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令和３年１０月２８日  

北海道当別高等学校 神田忠治  

地域に根ざした学校づくり 

－地域資源を活用した総合的な探究の時間の構築 

 

１ 本校の課題について 

（１）入学者の減少と転退学者 

    本校は普通科、園芸デザイン科、家政科の３学科を設置する全日制の高等学校であり、開校か

ら７０年以上の歴史がある。かつてはソフトボールの強豪校であり、東京オリンピック２０２０

で活躍した山本優選手を輩出している。 

近年、管内中学校の卒業生減少に合わせる形で本校に入学する生徒も減少をたどり、２０１７

年に普通科が３間口から２間口になった。その後も入学生の減少傾向が続いており、２０２１年

度の全校生徒数は５年前の約半数となっている。また、この５年間の転退学者は平均して、８％

となっており、目標を見いだせずにいる生徒が一定数おり、この多様な困り感をもった生徒に対

して、本校が対応できていない点も課題となっている。 

（２）本校の魅力発信が不十分 

園芸デザイン科と家政科の専門学科は、以前から地域と連携した特色のある取り組みを数多く

行っている。しかし、普通科にはこのような取り組みがほとんど行われていない。さらに、３学

科が協働した取り組みが行われておらず、生徒は互いの学科でどのような学習活動が行われてい

るかを理解しておらず、学校としての一体感が持ちづらい。また、発信力が弱いため、本校の魅

力が地域に十分に伝わっていないため、入学生の減少に歯止めがかかっていない。 

（３）総合的な探究の時間の計画が不十分 

これまでの「総合的な探求の時間」は、軸となる明確な目標や計画が定まっていないため、例

年、行事等を当てはめたり、教科の時数調整のために使われているような状況が多分にあった。 

 

２ ＣＬＡＳＳプロジェクトへの期待 

    今年度から３年間で本校が研究指定校となったプロジェクトが発足した。「総合的な探究の

時間」を軸に、本校と当別町との連携・協働体制を整備し、活動を通じて本校の魅力向上を図

り、「まち・ひと・しごと」と「学び」をつなげることを目標としたＣＬＡＳＳプロジェクト

である。まずは本校の課題を再定義することから始まった。 

（１）課題の現状把握 

□地域と本校との間に認識のズレがあることも影響し、地元、当別町からの入学者が少ない。  

   □仙台藩岩出山領からの入植の歴史・文学作品や当別町の地場産業などの地域資源をカリキュ

ラムに活用できていない。  

   □３学科を有する本校の特色がカリキュラムに十分に活かされていない。  

（２）本校が目指す生徒像（育成を目指す資質・能力） 

□他者を尊敬できる人－創造力のある人  

□新たなことへ挑戦できる人－深く学ぶことができる人  

□コミュニケーションができる人－課題を発見し解決できる人  

【資料１】
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（３）ふるさと当別に心が向く教育活動の推進 

   ３つの愛 「地域愛」、「人間愛」、「母校愛」 

（４）本校が目指す総合的な探究の時間の構築 

   １年目 プロジェクトチームやコンソーシアムの立ち上げ、カリキュラムの検討。 

   ２年目 本格導入、コーディネーター機能を活用し、地域資源を生かした実践活動。 

   ３年目 総合的な探究の時間を軸とした持続的な連携・協働体制の確立。 

（５）今年度の取り組み 

   社会人講話      ９月２８日（火） 当別町の歴史を知る。 

   キャリア教育学習会 １０月２９日（金） 働くことへの考えを深める。 

   社会福祉プログラム １１月９日（火）～１１日（木） 多様な人が暮らす地域社会を知る。 

 

３ 地域コーディネーターへの期待 

   総合的な探究の時間を軸として、高校と地域の連携・協働体制を構築するあたり、本校の課題や

今後の展望（願い）を踏まえて、地域のニーズを把握したうえで、地域の人材を有効に活用した活

動へと結びつける地域コーディネーターの役割が非常に重要になってくる。 



「北海道ＣＬＡＳＳプロジェクト（地学協働活動推進実証事業）」

実施要綱

（令和３年（2021年）３月５日 生涯学習推進局長決定）

１ 趣旨

地域と学校との連携・協働体制を整備し、活動を通じて「まち・ひと・しごと」と「学び」と

のつながりづくりに貢献できるよう、以下の取組を実施する。

(1) 研究指定校を指定し、当該指定校に地域コーディネーターを配置することで、高校と自治体

や産業界をつなぎ、地域課題探究型のキャリア教育を推進

(2) 持続可能な地学協働活動実現に向けたコーディネート機能の強化のため、研究指定校に配置

する地域コーディネーターに対し研修を実施

(3) 社会教育主事、社会教育士など、社会教育を担う人材が地域の多様な主体と学校等をつなぎ、

連携・協働プロジェクトの創出・推進を支援

２ 研究課題

本事業においては、次の内容について研究を行うものとする。

(1) 各研究指定校に配置する地域コーディネーターを中心とした、高校と地域の自治体や産業界

等が連携・協働するコンソーシアムを構築する研究

(2) 地域コーディネーター等による持続可能な地学協働活動の実現に向けた効果的なコーディネー

ト機能の在り方についての研究

(3) 高等学校と社会教育関係人材（社会教育主事、社会教育士等）との連携・協働の在り方につ

いての研究

(4) 生徒と地域の大人が協働した地域課題探究型の学習プログラムについての研究

３ 指定期間

令和３年度（2021年）～令和５年度（2023年）の３年間

４ 研究指定校の指定

生涯学習課長は、道内を４圏域に分け、圏域ごとに次の研究指定校を指定する。
(1) 推進校

本事業の中心となる学校を指定（計４校）。
(2) 連携校

地域の自治体等の支援を得て、既に地域コーディネーターやその役割を担う人材を配置している
学校やコミュニティースクール等を導入している学校を指定（計４校）。

(3) その他
推進校及び連携校の指定等に必要な事項は、生涯学習課長が別に定める。

５ 研究指定校における取組（「ＣＬＡＳＳ（クラス）」）

次の５つの視点を踏まえ、育成すべき資質・能力を明確にし、学校全体で取り組むことが可能

となる学校体制の在り方を研究するとともに、他校における地学協働活動の推進に資するよう、

本事業に係る事例や資料等の作成に協力する。

【地域や産業界等との連携・推進】「Collaboration」

「社会に開かれた教育課程」を視野におき、育成すべき資質・能力を踏まえた地域や産業

界との連携による探究活動の実施等について、各圏域において他の高校と「取組の成果」の

交流や情報交換を行うとともに、地域の教育資源を活用するなど、関係機関等との連携を図

る。

【学んだことを将来に生かす能力】「Literacy」

学校や地域の特性に応じて、リテラシーの育成と発揮の場面を「総合的な探究の時間」な

どに設定し、課題解決を通じた知識とスキル獲得のプロセスにおいて、教科の枠組みにとら

われずに、知識を日常生活に関連付けながら、様々な分野を横断的に統合させる学習の充実

を図る。

［参考資料］



【大人と子供が一体となった取組の推進】「Adult」

生徒のみならず地域の大人が共に地域課題探究型の学習に参加して、新しい価値を創造す

る人材やグローバルな視点をもってコミュニティを支える地域のリーダーとなる人材、専門

的な知識・技能を身に付けて地域や産業界等に求められる人材など、地域の未来を創る人材

を育成する。

【生徒理解に基づく指導の充実】「Student」

地域の方々と共に学ぶ機会を通して、互いの存在について理解を深め、尊重し合うことで

生徒に自己存在感を実感させ、共感的な人間関係を育成するとともに、自己決定の場を与え、

自己の可能性を開発するなど、生徒理解に基づく指導の一層の充実を図る。

【学校と地域の連携・協働の仕組みづくり】「System」

大人と子供が協働した、地域の課題を解決していく取組を持続可能なものとするため、地

域と学校をつなぐ「地域コーディネーター」を確保・育成するなど、学校と地域の連携・協

働する体制を構築する。

(1) 育成すべき資質・能力を可視化するとともに、資質・能力を確実に育成するための教育課程

の編成・実施

ア 「カリキュラム・マネジメント」の確立

イ 「ＰＤＣＡサイクル」の構築

ウ 「学校評価」を活用して成果と課題を明確にし、学校課題の解決を図るための具体的方策

の検討・実施

(2) 「総合的な探究の時間」を中核とした教科等横断的な視点による授業改善

ア 公開授業の実施及び他校の教員、地域等と研究協議の実施

イ 校内研修会等の実施

(3) 本事業に係る育成すべき資質・能力の定着度を測るための評価方法に関する研究

評価方法（「パフォーマンス評価」、「ルーブリック」、「ポートフォリオ評価」等）の理論と

実践に関する成果と課題の検証

(4) 全道の高等学校等への成果の発信

６ 推進体制

本事業を推進するに当たっては、次の委員会等を設置しコンソーシアムを構築するものとする。

(1) 名称

「地学協働事業コンソーシアム（仮称）」※研究指定校が独自の名称を設定することも可

(2) 役割

ア 事業の実施に係る意思決定・統括

イ 地域コーディネーターを中心に、高等学校が地域の自治体や産業界等と連携・協働した体

制を構築し、地域課題探究型の学びを通して、地域におけるキャリア教育の在り方を検討

ウ 地域から求められる人づくりの在り方を考える意見交換

エ 事業の実施方法及び年間計画の作成・提示

オ 数値目標・指標の設定

カ 成果や課題の明確化

(3) 構成

地域コーディネーター、研究指定校校長、自治体の担当者、知事部局（振興局）、企業・経済団

体、ＮＰＯ、大学等の研究機関、保護者、道教委など

７ 地域コーディネーター

地域コーディネーターの任用については、地域コーディネーター（非常勤）設置要綱に基づく。

(1) 役割

学校や地域住民のニーズや思いを拾い集め、地域住民の参加を得ながら活動へと結び付ける。

・学校や地域のニーズや思いの把握

・ニーズの調整及びマッチング、活動実践

・活動に関わる情報の収集・発信

・活動の提案 など



(2) 研修

ア 道教委が主催する専門研修を受講

イ 旅費は本事業に係る経費から支出

８ 研究指定校間の連携

(1) 「地学協働活動全道指定校連絡協議会」を設置する。

(2) 指定期間（令和３年度から令和５年度）中、年２回ずつ、本協議会を遠隔会議システムを活

用して開催することする。

(3) 参加対象は、研究指定校（推進校及び連携校）の管理職、地域コーディネーター、研究指定

校を所管する教育局職員とする。

(4) 本協議会の主催は、本庁の生涯学習課とし、会議の開催に当たり必要な事項は生涯学習課長

が定める。

９ 研究大会等の実施

(1) 趣旨

国における地方創生の施策の方向性や、北海道総合教育大綱、北海道教育推進計画、第２期

北海道創生総合戦略を踏まえ、地域創生に向けた高等学校の果たす役割や、コンソーシアムの

構築に係る研究実践の発表及び協議を行うため、「地学協働活動地域フォーラム」を指定期間

中、年１回ずつ開催するとともに、「地学協働地域フォーラム」を指定期間中、毎年度１回、

「全道地学協働活動研究大会」を指定期間の最終年度（令和５年度）に開催し、研究成果の共

有を図る。

(2) その他

研究大会等の開催に必要な事項は、生涯学習課長が別に定める。

10 研究指定校への指導・助言等（支援体制）

本事業が円滑に行われるよう、生涯学習課、高校教育課及び教育局は、研究指定校に必要な指

導・助言を行う。

11 実践資料集の作成

(1) 趣旨

本事業の研究成果を全道の公立高等学校等へ普及する。

(2) 内容

本事業における学校と地域や産業界等との連携・協働体制の構築など、上記５の内容をまと

め、北海道教育委員会のホームページに掲載する。

12 経費

推進校における実践に要する経費は、予算の範囲内で措置する。

13 実践成果報告書

研究指定校は、実践成果報告書を作成し、教育局を経由して生涯学習課長に提出するものとする。

14 実践に関する情報の公開

研究指定校は、他の学校における教育活動の充実に資するよう、実践の成果等について、ホー

ムページなどを活用し、積極的な情報提供に努めるものとする。

15 その他

この要綱で定めるもののほか、本事業の推進に必要な事項については、生涯学習課長が別に定

める。

附 則

この要綱は、決定の日（令和３年（2021年）３月５日）から施行する。



当別高「鮭活」
コンソーシアム

(仮称)
 当別町地域商社

㈱tobe
 北海道医療大学
 当別町商工会
 当別青年会議所
 当別町４Hｸﾗﾌﾞ
 認定こども園お

とぎのくに
 各地区CS

…

当別高校「ＣＬＡＳＳプロジェクト」事業（案）
Cllaboration 地域や産業界等との連携・推進

Literacy 学んだことを将来に生かす能力

Adult 大人と子供が一体となった取組の推進

Student 生徒理解に基づく指導の充実

System 学校と地域の連携・協働の仕組みづくり

【事業目的】
当別高校の「総合的な探究の時間」を軸に、当別町と当別高等学校との連携・協働体制
を整備し、活動を通じて当別高校の魅力向上を図り、「まち・ひと・しごと（地方創
生）」と「学び」をつなげる。

【事業内容】
1. 当別高校に地域コーディネーターを配置し、地域課題探究型のキャリア教育（総合

的な探究の時間）を推進する。【当別高校・石狩教育局(高校班)】
2. 地域コーディネーターを中心とした、高校と地域の自治体や産業界等が連携・協働

するコンソーシアムを構築する。【当別高校・石狩教育局(社教班)】
3. 地域の会教育を担う人材が地域の多様な主体と学校をつなぎ、連携・協働プロジェ

クトの創出・推進を支援する。【当別町教育委員会】
4. プロジェクト推進チームを構成し、定期的に「プロジェクト推進会議」を開催して

本事業の企画、推進を図る。【石狩教育局(社教班)】

【期待する効果】
 当別高校生の当別町（人・モノ）に対する愛着の高まることで、将来

的に移住・定住、関係人口が増加する。
 当別独自のTANKYUプランにより当別高校の魅力が向上し、入学希望

者が増加する。
 地域住民の活躍の場（求められる・頼られる）が創出されることで地

域住民の自己肯定感が向上し、まちづくりに参画する住民が増加する。

当別町ふるさと
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ係

石狩振興局
地域政策課

石狩教育局
高校班・社教班

地域コーディ
ネーター

当別高校地域
連携教員

当別町教委
社教主事

【当別高校の取組】
５つの視点(CLASS)を踏まえ、生徒に育成すべき資質・能

力を明確にし、学校全体で取り組むことが可能となる学校体
制の在り方を研究し、他校における地学協働活動の推進の参
考になるよう、本事業に係る事例や資料等の作成に協力する。

1. 育成すべき資質・能力を可視化するとともに、資
質・能力を確実に育成するための教育課程の編成・
実施

 「カリキュラム・マネジメント」の確立
 「ＰＤＣＡサイクル」の構築
 「学校評価」を活用して成果と課題を明確にし、学

校課題の解決を図るための具体的方策の検討・実施
2. 「総合的な探究の時間」を中核とした教科等横断的

な視点による授業改善
 公開授業の実施及び他校の教員、地域等と研究協議
の実施

 校内研修会等の実施
3. 本事業に係る育成すべき資質・能力の定着度を測る

ための評価方法に関する研究
 評価方法（「パフォーマンス評価」、「ルーブリッ

ク」、「ポートフォリオ評価」等）の理論と実践に
関する成果と課題の検証

4. 全道の高等学校等への成果の発信

 「総合的な探究の時間」への本格導入
 コーディネーター機能を活用し、地域資源(人・もの)を活かした実践

【事業スケジュール】

 プロジェクトチーム、コンソーシアムの立ち上げ・意識調査
 「総合的な探究の時間」カリキュラムの検討[当別TANKYUプラン(仮称)]

 「総合的な探究の時間」を軸とした当別町と当別高校の連携・協働体制の
確立

１年目

２年目

３年目

プロジェクト推進チーム

コーディネーターチーム

【資料２】
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当別独自の持続可能な 
地域づくりの担い手の育成 

地域づくりへの主
体的な参加・参画 

自己実現と地域社
会への貢献を見据
えたキャリア選択 

当別高コンソーシアム(仮称) 
 
 

当別高ＣＬＡＳＳプロジェクト 

 「当別TANKYUプラン(仮称)」の本格
導入 

 コーディネーター機能を活用し、地域
資源(人・もの)を活かした実践 

 
 プロジェクトチーム、コンソーシアム

の立ち上げ・当別高に対する意識調査 
 「総合的な探究の時間」カリキュラム

の検討[当別TANKYUプラン(仮称)] 

 「総合的な探究の時間」を軸とした当
別町と当別高校の持続的な連携・協働
体制の確立 

１年目 

２年目 

３年目 

【研究仮設】 
生徒が自ら地域に触れ、地域の問題に目を向け、地域と連携、協働して課題を解決することにより、生徒自身が小さな達成感を積み重ね、生徒
自身の自己肯定感を向上させることができる。この過程を通して、生徒自身が地域の発展に寄与していることを感じることで、主体的に問題を
発見する力、課題を解決する力を育み、地域への課題意識や貢献意識を高め、当別町ならではの新しい価値を創造する持続可能な地域づくりの
担い手を育成することができる。 

【現状】 
• 当別高校について地域と学校との間に認識のズレが

あることも影響し、地元からの入学者が少ない。 
• 仙台藩岩出山領からの入植などの歴史や当別町出身

の作家の文学作品等、当別町の資源をカリキュラム
に活用し切れていない。 

• ３学科を有する当別高校の特色がカリキュラムに十
分に活かされていない。 

当別町への興
味・関心の醸成 

当別町の課題を
発見し、解決策

を提案 

【当別高校が目指す生徒像】 
 他者を尊敬できる人－創造力のある人 
 新たなことへ挑戦できる人－深く学ぶことがで

きる人 
 コミュニケーションができる人－課題を発見し

解決できる人 

ふるさと当別に心が向く 
教育活動の推進 

地域愛 人間愛 母校愛 

当別高校への興
味・関心の醸成 

高校生の支援を
通した当別町の
課題の発見 

高校生と協働し
たプロジェクト
を企画・運営 

地域住民と協働
したプロジェク
トの企画・運営 

地域コーディ
ネーター 

当別高校 
担当教員 

当別町教委 
社教主事 

プロジェクト推進チーム 

System 

Literacy Adult 

Student 

Collaboration 

農業 商工 観光 

評議員 大学 役場 

みんなの教育委員会・事例発表資料 
北海道当別高等学校2021.08.26 
 

• プロジェクトの会議の開催（毎月） 

• 地域青年層を中心とした構成 
• 学校のニーズに合わせた柔軟な対応 

地
域
住
民 

当
別
高
生 

• 地域課題探求型キャリア教育の構築 

• 地域課題の解決 • 地域課題の解決 
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（別紙様式２） 

1 

 

令和３年度 北海道CLASSプロジェクト実施計画書（１年次）《第２次》 

【 提出〆切…９月30日（水）】 

学校名 北海道当別高等学校 

作成日 令和３年９月２９日 

 

１ ３年間の目標  

・３つの愛と当別高校が目指すべき資質・能力の６項目が身につく  

・当別町及び通学可能な中学生を中心に積極的に選ばれる高校になる  

・本校の生徒が発案した町の発展のための事業が具体化される  

 

２ 年次ごとの目標と取組計画  

月 取 組 

１年次 

（R3） 

（目標）  

・１学年の中で「総合的な探究の時間」の先行実施  

・「総合的な探究の時間」のカリキュラムの策定 

・コンソーシアムを立ち上げ  

（主な取組）  

・地域コーディネーターと取組内容を検討、協議する  

・校内委員会を中心に内容を検討し実施する  

・職員会議において進捗状況を確認する  

・月１回のプロジェクト推進会議を行う  

（検証の項目）※定量及び定性  

・教職員の満足度８０％以上のカリキュラム作成  

・今年度の取組に対する生徒の意識調査の満足度８０％以上  

・取組へ保護者からの理解と期待が高まる  

・取組へ地域（学校関係者、中学校等）から理解と期待が高まる  

２年次 

（R4） 

【予定】  

（目標）  

・「総合的な探究の時間」の本格実施  

・コーディネーター機能の活用による地域教育資源の積極活用  

（主な取組）  

・「総合的な探究の時間」を計画どおり実施  

・地域コーディネーター、教員のサポートにより生徒の個別のテーマ

に沿った学習の推進  

（検証の項目）※定量及び定性  

・今年度の取組に対する生徒の意識調査の満足度８５％以上  

・取組へ地域（学校関係者、中学校等）から理解が深まる  

３年次 

（R5） 

【予定】  

（目標）  

・当別町との連携、協働体制の確立  

・生徒の学習成果の発表  

（主な取組）  

・地域の様々な機関との連携、協働した取組を実施する  

・生徒の成果発表を校内、校外で実施する  

（検証の項目）※定量及び定性  

・今年度の取組に対する生徒の意識調査の満足度９０％以上  

・取組へ地域（学校関係者、中学校等）から協力体制ができる  
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（別紙様式２） 

2 

 

３ 今年度の検証の項目と方法  

検証の項目  検証の方法  

教職員のカリキュラムの理解 アンケート  

生徒の学習内容の理解  アンケート  

保護者のプロジェクト内容への理解  アンケート  

地域のプロジェクト内容への理解  アンケート  

 

４ 今年度（令和３年度）の計画  

月 取 組 

５ 第１回プロジェクト推進会議  

６ 校内組織の立ち上げ、第２回プロジェクト推進会議  

７ 地域コーディネーター、取組内容、実施計画等の検討  

第３回プロジェクト推進会議  

８ 地域コーディネーター決定、第４回プロジェクト推進会議  

９ 校内プロジェクト会議、第５回プロジェクト推進会議  

総合的な探究の時間試行実施①  

１０ 校内プロジェクト会議、第６回プロジェクト推進会議  

総合的な探究の時間試行実施②、カリキュラム（案）作成  

コンソーシアム（案）作成  

１１ 校内プロジェクト会議、第７回プロジェクト推進会議  

総合的な探究の時間試行実施③、カリキュラム（案）検討  

コンソーシアム（案）検討  

１２ 校内プロジェクト会議、第８回プロジェクト推進会議  

総合的な探究の時間試行実施④、カリキュラム（案）完成  

コンソーシアム（案）完成 

１ 校内プロジェクト会議、第９回プロジェクト推進会議  

来年度の実施計画（案）作成  

２ 校内プロジェクト会議、第１０回プロジェクト推進会議  

来年度の実施計画（案）検討  

３ 校内プロジェクト会議、第１１回プロジェクト推進会議  

来年度の計画  

 

５ その他特記すべき事項  

 

 

 

 



令和３年９月１６日 

ＣＬＡＳＳプロジェクト 

１学年 社会人講話実施要領 

 

１ 期 日 

令和３年９月２８日（火） ５校時 

２ ねらい 

（１）主体性をもって、自らの考えを伝え、行動ができる生徒の育成を目指す。 

（２）当別町の開拓の歴史を知ることで、地域に興味や関心を持つきっかけとする。 

３ 内 容 

（１）講話（当別神社宮司 後藤 尚範 様） 

（２）質疑応答 

（３）地域コーディネーター紹介（松岡 宏尚 様） 

４ 日 程 

１３：０５～ 体育館へ移動（生徒は椅子を持参する） 

１３：１０～ 講話開始 

１３：４５～ 講話終了後、教室へ移動 

５ 準備するもの 

プロジェクター、スクリーン、マイク２、マイクスタンド２（卓上マイクとスタンドマイク）、 

長机１（講師用）、椅子２（講師用） 

６ 会場設営（担当：神田 他） 

  プロジェクター、スクリーン、長机１、椅子２、マイク１をステージ下に設置する。 

  マイク２は司会用にステージを背に左側に設置する。 
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令和３年９月１６日  

進 路 指 導 部  

キャリア教育学習会開催要項 

 

１ 目 的  将来の進路選択において発揮できる勤労観、職業観を養う。 

２ 対 象  １学年（６６名） 

３ 日 時  １０月２９日（金） ５・６時間目 

４ 内 容   地域の社会人、大学生を招聘し、「働くこと」「生きること」「学ぶこと（学び続け

ること）」について話し合いながら、考えを深めていく。 

        (1)コロナ感染予防レベルが低い場合 

○少人数グループによるワークショップ形式 

【各グループ構成（グループ総数は８～１０組）】 

            ◆地域の社会人 1名 

            ◆大学生（ファシリテーターとして） 1～２名 

※協力してくれる大学生数がグループ数に満たない場合（または感染予

防上招聘が難しいと判断された場合）は、生徒の中から積極的な生徒

（下の付記の『キャリア学習リーダー』）を進行役として活動させる。 

            ◆生徒 ８～１０名（クラス枠を越えて希望調査によるグループをつくる） 

 

          【場所】４階を中心とした各教室 

          【進行】アイスブレークで場を和らげた後、各グループで社会人の仕事について

の話を聞き、さらにテーマに基づき話し合いを進める。 

 

 

       (2)コロナ感染予防レベルがやや高めの場合（外部の入校禁止） 

          ○リモート機器を活用し、社会人等と双方向で意見交換 

【形態】一斉展開（１学年全クラス合同） 

          【場所】体育館 

          【進行】代表生徒による進行で社会人等の体験や考えをリモートで披露してもら

うと共に、社会人と生徒双方向の質疑応答などで話し合いを進める 

 

(3)コロナ感染予防レベルがかなり高い場合（学年一斉集会不可） 

○基本的に上の(2)を１時間ずつ２回に分けて短縮し体育館で実施。 

 

 

 

 

          ※(2)､(3)は、リモートによる送受信機器が学校に 1 台しかないことを踏まえた

ものであり、環境が変わればさらに密にならないスタイルを検討する。 

 

５ 付 記  ・1学年団、図書情報部、教務部、クラスプロジェクトなどと連携しながら運営する。 

         ・社会人及び生徒に事前アンケートを行い、集計結果を当日の進行で活用する。 

・生徒有志によるキャリア学習リーダー（仮称）をつくり、生徒の活発な活動を促す。 

・活動の様子やふり返りとしての生徒や社会人の感想を集め、今後のキャリア教育活動

の参考記録（例：冊子など）を残す。  

校時 Ａ・Ｄ組 Ｂ・Ｅ組 

５ キャリア学習会（体育館） 授   業 

６ 授   業 キャリア学習会（体育館） 
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令和 ３年１０月  日  

ＣＬＡＳＳプロジェクト  

 

１学年「地域共生社会を考える福祉教育プログラム」実施要項（案） 

 

１ ねらい 

（１）主体性をもって、自らの考えを伝え、行動ができる生徒の育成を目指す。 

（２）多様な人が支えあいながら地域で暮らす状況を理解する。 

（３）障がいを持つ方、認知症の方、またその家族を温かく見守り、支援する態度を育成する。 

 

２ 期 日 

令和３年１１月 ９日(火) ５～６校時 １年Ａ組 ２２名 

令和３年１１月１０日(水) ５～６校時 １年Ｂ組 ２０名 

令和３年１１月１１日(木) ５～６校時 １年Ｄ組、Ｅ組 ２２名 

 

３ 会 場 

  本校３階視聴覚教室 

 

４ 内 容 

（１）講話「共生社会と私」   講師 社会福祉法人ゆうゆう代表理事 大原 祐介 氏 

（２）認知症サポーター養成講座 講師 当別町地域包括支援センター  石川あゆみ 氏 

（３）認知症当事者と支援者とのオンライントーク 

（４）質疑応答 

（５）アンケート記入 

 

５ 準備するもの 

プロジェクター、スクリーン、HDMIケーブル 
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