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本日の内容

１．東濃高校の概要

２．本校における外国人生徒支援

３．キャリア教育プログラム



１．東濃高校の概要

▲入学式 ▲登校風景 ▲球技大会

▲赤陵祭(文化祭) ▲修学旅行(沖縄) ▲卒業式



（１）東濃高校の所在地

岐阜県の南東部
岐阜県可児郡御嵩町
中山道の宿場町
かつては地域の中心地



１２２年の歴史（県下で４番目）

全日制の単位制普通科高校

定員１２０名、全校生徒３２０余名

地元中学出身は１４％

（２）東濃高校の歴史と概要



①自分自身で時間割をつくる学校です
・自分の興味・関心、将来の進路希望に応じた授業選択

・家庭科や商業、工業の専門科目も選択可能

（３）東濃高校の特色①

▲少人数授業のようす

▲特色ある授業（工業、地域づくり）

②一人一人の理解度に合わせて学べる学校です
・中学校までの基礎基本の復習を１年次に（＝学び直し）

・ほとんどの授業で少人数授業を展開

○東濃高校のホームルーム編成
→１学年１２０名定員（３学級規模）を５クラスに展開



③幅広い進路に対応できる学校です
・進学・就職ともに対応できる授業が選択可能

・中部地区の私立大学を中心に、多くの学校から指定校推薦枠

（３）東濃高校の特色②

④多文化共生を推進する学校です
・国際クラスの設置、外国人生徒の活躍の場



⑤さまざまな活動に取り組む学校です
・「演劇表現ワークショップ」や「キャリア教育プログラム」など、コミュニ

ケーション能力を培う取組

・ロボコン部やウエイトリフティング部など、国際大会や国体にも出場

（３）東濃高校の特色③

▲ロボコン部（2016JAPAN大会、2014WRO国際大会(ソチ)）

▼ウエイトリフティング部

▲演劇表現ワークショップ



今春卒業者の進路

四大７％／短大１１％／専門１８％ （→進学３６％）

就職４８％

その他１６％

→就職希望者が年々増加

（３）東濃高校の特色④



２．本校における外国人生徒支援

▲遠足にて（妻籠・馬籠）



（１）外国人生徒の入学①

平成１８年度入試で３名入学

○帰国生徒・外国人生徒等に係る入学者の選抜
※現在は「帰国生徒等に係る入学者の選抜」「外国人生徒等に係る入学者の選抜」

○募集人員： 各高等学校の入学定員とは別に、各校３名程度

○検 査： 「国語」＋「数学」＋「英語」
or 「基礎的な日本語能力をみる検査」

※現在は「外国人生徒等学力検査」

第１の転換期

対応
→１９年度より「取り出し指導」「入り込み指導」

（英語・体育・芸術を除く全科目）



【参考①】外国人生徒数の推移
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【参考②】国籍別生徒数の割合

平成29年4月・全校325名

日 本
７６．９％（２５０人）

ブラジル
１１．３％（37人） フィリピン

１１．３％（37人）

韓 国
０．３％（１人）



（１）外国人生徒の入学②

平成２３年度 １年生で外国人クラスを編成

○４学級規模を５クラスに分割（現在は３学級規模を５クラスに）

第２の転換期

○合格者説明会で説明、希望調査

○「取り出し指導」「入り込み指導」「Team Teaching」「分割」など

１組(一般) ２組(一般) ３組(一般) ４組(外国人) ５組(選抜)

４学級（定員１６０名）



（１）外国人生徒の入学③

平成２７年度より３学年に「国際クラス」設置

第３の転換期

○第２次岐阜県教育ビジョン（平成２６年３月策定、２６～３０年度）

重点政策 中長期的な将来を見据えた高等学校の改革

【外国人生徒への支援】
○外国人生徒が多く在籍する高校においては、地域社会を支
える一員として受け入れるために、日本語指導の必要な生
徒への支援や、互いの理解やコミュニケーション能力を育
てる取組など、多文化共生の推進体制を整備します。



（２）国際クラスの特徴①

①日本語を母語としない生徒対象
※入学時及び進級時に希望調査

②外国人児童生徒適応指導員、通訳支援員の配置
※ポルトガル語１＋１名、タガログ語２＋１名

③ＴＴ、習熟度別等の授業

④学校設定科目「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の授業
※１年４単位、２年３単位、３年３単位＝計１０単位

時間割内に設定

⑤２０分の放課後補習
※週４回。教科科目の事前学習



（２）国際クラスの特徴②

○今年度の国際クラスの状況

ブラジル フィリピン 合計

１年次 ２ １３ １５

２年次 ２ ８ １０

３年次 １ ８ ９

合計 ５ ２９ ３４



（３）外国人支援で目指すもの

日本の社会で自立して生活できる力

日本語能力
コミュニケー
ション能力

日本社会への
適応力（意志）

【国際クラスの生徒】
・日本語の読み書きが苦手（漢字を含む） ・基本的な日本の学校のルールを知らない
・教員の日本語がわからない ・日本人生徒との関わりを持てない
・母語の読み書きができない



■国際クラスの設置

■日本語指導
①学校設定教科「日本語」→学校設定科目「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」開講

…日本語の文法を系統的に学習

②プロジェクト学習（アンケート調査、インタビュー調査、進路調査、卒業文集作成など）

…調べた内容を日本語でまとめ、発表する（＝人に伝える）

③各種検定

・日本語能力試験対策 Ｎ１：５人、 Ｎ２：１人

・日本漢字能力検定 ３級：２人、 ４級：１人、 ５級：２人、 ６級：４人、 ７級：３人

■外国人児童生徒適応指導員
・生徒の支援、保護者の支援 ⇔ 教員との連携、生徒の依存

（４）本校の外国人生徒支援の取組



外国人生徒の学習支援

（５）外国人生徒の学習支援

～本校に入学する生徒のようす～

中学校までの学習でつまづき、十分にその学習内容が定着していない

➡ 授業に主体的に参加できない
自信が持てない

そうした生徒にとって
学びやすい授業環境

外国人生徒にとっても
学びやすい授業環境＝

＝日本人生徒の学習支援



☆基礎学力の定着に向けた本校の取組

評価の工夫

①評価の可視化

②加点法による評価

学び直し
ユニバーサルデザイン
に配慮した授業の工夫



■「評価の可視化」とは…

生徒の努力や学習の成果を「目に見える形で示し、生徒に

実感させる」ことで１時間ごとの充実感、達成感を与える

■「加点法による評価」とは…

生徒の努力や学習の

成果を、できたら認め、

「加点していく」という

考えで評価する取組

× 「できなかったことを減点」

○ 「できたことを加点」



「評価の可視化」「加点法による評価」の具体的な取組

スタンプ表（カード）を準備

○頑張れば認めてもらえる →意欲的に授業に向かう
○課題などの提出状況も向上
○スモールステップの評価 →生徒が目前の目標に意欲を示す

…授業に出る、ノートを取る、課題などの提出

○自分の取組状況がよくわかる
○教員とのコミュニケーションが増える

□授業開始時の準備（着席、服装、教材）

□宿題や授業中の課題の取組 □授業終了時のノート

□授業を受ける態度 □授業時の発言 …など



■「ユニバーサルデザイン」に配慮した授業の工夫
～きっかけは「教育相談研修会」～

授業の見通しを示す

…本時の学習内容（目標）と授業の流れを提示

指示は一つ一つ、具体的に

…教科書を持ち、「教科書p.○を開けて」

黒板の使い方の工夫

…大きな字、広い行間、色チョーク

視覚情報や作業、運動動作を活用

【参考】授業環境づくり …掲示物、黒板



（６）外国人生徒が活躍できる場づくり

○御嵩町プロモーション事業（駐日各国外交
団地方視察ツアー）における通訳支援

（平成２７年１１月２６日）

→外国人生徒６名が参加



○御嵩町内の小学校での
英語指導アシスタント
（平成２９年６月１５日（御嵩小）・７月６・１３日（伏見小））

→外国人生徒２名ずつ派遣

○御嵩町内４保育園の園児と
の交流 「英語ふれあい活動」

（平成２９年７月３１日）

→年長児８０名、
外国人生徒１５名参加

○御嵩町小学校英語交流会
「英語サマーワークショップ」の
英語指導アシスタント

（平成２８年～。今年は７月２８日）

→外国人生徒５名派遣



３．キャリア教育プログラム



（１）キャリア教育プログラムのはじまり

平成２５年 愛知淑徳大学 小島祥美先生からのご提案

（７月１９日）

・外国人生徒の就労支援

・地域企業や民間ＮＰＯ等が抱える「地域課題」にかかわるインタビュー

取材を通じて、「地域の一員であること」を学ぶ、継続可能な指導案づくり

就労支援が必要なのは、
日本人生徒も同じ!!



中学校までの学習でつまづき、十分にその学習内容が
定着しないまま入学

○かつては入学定員割れ ○進路変更

○卒業後の進路目標の実現が難しい

…基礎学力の不足、低い社会規範意識

➡ 授業に主体的に参加できない
自信が持てない

ソーシャルスキルが未学習・誤学習

（２）キャリア教育プログラム導入の背景
～生徒のようす～



■キャリア教育プログラムのねらい

逃げ場をつくらない

成功体験





生徒の取組が予想以上によかったこと

協力企業・団体が思ったよりも好意的に受け入れて
いただいたこと

きちんとした計画・立案ができればよりよいものが
できると実感できたこと

学校全体の取組とすべきこと

26年度も継続して実施すべき

■２５年度を終えて



ねらい： 企業や民間ＮＰＯ等が抱える「地域課題」を理解し、その解決

策を模索、提案することや、地元企業の現場を見学しながら、働く

大人本人から「働く楽しさ・やりがい」を感じ取ることを通じて、自ら

の就労や進学に対するキャリア観を醸成することを目的とする

対 象： １年生全員

主 体： 本校（平成２６年度～）

 KEY POINT： 外部資源の活用…地元企業等の協力、ＮＰＯ法人との協働

・多面的な指導 ・コミュニケーション能力の涵養 ・教員の負担減

（３）キャリア教育プログラムの概要

NPO法人G-net …大学生とのパイプ →ナナメの関係



１ キャリア教育プログラムとは？

「ミッション」の解決を通じ
て、「働く」ことを考えよう

企業等から「課題」をもらう

企業の立場に立って
課題解決

解決ミッション

地元御嵩町の企業を“探検”

その企業の社員に代わって、
働く楽しさややりがいをアピール

探検ミッション



２ キャリア教育プログラムの流れ

解決ミッション
企業等からいただいた、解決したい課題＝「ミッション」の、
解決策の「提案」を目指す。
例）○みんなの想い出に残る生前葬を考えよ！

○㈱福地ハイランズ「商品開発部」としてウケる「餅」
の新商品を開発せよ！

探検ミッション
地元御嵩町の企業を見学しながら、働く楽しさややりがいを
「取材」する。

第１回
事前講話

テーマ：

「何のために
働くか？」

第２回 オリエンテーション

○趣旨説明
○グループ分け…５人程度のグループづくり
○ミッション決定…担当するミッションを決める



【解決ミッション】

インタビュータイム

○依頼企業にインタビュー

【探検ミッション】

企業訪問

○実際に企業を訪問、取材

第３回 事前リサーチ

○ミッションごとに集合
○グループごとに依頼企業・訪問企業を調べる

第４回 ミッション講座

インタビュー講座
/取材講座

○インタビューや
企業訪問の準備

○大学生ｽﾀｯﾌも参加



第５回 ミッション解決講座

○インタビューや取材のまとめ
○ミッション解決の提案、取材報告へ

第６回 報告会準備
（プレゼンテーション講座・
発表準備）

○ﾐｯｼｮﾝ報告会に向けた発表の準備



第７回 ミッション報告会

○ミッションごとに全グループ発表
（１グループ３分程度）

○協力いただいた企業等から講評



３ 昨年度の日程（28年度）

解決ミッション 探検ミッション 実 施 日

第１回 事前講話「何のために働くか？」 １月１６日(月)６限

第２回 オリエンテーション ２０日(金)６限

第３回 事前リサーチ ３０日(月)５～６限

第４回
インタビュー講座
インタビュータイム

取材講座
企業訪問

２月 １日(水)４限
５～６限

第５回 ミッション解決講座 ２日(木)５～６限

第６回 報告会準備（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ講座・発表準備） ３日(金)５～６限

第７回 ミッション報告会 ６日(月)５～６限



４ 昨年度のミッション（28年度）

解決ミッ
ション

A
「『私を“フレビア”に連れて行って』と言われた
ら… ～フレビアへの案内方法を考えよ！～」

NPO法人可児市国際交流協会
（FREVIA)

B 「心に残る誕生日会を考えよ！」
社会福祉法人村の木清福会

ひろみ保育園

C 「車屋で出来る最高のサプライズを考えよ！」 ㈱ファミリーカーショップ

D
「ふれあい予約バス観光周遊プロジェクト ～ふれあ

い予約バスを利用した観光モデルコースを考えよ！～」
御 嵩 町

探検ミッ
ション

E

「御嵩町の企業で働いている人の楽しさややりがい
を取材せよ！」

㈱ツルタ製作所

F 東海化成工業㈱

G 東濃信用金庫御嵩支店

H (有)肉のキング



（４）本校のおもな進路指導関係行事

１年 １０月 職業別講座
…「職業」に関する講話を聞く（４０分×２コマ）

１１月 進路見学会
…実際に学校を見学する（終日）

２年 ６月 模擬講義
…１分野を選び、上級学校の授業を体験する（４０分）

夏休み フィールドワーク
…オープンキャンパスやインターンシップを自分で予約

１１月 進路懇談会
…企業や学校の個別説明会（２５分×３ブース）

３年 ５月 保護者対象進路説明会
…３年次保護者への、進路に関する日程等の説明会

キャリア教育プログラム

進学資金



（５）外国人生徒に対するキャリア支援

○外国籍生徒を対象とした企業説明会（２年１１月進路懇談会）

・主催： ハローワーク多治見、ハローワーク美濃加茂
・対象： 東濃高校＋加茂高校(定時制課程)の外国籍生徒の

希望者（計２７名）
・参加企業： ４社（可児市２社・美濃加茂市２社）
※ハローワークが外国籍の高校生に特化した企業説明会を
開催するのは岐阜県内で初めての取組

平成28年11月8日付け中日新聞



おわりに…

○生徒・保護者の希望

…「こんな人になりたい」「こんな力を身につけたい」

○地域、社会からの期待

…「こんな役割を担ってほしい」

「本校のミッションは何か？」

多様な生徒を
受け入れる学校

多文化共生を
推進する学校



外国人生徒は

特別な生徒ではありません。

国籍の違いは

その子のもつ個性です。

本校では、

一人ひとりの個性と向き合っていきます。



ご清聴ありがとうございました


