
提案授業１ 総合的な学習の時間 ＜ MET ＞ 学習指導案

MET 登 録 ガ イ ダ ン ス
１．日 時 ： 平成２２年６月２６日（土） ９：００～９：５０

２．場 所 ： 本校体育館

３．対象学年 ： 第２学年 １３４名 第３学年 １３８名 計 ２７２名

４．指 導 者 ： 佐々木稔 中原雅代 今井ゆかり 中西秀晃 竹島一好 神﨑友子 正田勇

多那瀬学 倉内亜由美

５．本時について

(１) ねらい：「MET」とは、本校の「総合的な学習」の中核をなす教育活動であり、２・３年

生が学年の枠をはずし、自ら選んだコースの中で、さまざまな人や社会、自然と関わり合いなが

ら、主体的な体験活動を通して、課題の解決を目指していく学習である。今年度（平成２２年度）

の MET 学習では、15 コースが開設される予定であり、７月初旬には２・３年生が個人の希望に

よるコース選択をする予定である。したがって、現在２年生にとっては、初めて取り組む MET
学習のコース選択が迫られる時期であり、３年生にとっては、昨年度の MET 学習の反省を踏ま

えての２度目の MET 学習となり、今後の MET 学習の深まりを目指す上で、各自が適切な選択

の視点と学習の見通しをもってほしい時期といえる。

そこで、コース選択の前に、そのガイダンスの一環として、昨年度取り組まれた 13 コースの

中から、４つのコースを取り上げて、それらのコースにおける「学び方」や「身につけた力」を

含めた「学び」の中身を具体的な事例をもとに明らかにしたい。それらを全生徒が共有すること

によって、今後の MET 学習における「学び方」の筋道や「身につけるべき力」について、でき

るだけ一般化した形で整理・確認し、今後の学習の質的向上を図りたいと考えている。

（参考）昨年度（平成 21 年度）に開設された MET のコース（13 コース）

①障がい者ボランティア ②法と社会と私たち ③メディア学 ④バードメイト

⑤美術館に行こう！ ⑥スポーツ・ナビ ⑦こどもの食 ⑧Ｗｈａｔ’ｓニッポン

⑨住まいについて（町屋近世建築） ⑩あなたも今日から新聞記者

⑪丸池再生プロジェクト ⑫桃山動物園物語 ⑬音探訪

※ 本時の学習では、①・⑦・⑩・⑪の４つのコースを取り上げる。

(２) 学習（シンポジウム形式）の内容

① テーマ： あなたは「MET」で、どのように学び、何を学んだのか？

② 報告者： A「こどもの食」コース 代表生徒２名

B「丸池再生プロジェクト」コース 代表生徒２名

C「君も今日から新聞記者」コース 代表生徒２名

D「障がい者ボランティア」コース 代表生徒２名

③ 司会者： 教員

④ 流 れ： ⅰ 学習会の趣旨説明・報告者紹介等（司会）

ⅱ 各コースからの報告（コース生徒代表者）

・課題をどのように設定したのか。

・課題に対してどのように情報収集、調査研究、体験活動を進めたのか。

・それらによって得た情報をどのように整理、分析、判断したのか。

・気づきや自分の考えをどのようにまとめ、表現したのか。

・人とどのように関わり、自分の学習にどう生かすことができたのか。

・今後の自分の生き方を考えることにどのようにつながったのか。

ⅲ 質疑応答

ⅳ まとめ（報告者・司会）



６．本時の学習で報告する４つのコースの設計の視点

※アンダーラインは、本時のMET学習会の中で、特に取り上げたいと考えているもの。

こどもの食 丸池再生プロジェクト 君も今日から新聞記者 障がい者ボランティア

（健康） （環境） （情報・生き方） （福祉）

・子どもが抱える食に ・前庭にある丸池の水 ・新聞の書き方を学び、・障がい者との交流や

課題 関する課題を把握 環境を調査し、魚の テーマにあった新聞 体験活動を通して、

内容 し、その課題解決に 住める池に再生する。 を作る。 障がい者や障がいに

取り組む。 ついて正しく理解す

る。

・食に関する課題に関 ・環境に対する意識を ・新聞の書き方を学び、・障がい者に関わる社

目標 心を持ち、その課題 高め、課題解決に主 伝えたいことを正確 会の現状や課題を知

の設定と課題解決を 体的に取り組む。 に、上手に伝えられ る。

考える。 ・調査内容や活動をま る新聞を作る力をつ ・課題を設定し、調査

・課題解決のための調 とめて発表し、全校 ける。 方法や交流体験を自

査方法や表現方法な 生徒の環境に対する ら企画し、実行する。

どのスキルを身につ 意識向上につなげる。 ・得た情報や気づきを

ける。 まとめ、効果的に発

表する力をつける。

・異年齢の子どもたち ・課題を設定し、課題 ・文化祭について校内 ・グループで課題を設

生徒の と交流を通して、子 解決に向けた学習を で取材したり、地域 定して、その課題解

主体性 どもが抱える食に関 進める。 に出かけて、「伏見」 決に必要な方法や交

する課題を自ら発見 について取材したも 流体験を企画し、実

し、解決方法を考え のをもとに新聞を作 行する。

る。 る。

・グループで調べたい ・設定された課題ごと ・記者やカメラマンの ・グループによるテー

協同 内容や調査方法を考 にグループを組み、 役割をグループ内で マ設定、調査方法、

学習 えて学習を進める。 調査、研究を進める。 分担しながら、一つ 交流体験の企画。

・幼稚園児や小学生と の新聞を完成させる。・活動内容、気づきを

の昼食会などの交流 まとめ、発表する。

を行う。

・調査や体験によって ・調査内容をまとめ、 ・新聞の相互評価や専 ・口頭発表や意見交流

分析 得られた情報をもと PC に頼らない、実物 門家からの評価を受 を通して考えを深め

表現 に「食」の現状を分 を生かした発表を工 けて次課題に取り組 る。

発表 析する。 夫する。（コース内 む。 ・PC を活用して、効果

・PC を活用してまと 発表） ・完成した新聞の配布、 的な発表の方法を身

め、発表する。 掲示 につける。

・活動内容をまとめ、

発表する。

・幼稚園、小学校を訪 ・水質調査 ・朝日新聞印刷工場の ・施設訪問と調査

体験 問交流し、「食」に ・池の掃除 見学。 ・実習作業体験と交流

活動 関する意識調査を行 ・エコロジーセンター、・新聞記者の講義、指 ・バリアフリー調査

う。 府立植物園、琵琶湖 導、大学教員や大学 ・疑似体験

・献立の作成と調理実 博物館への訪問 生による評価、助言 ・障がい者スポーツの

習。 を受けながらの新聞 クラブ訪問と体験

作り。

・地域取材活動

・小学校栄養教諭、幼 ・大学教員、その他の ・新聞印刷工場 ・施設長の講演

多様な 稚園教諭から食教育 機関の研究者からの ・プロ記者との交流 ・施設職員との交流

学びの についての講演や助 講演や指導助言。 ・大学教員、大学生と ・実習作業体験

環境 言。 の協同学習。

・インターネットの活

用



提案授業２ 総合的な学習の時間 ＜共通必修＞ 学習指導案

留 学 生 と の 交 流 会

１．日 時：平成２２年６月２６日（土） ９：３０～１０：５０（10 時より公開）

２．場 所：１年生各ホームルーム教室

３．対象学年：１年生（１年１組/41 名 １年２組/40 名 １年３組/40 名 １年４組/14 名）

４．指 導 者：各学級担任(福住英仁 野上華子 亀井薫 渡邉惠子)

５．本時について

(１)はじめに

本校は、1975 年（昭和 50 年）に帰国子女学級が設置された。国際理解教育は、それから帰国

子女教育を基盤とする教育の発展の場として、全校的な取り組みをしながらより充実した内容を

目指してきた点にその特徴がある。特に、1986 年度から３年生は、帰国子女学級と一般学級と

の混合編成も始まり、全校的に国際理解教育を推進する必要性が増したのことも、その進展に大

きく影響した。これまで、本校では校内の国際理解委員会のマネージメントで、京都近隣に在住

する外国人留学生を学校に招いて、１～３年生の学年行事として「留学生との交流会」を実施し

てきた。なお、1994 年度以降、３年生では「留学生との交流会」は実施せず、国際理解教育や

国際交流及び国際的な援助活動に携わっておられる方々を招いて講演を聞く授業をおこなった

り、イギリスのキングエドワードⅦ世校との交流をおこなうことで、中学校３年間の国際理解教

育のまとめをしている。

(２)留学生との交流会の目標及び指導内容

上記のような本校での取り組みの経過を踏まえ、交流会における１・２年生の共通目標は次の

ように設定されている。

①他民族の文化や生活を理解し、尊重する態度を身につける。

②日本の文化や生活を紹介し、自分たちの生活を見直す機会とする。

また、１年生の目標については、次のように設定している。

交流会を通してさまざまな異文化に触れ、自国文化との相違点や類似点を積極的に

感得し、認識・理解・体験する場とする。

さらに、１年生としての活動のねらいとして、次の２点を設定している。

①外国人と直接話し合うことを通して、日本人以外の生活・文化・習慣・考え方に

触れ、その違いを実感する。

②自分や日本（人）について考える機会とする。

交流会の内容に関しては、１年生では、生徒と留学生が何かをいっしょにおこなって共通の体

験から目標を達成する「体験重視型」で、２年生では、１年時の交流会の経験を踏まえて、さら

にその上に意見交流による思考面での積み上げや生徒自らが何かを発信することをねらったもの

となっているのが大きな特徴である。また、交流会を実施するにあたって、生徒に大切にさせた



いこととして、次の５点を挙げたい。

・「留学生に教えてもらう」だけという受け身の姿勢ではなく、「留学生にも学んでもらう」と

いう姿勢で臨む。

・インターネット、書籍、辞典等ではわからない、生活に根ざした情報や事柄を知り、他民族の

生活の息吹を捉えるように努める。

・知識に留まらず、貴重な体験学習の場として「共感・実感できる」交流会にする。

・留学生の国の文化や民族に親近感をもち、尊重する態度が生まれることが望ましい。

・留学生がその国を代表する「大使」であるように、一人ひとりの生徒も日本を代表する「大使」

であるという誇りや自覚をもてることが望ましい。

(３)交流会の概要（流れ）

交流会のねらいなどは事前に指導し、役割やその分担、当日の内容について話し合いをさせ準

備を開始する。また各クラスに入ってくださる留学生の出身国や人数などがわかりしだい、出身

国などについて調べ学習をおこなわせるとともに当日の計画を決定する、というのが、例年の交

流会のもち方である。

交流会が終われば、感想文を含めた振り返りの時間をもつことにしている。

各クラスでの ・留学生の送迎係り（エスコート）

事前計画・ ・司会進行、記録

役割分担 ・日本の紹介内容検討

・留学生への質問内容検討

・会場（教室）飾りつけ計画及び準備（座席配置も含む）

交流会の （留学生を控え室に迎えに行く）

おおよその ・はじめのあいさつ

流れ ・留学生の自己紹介

・日本の文化紹介及び留学生との体験

・留学生の国の文化紹介及び留学生との体験

・生徒から留学生への質問

・留学生から生徒への質問

・生徒の感想発表（交流会でどんな学びができたのか）

・留学生の感想発表（交流会でどんな学びができたのか）

・おわりのあいさつ

（留学生を控え室へ送って行く）



提案授業２ 総合的な学習の時間 ＜共通必修＞ 学習指導案

職 場 体 験 事 前 学 習
１．日 時：平成２２年６月２６日（土） １０：００～１０：５０

２．場 所：２年生各ホームルーム教室

３．対象学年：２年生（２年１組/40 名 ２年２組/40 名 ２年３組/40 名 ２年４組/14 名）

４．指 導 者：溝部卓司 荒木 功 大谷由紀子 小出聡子 清島絵利子 中西秀晃

５．本時について

(１)はじめに

職場体験事業は，共通必修「生き方」領域として実施する。この取り組みは，従来からの進路

学習に加え，本年度から実施するものである。職場体験活動中の仕事そのものの体験に加え，職

場内または接客などの人と人とのふれあいなどを通じて，自己を見つめ，自らの生き方を考え，

未来を切りひらいていく力をつけるなどの「生きる力」を身につけることをねらいとしている。

具体的な目的として，以下の三点を設定した。①職場体験を通して，望ましい勤労観・職業観を

育成する。②職場体験を通して，自己の良さや課題・学びの意味を再発見し，自分の生き方を展

望する機会とする。③職場体験を通して，コミュニケーション力（人と関わりつつ自分の力を最

大限に発揮する力），情報収集し活用する力を培う。職場体験に向けては，本学附属教育実践総

合センター高乗研究室の「中学生のためのキャリア教育教材：しごとチャレンジャー」を参考に，

事前学習，体験学習，発展学習の三段階にわけて学習している。事前学習と発展学習について高

乗氏は次のように述べている。「事前学習では，働くことの意義や働き方を考えると共に企業の

しくみや社会的役割について学び，『働くことと生きること』のかかわりについて考えます。発

展学習では，職場体験を振り返ると共に，自分の目標や将来の夢を生き方と関連づけて考えます。」

（「しごとチャレンジャー」（web 教材）教師用指導の手引き:平成 20 年 8 月より引用）

(２)本時について

本時は，その体験学習編にあたる。職場体験については次の二点を特に意識して指導している。

①受け入れ事業所の中に自分の希望する職種があるとは限らない。しかし，職場という観点でと

らえると，「人と人が協同して取り組む場」「大切にすべき約束事」「チームワーク」など同じ要

素であることに気づかせ，職場体験に臨ませたい。②職場という環境に身を置くことでそこで必

要とされる力を感じとり，実際に職業に就くまでに身につけておくべき力を整理させたい。

(３)本時の展開

生徒の活動 留意点 資料

展開１ ・体験グループ別に分かれて整理カードに基 ・体験グループは，様々な職種間

づいて事前訪問のグループ内交流を行う。 の交流ができるように 6 グルー

プに分ける。

・整理カードは，事業所名，担当

者名などのほか，当日までにし

ておかなければならないと言わ

れたこと（感じたこと），心構

えとして学んだことを書く。

展開２ ・グループで交流したことを代表が発表す ・全体活動

る。

展開３ ・グループ別発表後，職場体験に必要なこと ・グループ内活動

で，①各職場に共通していること，②その

職種特有のものを整理する。



提案授業２ 総合的な学習の時間 ＜ ION ＞ 学習指導案

自分のＷｅｂページを作ろう

１．日 時：平成２２年６月２６日（土） １０：００～１０：５０

２．場 所：パソコン教室

３．対象学年：３年１組（３４名）

４．指 導 者：森野 聡 吉村一美

５．本時について

(１)ＩＯＮ学習の概要

本校のＩＯＮ（イオン）学習においては、情報を収集し活用する力をつけることを目標にして

いる。総合学習の一環というだけでなく、各教科学習や特別活動にも関係のある必要不可欠な力

ということでは、すべてのベースとなりうる学習の時間でもあるといえる。１年生では、情報を

収集する方法を中心に学習する。具体的には、インターネットエクスプローラを利用し､ Yahoo
などの検索エンジンの活用のしかたを身につける。また、ワープロや表計算のソフトを使い、集

めた情報を活用する前段階の学習に入る。２年生では、集めた情報を記録し活用するため、ワー

プロの基本を学び、数値データを整理し、表やグラフにするために基礎を学ぶ。そして、３年生

では、情報を小集団に発表するためにプレゼンテーションソフトの利用方法を身につける。また、

広く情報公開するためにホームページ作成ソフトを利用し、情報の提供方法を学ぶ。

ＩＯＮの担当者は、教科を問わず担任以外のものが担当する。また、基本的にＴ・Ｔで担当し

ている。

(２)本時の授業について

①学習課題 「Ｗ eb ページ作り」修学旅行の思い出のページづくり

②ねらい ＨＰづくりを通じて、情報の公開方法を学ぶ。

③授業の流れ

本時の学習は、３年生のＨＰづくりの第４時にあたる。修学旅行ＨＰづくりは、６時間配当と

なる。（下表参照）本時の生徒の活動は、ＨＰの４ページ目（最終ページ）の作成である。まず、

前回までと同様、最初は写真の取り込みが中心となる。写真は、修学旅行で教師の撮ったものが、

サーバーに入れてあり、そこから生徒たちは、必要なものを取り出し、ＨＰを作成するのに利用

する。その他、２年生までで学んだワープロなどのソフトを使いながら、最後のページの完成を

目指す。そして、完成した生徒から、すでにできている他のページとをつなぐ、リンクの作成に

かかる。本時の指導のポイントは、リンクの張り方を理解させることが主な内容となる。ＨＰづ

くりに関しては、この授業で、作成の基本をしっかりとマスターし、卒業前の「思い出のＷ eb
ページ作り」につなげていくことになる。

【３年間の主な学習内容】 平成 22 年度
学年 分野 ソフト 内容 学習課題（テーマ）
１ 情報検索 I E ＩＥの起動、情報検索 ・校外学習（京都巡り）の情報集め
１ ワープロ ワード ソフトの起動、仮名漢字変換、文字の入力 ・自己紹介づくり

・宿泊学習の新聞づくりなど
１ 表計算 エクセル ソフトの起動、行・列の意味、データの入 ・夏休みの宿題（理科・社会）や統計表の

力、セルの計算 グラフづくりなど
２ ワープロ ワード 写真のついた文書作成、さまざまな文書作 ・職場体験学習のまとめ

成
２ 表計算 エクセル 関数の使い方、グラフの作成、グラフを含 ・夏休みの宿題（理科・社会）や統計表の

む文書作成（ワードとの関連） グラフづくりなど
３ プレゼン パワーポ ソフトの起動・概要、テーマ設定、発表内 ・MET の発表

イﾝト 容の作成
３ ＨＰ作成 ＨＰﾋﾞﾙﾀﾞ Ｗ eb ページ作り ・修学旅行の思い出のページ（本時）

ｰ ・思い出のＷ eb ページ作り


	Taro-総合研発原稿附属桃山中学校
	Taro-6．p6附属桃山中学校　４つ
	Taro-総合研発原稿附属桃山中学校3

