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大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか
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大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか

キャリア教育推進校（平成26～27年度）

平成２６年度 ○ キャリア教育推進委員会（月１回実施）
○ 講演会
○ 「よのなか教室」
○ 年間指導計画の作成

推進校として取り組んできたこと



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか
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大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか

キャリア教育推進校（平成26～27年度）

平成２６年度

平成２７年度

○ キャリア教育推進委員会（月１回実施）
○ 講演会
○ 「よのなか教室」
○ 年間指導計画の作成

○ 主題研究をキャリア教育へ
○ 研究推進委員会（キャリア教育推進委員会も兼ねる）
○ キャリア教育に関する理論研究（共通理解）
○ 目指す児童生徒の姿
○ 年間指導計画の見直し
○ 核となる体験活動（目標とねらい、計画 ⇒ 実施 ⇒ 評価・

見直し）

推進校として取り組んできたこと



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか本校の研究について

未来へ向けて夢や希望をふくらませる児童生徒の育成
～キャリア教育の視点を生かした小中一貫の取組を通して～



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか本校の目指す「キャリア教育」とは

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
ることをとおして、キャリア発達を促す教育

文部科学省の中央教育審議会の定義づけ

キャリア教育とは、子どもを

「一人前の社会人・職業人」
「一人前の地域人」
「一人前の家庭人」

に育てる教育



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか

私たちの住ん
でいる日向市
や大王谷地区
を見つめ直し、
学習し、地域
のことを知り、
地域を大切に
する人

家庭の中で、
家庭の役割を
しっかりと果た
すことができる
ようになる人

自分にできること、得意
なことを伸ばし、世の中
に役立つ役割を果たす
（社会に貢献できる）人

一人前の社会人・職業人とは

一人前の地域人とは
一人前の家庭人とは

本校の目指す「キャリア教育」とは



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか目指す児童生徒像とは

人間関係形成・
社会的能力

自己理解・
自己管理能力

課題対応能力
キャリアプラン
ニング能力

各学年の目指す児童生徒の姿



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか目指す児童生徒像とは

学年 人間関係形成・社会形成能力 自己理解・自己管理能力 課題対応能力 キャリアプランニング能力

１年
あいさつや返事をすることがで
きる。

きまりを守ろうとすることがで
きる。

自分のことは自分ですること
ができる。

係や当番活動に取り組み、それぞ
れの大切さに気付くことができる。

2年
自分の考えをみんなの前で話す
ことができる。

してよいことと悪いことの区別
ができる。

きめられた時間やきまりを守
ることができる。

係や当番活動の大切さが分かり、
進んで取り組むことができる。

3年
自分の意見や気持ちを分かりや
すく表現することができる。

自分のやりたいこと、よいと思
うことを考え、進んで取り組む
ことができる。

自分の行動に責任を感じて最
後までやり通そうとすること
ができる。

働くことの楽しさが分かり、係や
当番活動に積極的にかかわること
ができる。

4年
友達のよいところを認め、がん
ばりを励まし合い、過ちを許し
合うことができる。

してよいことと悪いことを正し
く判断し、行動することができ
る。

自分の行動に責任を感じて、
最後までやり通そうとするこ
とができる。

憧れとする職業を持つことができ
る。

5年

周りの友達の意見を尊重しなが
ら、自分の意見も堂々と発言す
ることができる。

自分の長所や欠点に気づき、自
分らしさを発揮することができ
る。

自分の行動をふり返り、問題
点を改善しながら最後までや
り通そうとすることができる。

憧れとする職業を持ち、今やるべ
きことを考えることができる。

6年

相手の立場に立って考え、適切
に行動することができる。

自分の長所や欠点に気づき、自
分らしさを発揮することができ
る。

自分の行動をふり返り、問題
点を改善しながら最後までや
り通そうとすることができる。

憧れとする職業を持ち、今やるべ
きことを考えることができる。

7年
周りの人に感謝し、自分にでき
ることを行うことができる。

自分の短所を克服し、長所を伸
ばそうとすることができる。

自分の行動を客観的に評価し
ながら、正しい行動をするこ
とができる。

職場訪問学習などを通して自分の
生き方について考えることができ
る。

8年

自他の立場を理解し、役割や責
任を果たせるように行動するこ
とができる。

自分の能力や適性を知り、自ら
の力で困難を乗り越えることが
できる。

自分の取組を客観的に評価し
ながら、より良い方向へ進む
ように改善することができる。

係・委員会活動等との関連性を意
識しながら活動することができる。

9年
社会人としての資質（ルール・
マナー・エチケット）を身に付
けることができる。

自分の能力や適性に応じて主体
的な行動ができる。

自治的な活動ができる。 自分の目標を見つけ、その実現に
向かって努力し、主体的な進路選
択ができる。



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか核となる体験活動

学年等 学習目標 学習のねらい

第１学年及び
第２学年

地域とかかわり

地域のよさを知る

身近な地域の様々な場所に出かけたり、
地域の様々な人々を訪れ説明を聞いたりす
る体験活動を通して、地域を身近に感じる
とともに、地域の自然、文化、歴史、食、
産業等について学習する。

第３学年及び
第４学年

地域とより深くかかわり

地域のよさを学ぶ

１・２年生で知った地域の自然、文化、
歴史、食、産業等について、自分の課題を
もとに、実験・観察、見学、インタビュー
を行い、自分の言葉でまとめ、友だち等に
発表することを通して、地域を学ぶ。

第５学年及び
第６学年

進んで地域とつながり

地域のよさを発信する

地域の自然、文化、歴史、食、産業等に
ついて調べ、まとめたことを積極的に友達
や保護者・地域の人々に伝える。

第７・８・９
学年

地域の人に学び

地域の未来を考える

地域における自然、文化、歴史、食、産
業等の現状を調べ、地域の将来の在り方を
考えるとともに、地域の将来を担う後継者
としての意識を高める。



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか核となる体験活動（初等部）

学
年

学習目標 具体的な内容

第
1

学
年 地域とかかわり

地域のよさを知る

大王谷のいいとこをみつけよう
・学校のまわりたんけん（春の遠足）
・みんなの あそびばで たのしもう
・昔からの遊びに挑戦（地域のお年寄りの方々）

第
2

学
年

レッツゴー町たんけん
・大王谷地区のたんけん（地域の方々）
・もっと知りたいな町のこと
・町のすてきを伝え合おう

第
3

学
年

地域とより深くかかわり
地域のよさを学ぶ

日向じまん～地域に伝わる祭りを学ぼう～
・日向の祭りについて
・ゲストティーチャーによる話と指導（祭り保存会）
・新聞づくり
・お面づくり

第
4

学
年

日向市の産業～日向市の特産品調べ～
・日向市の特産品について
・ゲストティーチャーによる話と指導（特産品を作っている方）
・新聞づくり

第
5

学
年

進んで地域とつながり
地域のよさを発信する

国際貿易港＜細島港＞の秘密を探ろう
・細縞港関連の工場の人の話（よのなか教室）
・地域の物流について
・細島港調べ学習（遠足、出前授業など）
・新聞づくり等（学習したことを地域へ発信）

第
6

学
年

みんなにやさしく
・福祉について学ぶ（日向市社会福祉協議会）
・地域に出かけて調べ学習
・自分ができることを考え、実践する。
・大王谷子どもフェスティバルで学習したことを地域に発信する。



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか目指す児童生徒像とは

学年 人間関係形成・社会形成能力 自己理解・自己管理能力 課題対応能力 キャリアプランニング能力

１年
あいさつや返事をすることがで
きる。

きまりを守ろうとすることがで
きる。

自分のことは自分ですること
ができる。

係や当番活動に取り組み、それぞ
れの大切さに気付くことができる。

2年
自分の考えをみんなの前で話す
ことができる。

してよいことと悪いことの区別
ができる。

きめられた時間やきまりを守
ることができる。

係や当番活動の大切さが分かり、
進んで取り組むことができる。

3年
自分の意見や気持ちを分かりや
すく表現することができる。

自分のやりたいこと、よいと思
うことを考え、進んで取り組む
ことができる。

自分の行動に責任を感じて最
後までやり通そうとすること
ができる。

働くことの楽しさが分かり、係や
当番活動に積極的にかかわること
ができる。

4年
友達のよいところを認め、がん
ばりを励まし合い、過ちを許し
合うことができる。

してよいことと悪いことを正し
く判断し、行動することができ
る。

自分の行動に責任を感じて、
最後までやり通そうとするこ
とができる。

憧れとする職業を持つことができ
る。

5年

周りの友達の意見を尊重しなが
ら、自分の意見も堂々と発言す
ることができる。

自分の長所や欠点に気づき、自
分らしさを発揮することができ
る。

自分の行動をふり返り、問題
点を改善しながら最後までや
り通そうとすることができる。

憧れとする職業を持ち、今やるべ
きことを考えることができる。

6年

相手の立場に立って考え、適切
に行動することができる。

自分の長所や欠点に気づき、自
分らしさを発揮することができ
る。

自分の行動をふり返り、問題
点を改善しながら最後までや
り通そうとすることができる。

憧れとする職業を持ち、今やるべ
きことを考えることができる。

7年
周りの人に感謝し、自分にでき
ることを行うことができる。

自分の短所を克服し、長所を伸
ばそうとすることができる。

自分の行動を客観的に評価し
ながら、正しい行動をするこ
とができる。

職場訪問学習などを通して自分の
生き方について考えることができ
る。

8年

自他の立場を理解し、役割や責
任を果たせるように行動するこ
とができる。

自分の能力や適性を知り、自ら
の力で困難を乗り越えることが
できる。

自分の取組を客観的に評価し
ながら、より良い方向へ進む
ように改善することができる。

係・委員会活動等との関連性を意
識しながら活動することができる。

9年
社会人としての資質（ルール・
マナー・エチケット）を身に付
けることができる。

自分の能力や適性に応じて主体
的な行動ができる。

自治的な活動ができる。 自分の目標を見つけ、その実現に
向かって努力し、主体的な進路選
択ができる。

人間関係形成・社会的能力

相手の立場に立って考
え、適切に行動すること
ができる。

課題対応能力

自分の行動をふり返り、
問題点を改善しながら最
後までやり通そうとする
ことができる。

自己理解・
自己管理能力

自分の長所や欠点に
気づき、自分らしさを
発揮することができる。

キャリアプランニング能力

憧れとする職業を持
ち、今やるべきことを
考えることができる。



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか核となる体験活動（6年）

ふくしって何だろう？ 地域を知ろう！「作戦会議」 地域を知ろう！「地域調査隊」

＜目標＞
○ 地域調査をとおして、地域のよさや課題を知り、課題解決をとおして地域とのつながり
を深め、地域での福祉活動に関心を持つことができる。
○ 福祉教育をとおし、これからの自分の生き方を考えることができる。

◇ 外部人材の活用および地域・社会との連携
・日向市社会福祉協議会 成合進也 様 他
・大王谷地域包括支援センター
・区長、民生児童委員（その他 地域の方々）



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか核となる体験活動（6年）

支え合い模擬授業地域を知ろう！「地域診断書」 私たちにできること！

発展 私たちにできること（今後の計画）

○ 私たちにできることの実践（夏季休業中）
○ 各自の実践中間報告
○ 大王谷子どもフェスティバルでの実践報告

一人前の
地域人
として



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか核となる体験活動（中等部）

学
年 学習目標 具体的な内容

第
7

学
年

地域の人に学び
地域の未来を考える

職場訪問（6月）
・地域の職業についての事前学習
・職場訪問
・まとめの学習

第
8

学
年

職場体験学習（3月）
・社会人としてのマナー
・職場体験先についての事前学習
・まとめの学習（学習したことを地域へ発信）

第
9

学
年

よのなか教室（年間10回）
・事前学習（職業調べ、質問事項の検討）
・講演や活動
・まとめの学習（感想、発表活動）



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか核となる体験活動（７・８年）

多様な職業を知り、社会人・職業人として大切なことを教えていただく。

実際に現場で体験することで、職業観や勤労観を広げる。

○ １回目は２５の企業
➡本年度は、６１の企業へ

○日向市離れ
➡ふるさと日向に多様な企業・職
業がある。

○ 主体性を持たせるため尐人数で実施した。
○６３の企業に協力をいただいた。
○日向市以外でも実施
➡航空大学校や美容専門学校など

一人前の
社会人・
職業人
として



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか

「主体的進路選択」ができる生徒

「将来どう生きるか」ということを、中学生なりに考え、悩み、学ぶことが目的

○ 年間10回実施する。
○月1回のよのなか教室をマンネリ

化を避けるため、毎回、企画担当者
を変更する。
〈今後の予定〉
•英会話を用いた教室
•日向市の取組に対する意見交換
•ライフプラン設計 など

核となる体験活動（９年）



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか小中一貫の重点取組

一人前の社会人・職業人 一人前の地域人 一人前の家庭人

○ あいさつ・返事・後始末ができる子ども
○ 腰骨を立てて正しい姿勢（立腰）ができる子ども

学校評価項目



大王谷学園ならではのキャリア教育をどう進めてきたか

御清聴ありがとうございました。

未来へ向けて夢や希望をふくらませる児童生徒の育成
～キャリア教育の視点を生かした小中一貫の取組を通して～

本年度の研究（今後の計画）
○ 年間指導計画の見直し
○ 核となる体験活動の実施（１～９年）

外部人材、地域の素材の活用
○ 核となる体験活動に関連する教科等の指導
○ 重点取組の徹底
○ 学習と将来との結びつき…「学ぶ意義」の明確化 など


