ひとりが生きる生徒指導

進路指導を中心に

森島勝彦・若本正・二井琢磨

はじめに

本校は、1995.1996年度の2年間にわたり、呉市教育研究指定校をうけ、生徒指導に関す

る研究を続けてきた。

研究主題は、急激な社会状況の変化に対応していくには、自己を見失わないで、しっかり

と生き抜いていく姿勢が特に次代を担う子どもたちに求められており、「生きる力」をつけ

ていくことがこれからの本校教育の実践課題であるととらえ、「生徒一人ひとりが生きる生

徒指導のあり方」とした。そして、その研究実践項目を次の3点とした。

○「人権尊重の精神の育成」を中心課題として、教育活動全体を通して取組むこと

○保護者、地域との連携を深めること

○体験的な学習をとおして、より確かな学力をつけること

これらの3点を踏まえ、教科・道徳・特別活動（学級活動）の見直しを図った。ここでは、

第2学年の学級指導の実践について報告したい。

生徒の主体性を育てる進路指導

1取組みの経 緯

進路学習を進めるうえで、大切なことは、とかく高校入試・受験に視野を狭めがちな中学

生に、将来の社会参加という広い視野を与え、その中で、自己の能力と適性を発揮する道を

見いだすこと、つまり「自己実現」への展望と意欲を育むことにあると考え、次の流れで取

り組みを進めてきた。

まず、1995年、第1学年生では、2学期に進路学習I「私の将来の日記｣、3学期に進路

学習Ⅱ「先輩に学ぶ」というテーマで学習をすすめ、将来への見通しをもつことの大切さを

中心に学んできた。

この1年生が進級した第2学年、1996年では、2学期に進路学習Ⅲ「職場訪問学習」とい

う体験的な学習を積み重ねたうえで，今回の進路学習Ⅳ「起業企画コンテスト」の学習を行

った。

2起業企画コンテストのねらい

中学校での進路指導は、長い間、ともすれば、高校進学へむけての「対処療法的な指導」

(もりしま●かつひこ／わかもと．ただし／にい●たくま呉市立吉浦中学校）
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に陥りがちであったとは言えないだろうか。それは、「偏差値選別」に文部省が対決の姿勢

を示すようになった今日においても、受験体制下にあっては、本質的にかわることのない状

況があると思う。

進路学習の時に見せる中学生たちの顔は、真剣ではある。真剣さと言うよりは深刻さとい

った方が適切かもしれない。その顔は「自分が入れる学校があるのだろうか？」と不安で曇

りがちである。私たちは、その不安に打ち勝ち、自己の適性を見つめさせ、さまざまな情報

提供をする中で、「自分の意欲と適性にあった進路選択」をよりよい形で決断させようと努

める。それがつまるところ、私たちの進路指導であった。そして一方で、その実現へむけて、

逆に個性を殺すことと、受験勉強という画一的な苦行を強要するような指導をも、また私た

ちは進路指導と呼んでいる。

考えてみれば、私たちは、「自分の適性と能力にあった進路選択」を進路指導のめやすと

して信じて疑わないが、そもそも私たちのめざす個性とか、主体性というのは、限られた数

校の高校という選択肢の中で考えるべき問題なのだろうか。もっといえば、高校だけでなく、

進学・就職をふくめて、社会にすでにつくられた枠の、どこに自分が合っているか、そうい

う「受け身的な発想」で、進路というのは考えるべき問題なのだろうか。

「受験体制の中での対処療法的な進路指導」から、「生徒がそれぞれの個性と主体性を発

揮して、いきいきと自分たちの将来のことを語る進路指導へ」が今、求められているように

考えている。

では、どのようにすれば、それが実現できるだろうか。私たちは、そのヒントを、2つの

ことから学んだ。

一つは、昨年度(1995年)1年生の時に学習した人権学習を通して交流の機会をもつよう

になった小規模作業所との出会いだ。障害をもつ人たちの「自分の良さを活かす職場が社会

になければ、自分たちでつくればいい｡」という考えに立ち、自分たちの個性と主体性を貫

いてつくられたこの職場は、私たちに、そういう発想の大切さを教えてくれた。

もうひとつは、今やアメリカーの富豪となったピル・ゲイツをはじめとする世に言う「起

業家」たちである。かれらは、自分たちの進路を、「どこへ就職するか」という受け身的な

発想でなく、「起業」することで、自分の個性と能力を活かす職場をつくりあげ、時代の寵

児となろうとしている。このような姿勢を学ばせることで、今の進路学習をいきいきしたも

のにかえることができるのではないか。

私たちが、今回の進路学習に「起業企画コンテスト」というイベントをとりいれたねらい

はここにある。起業企画コンテストというのは、その名のとおり、自分たちで自分たちの特

性を活かす会社（職場）を企画させ、それぞれの考えた企画をコンテスト形式で発表しあう

というものだ。

3職場訪問

1996年9月30日、起業企画の前段として、「職場訪問学習」を行った。同じ、起業を企画

させるにしても、頭の中だけで考えさせるより、体験にもとづいて思考させる方が、より効

果的であると考える。このために、引き続き10月5日に、各クラスでリーダーを7名選んで
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リーダー会議で3～5人の人数でグループ°をつくらせた。

職 種

①ものをつくる（生産関係の職場）

②ものを運ぶ。売る（流通・販売関係の職場）

③病気などがから人の命を守る（医療関係の職場）

④人を育てる（教育）

⑤人をささえる（福祉関係）

⑥人を楽しませる（娯楽・サービス業）

⑦社会の正義・秩序・安全を守る

訪問先

そごう百貨店

水龍（酒造会社）

大瀬戸医院

吉浦保育所

みのり作業所

くれえばん（出版社）

拘置所

7つにしたのは、事前学習で、上の表に示した7つの職種で、身近な職場をあげさせる指

導をしたためである。

次に、各班に、どの職場に行ってみたいか、班ごとに希望を取り。各クラスー班ずつ一つ

の職場に訪問できるように調整した。

事前に具体的な質問の検討やマナーを指導などをした。訪問後の報告の方法については、

とりあえず、文化祭での展示物の形で、まとめさせる形をとった。

4起業企画コンテストへむけての取り組み

10月20日の文化祭終了後、学年集会を開き、まず、起業企画コンテストの実施のねらいに

ついて生徒に説明した。「起業家たち」の話を中心に、どこかの会社に入るという受け身的

な発想ではなく、これからの時代は、自分の個性と主体性を原点として、創造的に「起業す

る」気持ちで自分の進路を切り開く力をつけることの必要性を説いた。そのために身につけ

なければならない能力の具体として、生徒には次の4つのポイントを起業企画のコンテストなければならない能力の具体として、生徒には次の4

の審査基準という形で提示した。

①現在や将来の社会のようすや変化をふまえる

②なによりも自分たち（なかま）の特性を活かす

③職場訪問で学んだ経験を活かす

④企画書の内容・発表をふくめ工夫し、人にアピ

その後、約4時間ほど学活・道徳の時間を活用し、

をさせた。教師は、机間巡視をしながら、助言による

④企画書の内容・発表をふくめ工夫し、人にアピールするものにする

その後、約4時間ほど学活・道徳の時間を活用し、班ごとに起業企画の立案と発表の準備

をさせた。教師は、机間巡視をしながら、助言による援助を行った。

最初の頃は、生徒には非常にとまどいがみられた。考えてみれば、今回のように「0」か

らなにかを作り出すような創造的な思考体験をさせる機会を生徒はあまり経験していなので

はないか。最初の1時間は、教師からみると、雑談ばかりしているようにみえて、正直言っ

て、できるのかどうか不安になった。しかし、2時間目くらいから、雑談に思えたアイデア

がしだいに淘汰され、企画としてまとまりはじめた班が出てきた。3，4時間目では、その

後のコンテストので発表会というプレッシャーも働いたようで、お互いの班が刺激し合いな

がら、B4－枚程度の企画書としてまとまりはじめた。最後の一時間は、発表の準備という
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どうアピールするかにつ

自主的にたくさんの班が

ことで、企画書から発表原稿やOHPまた、パフォーマンスなど、

いてのアイデアを練らせた。実際には、少し時間不足で、放課後、

残って、準備やリハーサルをする姿がみられた。

5発表会

11月22日の発表会では、最初に教師から、今回の起業企画コンテストの意義をついて触れ

た。大学卒業後3割がフリーターという世相を風刺した新聞の4コママンガを取り上げ、

｢とりあえず高校へ」という安易な考えが通用しなくなっていること、小規模作業所の「自

分たちの良さを活かす職場がなければ自分たちでつくればいい」という「起業家」たちに共

通する姿勢がこれからの時代に求められること、などを話した。さらに、今回の発表は、お

互いが審査することを話し、前述した4つの観点を説明し、その観点で相互に評価しあうこ

とを説明した。（評価の観点は最初のC組では5段階評価でわずらわしかったので、あとの2

クラス、A組とB組は3段階評価に変更した｡）

その後、各班約5分程度の発表を各班の企画書（企画書例を参照）とOHPを使って、順

次、行わせた。

大きな声で、いきいきと工夫したパフオーマンスをまじえた発表態度に、私たち教師自身

が驚かされ、企画内容も予想を上回るできだったように思う。次に3クラスで計21の起業企

画の概要をまとめておく。

班 作画企業名 ~セールスポイント

A組l班｜プラナリア製薬会社 理科で学習したプラナリアという生物の

再生能力を研究し難病を治せる薬を研究

車椅子の人でも安心して買い物ができる

ショッピングセンター

健康で礼儀正しいこどもをつくる

障害者やこれから増える老人やのために

車椅子を研究・販売

老人がいきがいをもてる老人ホーム

スポーツを通して私たちの町呉をもりあ

げていける雑誌会社

ものだけでなく、人と人の心をつなぐ・リ

サイクルのフリーマーケット

遊びたい人、のんびりしたい人、どんな

人でも満足する時間のもてる娯楽施設を

もつ船

小さいこどもからお年寄りまで楽しめる

総合レジャーランド

共働きの家庭でも安心して預けれる幼稚

2班｜西急ハンズ

班
班

３
４

HEALTH幼稚園

T11at!SHelp

班
班

５
６

老人ホームほたる

スポーツ雑誌会社SCORE

7班|AKINDO

B組l班｜優華大型船

2班｜アミューズ・パーク

3班｜コンビニ幼稚園
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園

いじめがない世界をめざし活動する会社

待ち時間は娯楽施設で遊べ、どんな個性

的な髪型の要望にも応える散髪屋

和・洋・中・それぞれの一流シェフがお

てごろ価格でおいしい料理をつくる

安くて最高に楽しいゲームを製作する

リサイクル商品を「地球にやさしい商品

として広めていく

人気のある良いシューズをお手ごろ価格

で

心やもの・命の大切さのわかる人間をつ

くる

ねたきりの患者も心から大切にできる

吉浦町にスタジオをつくり音楽で町興し

呉の活性化をになうレジャーセンター

犯罪そのものをなくす努力をする警備会

社

トモエいじめ相談室

ア､--トエンジャル

班
班

４
５

6班｜和洋中レストラン

ケーム会社GIAN

リサイクルショップTIKE

7班

C組l班

2班｜みやふじシューズ

3班｜ひまわり幼稚園

橋本小児科クリニック

さとしMUSIC.Co..

クレテーマパーク

S T A R S

班
班
班
班

４
５
６
７

なお、この中から一例(B組3班）を取り出し、企画内容の実際を示しておく。

コンビニ幼稚園

企画者N･U･H･M･H

(1)幼稚園設立の理由

今の世の中は、共働きが多くなっています。しかし、子どもを迎えに行く時間を気にせず、

安心して子どもを預けることのできる幼稚園はあまりありません。私たちは、そういう人の

ために幼稚園を作りたいと考え、24時間いつでも子どもを預かるという「コンビニ幼稚園」

を企画しました。

いつでも、という安心感を与え、ストレスから解消させてあげたり、子どもを不幸な事故

から救ったりしたいと思います。また、子ども達には、人と人のつながりの大切さを学ばせ

たいと思います。

（2）幼稚園の運営について

(園長)N…いつも明るくまわりを盛り立ててくれる人です。園長として責任を持ち、明る

いコンビニ幼稚園にしてくれるでしょう。

(副園長)U…面倒見がよく、いつもニコニコ笑って子どもに優しく接してくれるでしょう。

(年長)H…ピアノの上手さをいかして、年長さんの歌をひきたててくれるでしょう。

(年中)M…いつも誰にでも優しく接してくれる松浦さ.ん。得意のスポーツをいかしてくれ
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るでしょう。

(年少)H…いつもきちょうめんで、歌の好きな平本さん。年少組をユニークな部屋にして

くれるでしょう。

(栄養主任）全職員…料理の得意な平本さんを中心に6つの基礎食品群を考えて、バランス

の良い食事を作りたいと思っています。また、子ども達が楽しみにしている「おやつづくり」

にも、力をいれていきます。

（3）セールスポイント

この幼稚園の良いところは、24時間いつでも預かれるという点です。この幼稚園はドーム

型になっていて、晴れの日には、ドームが開き、雨が降るとドームがしまり、いつでも外で

遊べるようになっています。

子どもを連れて幼稚園に来られたとき、荷物の多い人のために、幼稚園の中にコンビニをも

うけ、育児に必要なものは何でもそろえ、格安で売っています。

今回の職場訪問で私たちは保母の方から「家庭の背景を知ることが大切だ」と聞きました。

そこで、家庭の背景を知るために、2カ月に1回、小さな遠足と、年に1回旅行を計画して

います。旅行好きな畝尾さんが一緒なので、任せてください。

ここの幼稚園では、各自に一冊の連絡帳を用意しています。この連絡帳には、幼稚園での様

子を書くので、家で何かあったときは、何でも書いてください。なお、この連絡帳を記入し

てくださることが、私たちがお子さまをお預かりする条件です。

6考察と展望

今回の進路指導を反省してみよう。

起業企画の評価の第1は、「①現在や将来の社会のようすや変化をふまえる」ことであっ

た。この一覧をみると、実際に、子どもは子どもなりに世の中の変化を的確につかんでいる

ように私には感じられる。

第2の観点「②お互いの良さを認め、それを活かす」という姿勢は、どの班の企画書から

も感じられた。

実は、B組の「コンビニ幼稚園」を企画した班の中には、自閉的な傾向を持ち、障害児学

級に在籍する生徒がいる。発表会では、幼稚園のテーマソングをつくり、歌を歌うというパ

フォーマンスをして楽しませてくれた。それは、その自閉的傾向を持つ子の「歌を歌うのが

好き」という良さを引き出そうとしたなかまの思いがそのパフォーマンスを生み出す結果と

なった。

また、A組の「スポーツ雑誌会社SCORE」を企画した班には、不登校のなかまがいる。

その班は、その子のすぐ．れた作文力を評価し、記者という役割を与えた。そして、その子の

家に訪問し、その子が通う不登校生徒のためにつくられた市内の「つばき学級」について記

事をかいてくれるように依頼した。彼女はそれに応えて「記事｣を書いたそうで、その班は、

それを企画発表にもりこんで、ともすれば忘れがちな、そのなかまの存在をアピールした。

なによりも、その生徒自身がその記事の中で「私にこんな役割を与えてくれてとてもうれし

かったです｡‘」と書いていたことが、その班のなかまたちにとっても、私たちにとってもう
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れしかった。

このように、自閉的傾向をもつなかまや、不登校のなかまとのつながりを自分たちの進路

の問題として自然に考えることが、はたして、従来の進路学習の形態で実現しただろうか？

そう考える時、私たちは、このことが、今回の起業企画コンテストのとりくみのもっともお

おきな成果であり、魅力であることに気づく。

自分たちの個性と主体性を原点として進路を考えようとする創造的な思考は、学校であれ、

社会であれ、既存の体制を排除したり、見過ごしている部分まで、生徒の視野を広げてはた

らくということを、それらの班のとりくみは実証してくれているとはいえまいか。そして、

こういった思考や実践を大切にするとりくみの中で、子どもたちの中に社会をよりよい方向

へ変革していく力が育っていくのではないか。私たちはそのような展望を実践を通して抱く

ようになった。

起業企画の第3の評価「③職場訪問で学んだことを活かす」についても、たとえば「私た

ちは、「〈れえばん」に職場訪問しました。「くれえばん」の人たちから呉を愛する強い気持

ちを感じました。ですから、私たちも・・」という発表があった。このように、結果的に

｢職場訪問」という体験そのものも、生徒の中でより生かされる結果になったのではないか

と考えている。

起業企画の第4の評価の観点「④企画書の内容・発表をふくめ工夫し、人にアピールする

ものにする」では、前述したように、大きな声で、堂々と発表し、また、歌などのパフォー

マンスを多くの班がやってのけた。

実は、平生の授業を通して、私たちは「中学生は人前で話すのが苦手」というイメージを

この生徒たちにも私たち自身持っていた。それで、この夏休みの宿題に「一芸を身につけよ

う」という宿題を出し、夏休み明けにクラスごとに「一芸大会」を開いた。それが功を奏し

た部分もあるかもしれない。いずれにせよ、そういう表現力をきたえる機会を多く与えるこ

とで、子どもたちは「表現力」という点でもおおきく成長する可能性を示してくれたように

思う。

さて、最後に、生徒自身が、今回のとりくみをどう評価しているか、授業後の感想文から

生徒の思いを抜粋してみたい。

｢このような勉強をしてきて私は、将来を考えることはとても楽しいものだと感じました｡」

｢みんな、短時間の中で、いっしょうけんめいがんばっていたと思いました。自分もすご

くがんばれた！と思っているので、自分で自分をほめたいです｡」

｢みんな自分たちの考えがもててすごくよかった。将来にやくだてたいです」

｢今回の起業の発表は、ひとりひとりの個性を活かして楽しみながらできたのでとてもよ

かった｡」

｢私は勉強も運動も得意ではありません。でも、今回のとりくみで、勉強ができるできな

いは関係なく、自分の特性などがいかせればいいということに気がついてほっとしまし

た｡」

｢他の班の発表では、私たちが思いつかなかったことがたくさんでていました。ひとりで
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は何もできなくても、みんなで協力すればいろいろなアイデアが浮かんできたり、自分の

意見がはっきり言えるようになるんだと思い、驚きました。私がもし大人になって、フリ

ーターでも、自分で新しい職業を考えていけるといいです｡」

「企画書づくりで学んだことは、それぞれの個人の長所を活かすという事です。せっかく

ひとりひとりが良いところをもっていても押しつぶされてしまったら意味がありません。

将来、仕事につくときも、自分の才能を活かすことのできる職業につきたいです｡」

「将来のことはだいたいだけど決めました。それもこれも今回の進路学習のおかげです。

それは、自分でも会社が企画できたことで自分に自信がついたからです｡」

「ぼくは、今回の進路学習の意義は、社会で通用する人間になることだと思います。目の

前の中学校の卒業後のこととかではなく、もっと大きな目で、自分の今からというものを

みれていったのではないかと思います。これからは、自分の十年後のことを考えて、いろ

いろなことをしていきたいです｡」

最後の感想を書いた2人の生徒は、どちらかというと消極的でおとなしいとみられていた

生徒である。2学期の終わりの生徒会選挙では、この2人をふくめ、生徒会に15名もの立候

補が出て、私たちを驚かせた。それが今回のとりくみと関係あるかどうかはわからないが、

起業企画コンテストで、人前で自分の個性を堂々とアピールした体験は、いろいろな場で自

信となって、こどもたちの心と姿をいきいきさせる力となってはたらくように感じている。

7おわりに

体験的な学習をふんだんに設定することで、生徒がより具体的に考え、発言することがで

きるようになり、色々な場面で生徒が自信をもって活動できるようになりつつある。家庭訪

問や地域の方々との交流をとおして、人間関係を深めながら、願い・不安・悩みなどを受け

とめ、それらの実現・解消に向けた実践を行うなかで、保護者や地域の人たちの本校の教育

実践についての理解が深まり、生徒も保護者・地域からの期待に応えていこうとする態度が

育ちつつある。しかし、学校という一つの組織体として、生徒の「願い」の実現に向けた援

助が大切であり、取組みが一過性のものではなく、系統的・継続的なものでなくてはならな

い。以上の実践にとどまらず、学校として①組織的・系統的・継続的な取組みにすること②

関係諸機関（小学校・進路先など）との連携をさらに深めること③保護者・地域のさらに深

い信頼を得ることなど、残された課題は多いと考えている。

附記本論文を作成するに当たっては片岡徳雄教授（広島経済大学）のご指導．ご助言を得たこと

を記してお<｡
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