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は じ め に 

 

本科目：「産業社会と人間」は、「高校入学当初に、目的意識を持っ

て高校生活を送るため、人間生活・社会生活について体験を通して

総合的に学び、その後の科目選択や進路設計に役立てる」という性

格を持っています。 

本校では次の３点を学習の柱として実施しています。 

 

・社会人講話 ・体験的学習 ・系列（科目選択）学習 

 

 この小冊子は、上記の学習の柱を中心に、その内容や生徒の感想、

写真・資料等を掲載し、アンケートとともに、本年度の学習活動をま

とめたものです。本科目には、多くの改善点や課題がありますが、今

後も試行錯誤を重ねながらよりよい内容・学習方法を検討していき

たいと思っております。 

 なお、「産業社会と人間」の学習は、生徒と学校だけでは決して成

り立ちません。講師の方々、数多くの企業・団体・大学、地域社会の

みなさまのご理解とご協力に支えられて、はじめて効果的な学習が

成立しております。 

最後になりましたが、お忙しい中貴重な時間を生徒のためにいた

だき、お世話になりました多くの方々に対しまして、心から感謝し、

お礼申し上げますとともに、今後ともご指導のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

                           令和２年 （2020） 年 ３ 月 

                           滋賀県立長浜北星高等学校 

                            「 産業社会と人間 」委員会 

                                                     第 １ 学 年 担 任 団 

                                                      進 路 指 導 課 
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月 日 曜 時限 学　習　項　目 会　場 講　師　等 学　習　内　容

4 10 水 5・6 高校生活ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝⅠ 体育館 生徒会主催 新入生歓迎会 クラブ・生徒会活動紹介

12 金 5 高校生活ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝⅡ 産社担当 本科目学習の概略説明

6 高校生活ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝⅢ 各課主任等 各種説明等（教務・生徒〔保健厚生〕・総務）

17 水 5 進路ガイダンスⅠ 大講義室 進路指導課 進路決定に向けての全般的な説明

6 進路適性検査 ＨＲ教室 各担任 適性検査により、進路選択の参考とする

19 金 5・6 社会人講話① 大講義室
長住建設株式会社
代表取締役
　　松居 慶浩　氏

職業や資格に関する講演と体験談等

24 水 終日 校外学習（大学見学） 各大学

大谷大学
京都造形芸術大学
京都橘大学
佛教大学
龍谷大学（瀬田キャンパス）

大学見学により、見聞を広めると同時に進
路選択の幅を広げる

午後 嵐山周辺散策

26 金 5・6 社会人講話② 大講義室
長浜公共職業安定所
学卒ジョブサポーター
　　山本 久美子　氏

職業や資格に関する講演と体験談等

5 8 水 5・6 職場見学Ⅰ（1・2組）
近隣企業
　　・団体

大塚産業クリエイツ株式会社
株式会社シガウッド
株式会社住文 北ビワコホテルグラツィエ
長住建設株式会社
市立長浜病院
株式会社フタバヤ 長浜店
三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所
社会福祉法人青祥会 特別養護老人ホーム
アンタレス

少人数グループでの見学
働くことの意義について考える

系列学習Ⅰ①-1（3・4・5組） 大講義室 福祉科教員・社会福祉法人 青祥会 系列ガイダンス・福祉に関する講話

10 金 5・6 職場見学Ⅰ（3・4・5組）
近隣企業
　　・団体

大塚産業クリエイツ株式会社
株式会社シガウッド
株式会社住文 北ビワコホテルグラツィエ
長住建設株式会社
市立長浜病院
株式会社フタバヤ 長浜店
三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所
社会福祉法人青祥会 特別養護老人ホーム
アンタレス
カネ上株式会社
滋賀日産自動車株式会社 長浜宮司店
長浜税務署
長浜バイオインキュベーションセンター

少人数グループでの見学
働くことの意義について考える

系列学習Ⅰ①-2（1・2組） 大講義室 福祉科教員・社会福祉法人 青祥会 系列ガイダンス・福祉に関する講話

17 金 1 系列学習Ⅰ② 大講義室 教務課・文理系列代表 系列全体の説明・文理系列の説明

2 職業調べ ＨＲ教室 各担任 職業の種類・特色を調べる

22 水 5・6 系列学習Ⅰ③ 各系列 各系列代表
５系列の内容説明と
系列の施設設備見学・授業見学

24 金 5・6 系列学習Ⅰ④ 各系列 各系列代表 系列学習Ⅰ③の続き

29 水 5・6 社会人講話③ 大講義室
株式会社ﾘｸﾙｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
　　前川　倫大　氏

職業や資格に関する講演と体験談等
進路適性検査の結果分析

大講義室
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月 日 曜 時限 学　習　項　目 会　場 講　師　等 学　習　内　容

6 5 水 5・6 系列学習Ⅱ 各系列 各系列代表
各自の希望する系列について、より詳しく
学習する　※第１希望・第２希望を各１時間

7 金 4・5・6 職場見学Ⅱ（全クラス）
湖北・彦根
湖東・岐阜
の大規模工場

日本電気硝子株式会社 高月事業場
兵神装備株式会社 滋賀事業所
大阪シーリング印刷株式会社
　　　　　　　滋賀工場　第一事業所
ＴＨＫ株式会社 岐阜工場
パナソニック株式会社
　　　　　　アプライアンス社 彦根工場
積水化学工業株式会社 多賀工場
キリンビール株式会社 滋賀工場
福田金属箔粉工業株式会社 滋賀工場
株式会社コクヨ工業滋賀

大規模工場の見学

 14 金 5・6 進路ガイダンスⅡ 大講義室 進路指導課
履修計画表を作る前に考えておくこと
長浜北星高校の進路状況と今後

19 水 5・6 履修計画表作成ガイダンス 大講義室 教務課 教育情報室
「科目選択のための履修手引き」を利用して、
科目選択の理解を深める

21 金 5・6 履修計画表作成 ＨＲ教室 各担任・教務課 教育情報室
各自の進路希望にそって、３年間を見通し
た学習（履修）計画表を作成

7 10 水 2・3 社会人講話④ 大講義室
株式会社住文　北ビワコホテルグラツィエ
支配人
　　塩田　秀樹　氏

職業や資格に関する講演と体験談等

12 金 2・3 社会人講話⑤ 大講義室
市立長浜病院
看護局ＩＣＵ勤務
　　柴田　朝美　氏

職業や資格に関する講演と体験談等

9 4 水 2 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ発表会に向けて 大講義室 産社担当 ライフプラン発表会概要説明

3 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ発表会に向けて ＨＲ教室 各担任
各クラス、各自での自主的な取り組み
まとめの作文

11 水 5・6 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ発表会に向けて ＨＲ教室 各担任
各クラス、各自での自主的な取り組み
クラス内発表会

13 金 5・6 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ発表会に向けて ＨＲ教室 各担任
各クラス、各自での自主的な取り組み
クラス内発表会

18 水 5・6 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ発表会に向けて ＨＲ教室 各担任
各クラス、各自での自主的な取り組み
クラス内発表会

20 金 5・6 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ発表会に向けて ＨＲ教室 各担任
各クラス、各自での自主的な取り組み
クラス内発表会

25 水 5・6 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ発表会に向けて ＨＲ教室 各担任
各クラス、各自での自主的な取り組み
発表原稿清書等

27 金 4・5・6

ライフプラン発表会

社会人講話⑥
長浜文化
芸術会館

担任団、進路指導課

等身大株式会社
代表取締役　内藤紗弥花（ＶＩＴＡ）氏

学年全体での発表会

講演

10 2 水 5 「産業社会と人間」を振り返って 情報実習室 各担任 アンケート

6 小論文講話 ＨＲ教室 各担任 小論文に向けて（ワークブックによる演習）

※１・２・３組と４・５組に分かれて、５限目と６限目で入れ替えて実施
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 4 月 19 日（金）「私の選んだ道」 

         長住建設株式会社 代表取締役社長       松 居 慶 浩  氏 

 

 

 4 月 26 日（金）「今から考える将来と仕事」～ビジネスマナーの必要性～ 

          長浜公共職業安定所 学卒ジョブサポーター  山 本 久美子 氏 

 

 

5 月 8 日（水）・10 日（金）「福祉に関する講話」（系列学習） 

                                           社会福祉法人 青祥会の皆様 

 

 

 5 月 29 日（水）「適性検査分析会」・「私の選んだ道」 

         株式会社 ﾘｸﾙｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ      前 川 倫 大  氏 

 

 

7 月 10 日（水）「私の選んだ道」 

         株式会社住文北ﾋﾞﾜｺﾎﾃﾙｸﾞﾗﾂｨｴ 支配人     塩 田 秀 樹  氏 

 

 

7 月 12 日（金）「私の選んだ道」 

         市立長浜病院 看護局ＩＣＵ勤務        柴 田 朝 美  氏 

 

 

9 月 27 日（金）「講演 等身大力講座」 

         等身大株式会社 代表取締役    内藤紗弥花（ＶＩＴＡ） 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題としては主に「私の選んだ道」という働くことの意義や職業をどのように選択した

かなどを中心に、今日的課題を取り入れ、多様な内容になるよう留意した。すべての講師

の方が熱い思いを語ってくださり、それぞれに感銘を受けた生徒が多かった。 

学校の教員でない社会人の方のお話は、生徒にとって実に新鮮で興味を引くものが多く、

本科目にとってなくてはならない重要な位置を占めている。 

２．社会人講話 
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生徒の感想  ～産社ノートの記録より～ 

印象に残った言葉は「覚えたことは、何回も繰り返し行

い、習慣化させる」というものです。そうすることによっ

て、いつしか習慣化されて当たり前の知識、行動になるこ

とを学びました。また、自分の行動をよく考え、社会人と

なったときに困らないようにしたいです。そして、何でも

人に任せず、自分で判断し行動ができるようになりたい

と思いました。 

「今から考える将来と仕事」 

               長浜公共職業安定所 学卒ジョブサポーター  山本 久美子 氏 

「私の選んだ道」 

           長住建設株式会社 代表取締役        松居 慶浩 氏 

失敗して諦めるのではなく、そこからどの様にポジテ

ィブ思考にして、反省をどう活かせるのかが大事だと実

感しました。 

また、苦手な事でも挑戦してみれば、たとえ失敗して

も経験になり、結果ではなく自分が何をしてきたかが大

事と松居さんのお話から学ぶことが出来ました。これら

を忘れず、これから生活をしていきたいです。 

 

「私の選んだ道・進路適性検査の結果分析」 

           株式会社リクルートマーケティングパートナーズ  前川 倫大 氏 

何のために仕事をするのかというお話について、誰か

のために貢献することで自分が成長できると聞き、強く

共感しました。「何を大切にして生きていきたいか、今の

うちに人生の軸を決める。そうすればブレずに生きてい

ける」という言葉が心に残りました。これからは、自分の

人生の軸となるようなことを考えながら毎日を過ごして

みようと思いました。 
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※生徒の感想については、『４．系列（科目選択）学習関係』に掲載 

 

 

 

 

※生徒の感想については、『５．公開授業「ライフプラン」発表会』に掲載 

「私の選んだ道」 

          株式会社住文 北ビワコホテルグラツィエ  支配人 塩田 秀樹 氏 

「福祉に関する講話」（系列学習） 

                          社会福祉法人 青祥会の皆様 

営業をする上で、「待っていてもお客様は来ない」と

いう言葉が印象的でした。そして、「勇気を出して自分

の思いを伝える」ことの大切さを知りました。 

塩田さんから教えていただいた「自分の弱点を知るこ

と。ポジティブな考えを持つこと。そして物事をシンプ

ルに考えること」を前向きに徹底し、積極的な自分を育

てていきたいと思いました。 

ライフプラン発表会 講 演「等身大力講座」 

           等身大株式会社 代表取締役   内藤紗弥花（ＶＩＴＡ） 氏 

「私の選んだ道」 

          市立長浜病院  看護局 ＩＣＵ勤務   柴田 朝美 氏 

自分が決めたことをやり遂げる人は、やはりかっこい

いなと思いました。「優しさ・気づき・思いやり」を大

切にされていると聞き、私も大切にしていこうと思いま

す。また、自分だけでなく、相手や周りの人に対しても、

その三つを大切にしたいです。命を預かる仕事だからこ

そ、苦悩もあるだろうけど、それ以上に患者さんが笑顔

に、元気になって欲しいという思いが伝わり、改めて看

護師になりたいと思いました。 
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４月２４日（水）大学見学（校外学習）  

 ・大谷大学（１組）            ・龍谷大学 瀬田キャンパス（４組） 

・京都造形芸術大学（２組）        ・佛教大学（５組） 

・京都橘大学（３組） 

 

５月８日（水）・１０日（金）職場見学Ⅰ（近隣企業・団体の見学） 

（８日は、１・２組が、１０日は、３・４・５組が見学） 

 ・大塚産業クリエイツ（株）         ・（株）シガウッド 

・（株）住文北ビワコホテルグラツィエ     ・長住建設（株） 

 ・市立長浜病院               ・（株）フタバヤ 長浜店 

・三菱ケミカル（株）滋賀事業所       ・社会福祉法人 青祥会 

・カネ上（株）               ・滋賀日産自動車(株) 長浜宮司店 

・長浜税務署                ・長浜バイオインキュベーションセンター 

 

 

６月７日（金）職場見学Ⅱ（湖北・彦根・湖東・岐阜方面大規模工場見学） 

・日本電気硝子(株) 高月事業場（１組）         ・兵神装備(株) 滋賀事業所（１組） 

・大阪シーリング印刷(株) 滋賀工場第一事業所（２組） ・ＴＨＫ(株) 岐阜工場（２組） 

・パナソニック(株) アプライアンス社彦根工場（３組） ・積水化学工業(株) 多賀工場（３組） 

・福田金属箔粉工業(株) 滋賀工場（４組）       ・(株) コクヨ工業滋賀（４組） 

  ・キリンビール(株) 滋賀工場（５組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自らが行動する体験的学習は、生徒の興味・関心の度合いも高く、その教育的効果も大き

い。生徒の職業観・社会参加の観点からも、本科目の重要な分野となっている。 

 毎年、職場見学の訪問先や時間・回数を増やしてほしいという生徒の要望もあるが、受入

先確保が容易でなく、また日程の調整も難しいのが現状である。また、小中学校においても

同様の学習が行われるようになり、本校でのあり方を今後検討していかねばならない。しか

し、この体験学習により職業や社会人のあり方を学習する機会を増やすことができていると

考えられる。 

 大学見学についても、大学がどのような所か知る機会になり、高校生活を送る上で更に詳

しく学習していくためのきっかけになる事を期待する。 

３．体験的学習 



 - 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の感想 ～産社ノートの記録より～ 

驚いたことは施設の多さです。一人で黙々と勉強がで

きる施設やみんなで教え合いながら勉強をする施設など

があり、図書館はテスト期間には満員になるそうです。 

説明を受け、印象的だったのは「問いを持つ」という言

葉です。何事にも疑問を持ち、解明しようとすることが大

切だと思いました。考えることは難しいですが、それを重

ねることで成長できるのだと思いました。 

４月２４日（水）大学見学（校外学習） 

大谷大学（１組） 

見学をして思ったことは「夢が広がる」ということで

す。芸術大学は「絵」という印象でしたが、舞台芸術や映

画、歴史遺産など学科がたくさんあることに驚きました。 

また、在学生を見て、凄く個性豊かな人達ばかりで衝撃

を受けました。説明では、大学教育を選ぶ基準は「大学が

何を目指しているのか」という理念と「自分自身の成長に

繋がるのか」という大学のプログラムが重要なことを知

りました。 

京都造形芸術大学（２組） 

大学生活は身体的・精神的・金銭的にも辛いという印象

を持っていましたが、説明をしてくださった大学生や在

学生の方を見ると生き生きとした表情でとても楽しそう

でした。 

京都橘大学は、一人の先生あたり学生が２３人と少人

数での教育をされているので、分からないことも聞きや

すいし、授業もしっかりと理解しながら受けることがで

きるなと思いました。 

京都橘大学（３組） 
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大学の図書館には、３つのキャンパスを合わせると約

２００万冊の本があると聞き、充実しているなと思いま

した。また、いろいろな国の留学生と交流する機会が多く

国際交流が盛んで、留学する人が年間に約７００人もお

られることに驚きました。龍谷大学を見学して、いろいろ

な目標を持った学生がひとつの大学におられ、自分の夢

に向かって必死に勉強することはかっこいいことだと思

いました。 

龍谷大学 瀬田キャンパス（４組） 

大学の先生は、教員でもあり専門分野に特化した研究

者でもあることや大学の学習は、自分で課題を見つけ、解

答を見つけたり創造したりすることが大切で、大学のテ

キストはあくまで答えを見つけるヒントであり、答えが

全部載っていないことも知りました。大学は、やりたいこ

とや目標を自分で自由に決め、その答えを追い求めると

いう点が、高校までとは最も違う点だということを学び

ました。 

佛教大学（５組） 
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５月８日（水）・１０日（金）職場見学Ⅰ（近隣企業・団体の見学） 

  ８日は、１・２組が職場見学Ⅰを実施し、３・４・５組が系列学習を受けた。 

１０日は、３・４・５組が職場見学Ⅰを実施し、１・２組が系列学習を受けた。 

 大塚産業は、３００年の歴史があり、主に国内の自動

車メーカーが使用するシートカバーの７割を製造されて

います。会社説明の映像で「革新しない企業に明日はな

い」という言葉を聞き、日々進化していくことを心がけ

ないとだめなんだなと思いました。 

また、お客様に信頼してもらうことが最も大切だと聞

きました。私も「この人に頼んだら大丈夫」と周りから

信頼される人になりたいと思いました。 

大塚産業クリエイツ株式会社 

今回の見学では、客室やウェディング関係の場所を中

心に案内していただきました。ホテルの方々がお客様の

ことを一番に考え、どうしたら喜んでもらえるかなど、い

ろいろなことに工夫や気遣いをされているところが印象

的でした。 

この見学に行って、自分もホテルの方々みたいに直接

人と触れあい、人に喜んでもらえる、そして人を笑顔にで

きるような仕事に就きたいなと思いました。 

株式会社住文 北ビワコホテルグラツィエ 

見学では、事務所で構造図設計の体験をさせていただ

きました。とても貴重な体験でした。 

「他人と過去は変えられないけど、自分と未来は変え

られる」という言葉と「能力の差＜努力の差＜継続の差」

の２つが印象に残りました。私は、自分と未来をより良い

ものに変えるために自分の意思を実行する努力を継続し

て成長していきたいと思いました。今日の見学は、とても

有意義な時間でした。 

株式会社シガウッド 
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 長住建設は、住宅の設計・施工、リフォーム、事業用建

築、アパートの管理などたくさんのことをしておられま

す。モデルハウスを見学させていただきましたが、いろい

ろな世代の人が便利に使えるようにデザインされていま

した。建築士の方がやりがいは「家が完成したときにお客

様が笑顔になってくれることだ。」とおっしゃっていまし

た。私も将来、やりがいのある仕事だと思えるような仕事

に就きたいです。 

長住建設株式会社 

 店長さんの話や見学では、フタバヤの歴史や仕事内容

などたくさん知ることができ、貴重な体験でした。大切に

されていることは、「安心安全な商品の仕入と製造」「従業

員が楽しむ職場作り」「お客様とのつながりを大切に」の

３つです。商売はモノを売るだけでなく、お客様と会話す

ることで出会いと発見があり、それをまた商品開発や売

り場作りに生かしていきます。また来ようと思うのは、お

客様のことを深く考えておられるからだと思いました。 

株式会社フタバヤ 長浜店 

見学では普段見られないところなども見せていただ

きました。病院で働いておられるスタッフの職種が１１

種類もあると聞きました。全員がそれぞれの知識を駆使

して最善の医療を行い、命と向き合われている姿を見

て、簡単な仕事ではないけれど、とてもかっこよかった

です。今日の見学では、改めて人の命と向き合うことは

大きな責任を持つことになるけれど、とてもやりがいの

ある仕事だと思いました。 

市立長浜病院 
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 主にプラスチック製品を製造され、ペットボトルやそ

のフィルム、携帯電話の液晶に使われるシートなど普段

使っているものや身近なものがあることを知りとても驚

きました。いろいろな話をしていただいた中で、「学校と

社会の違いについて、学校は自分のために吸収する場で、

社会は自分を発揮する場」と「目的を見出し成長するこ

と、人のいいところを見つけ自分に取り入れることが大

切」という話がとても心に残りました。 

三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所 

「介護」は意外と私たちの持っているイメージとは違

うのだということを改めて感じました。また、利用者の

方々とのコミュニケーションのとり方も学ぶことができ

ました。利用者さん一人ひとりとしっかりと向き合って

いく必要があるのだと気付きました。 

職員の方は、いつも笑顔で、大きなハキハキとした声で

利用者さんに接しておられ、自分もそうなりたいと思う

ことができました。 

社会福祉法人青祥会（特別養護老人ホーム アンタレス） 

 カネ上は、練り物の製造・販売を中心に、蒲鉾や竹輪を

製造されています。製造された蒲鉾が、小学校や中学校の

時の学校給食にも使われていたことを知り、驚きました。 

説明の中で、「安心・安全な商品を作るためには、ひと

りでも手を抜いたりすると作れない」とおっしゃってい

たのが心に残っています。見学では、従業員の方一人ひと

りが、それぞれの信念を持って仕事をされているなと思

いました。 

カネ上株式会社 
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日産自動車は、「技術」を大切にされています。電気自

動車や自動運転機能の開発に力を注いでいるということ

でした。私たちが車に乗る頃にはどんな車になっている

のだろうと想像していました。また、試乗車についても、

お客様のために出来る限りの工夫をして気持ちよく乗っ

てもらおうとされているところが凄いなと思いました。

社会に出る（働く）ということはこういうことなのかなと

少し分かったような気がします。 

滋賀日産自動車株式会社 長浜宮司店 

税務署の仕事は、個人課税部、管理運営部などがあり、

担当毎に仕事が分かれています。税には約５０もの種類

があります。その税は、私たちの身近なところにもたくさ

ん使われています。例えば、ゴミの回収や警察、消防、公

園などです。「みんなが安心して生活できるように仕事を

している」という言葉が心に残りました。豊かで安心して

暮らせる未来のために、税のことについて考えなければ

いけないなと思いました。 

長浜税務署 

「インキュベーション」には、「卵が孵化する」という

意味から転じて「新事業の立ち上げを支えながら育成す

る」という意味があり、ベンチャー企業の支援をされてい

ます。私たちが見学した部屋では、細胞を使って薬品を開

発しておられ、研究員の方の「今からでも間に合うから、

今のうちに好きなものを見つけるべき」という言葉が印

象的でした。これからいろいろな経験をして、自分が心か

ら好きだと思えることに出会いたいです。 

長浜バイオインキュベーションセンター 
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６月７日（金）職場見学Ⅱ（岐阜・湖北・彦根・湖東方面大規模工場見学） 

ガラスには、使う場所や用途に適したガラスがあり、建

築・耐熱・薄膜などいろんな分野に分けられています。こ

こでは、フィルムのように薄いガラスや叩いても割れな

いガラスを製造されているそうです。また、「ＧＬＡＳＳ

ＦＯＲ ＦＵＴＵＲＥ」を合い言葉に海外にも進出され、

グローバル化を感じることができました。また、製造だけ

でなく、環境に配慮したガラス作りもされていることも

教えていただきました。 

日本電気硝子株式会社 高月事業場（１組） 

会社説明や見学では、ポンプやディスペンサーという

ものを作っておられ、それらは私たちの身近なところで

使われているということが分かりました。 

また「モノを作ることが楽しいと思えるようにするこ

とが、この仕事の大切なこと」だと聞き、何事にもいえる

ことだなと感じました。今回の見学で働いている人のこ

とや働く上で大切なことなどを多く学ぶことができまし

た。 

兵神装備株式会社 滋賀事業所（１組） 

パッケージの印刷・折り目の付け方・シールの加工など

滅多に見られない貴重な経験ができました。コンビニな

どで見るラベルは大阪シーリングさんのものが多く、生

活の身近にあることに気付きました。 

作業をされていた方々の仕事への姿勢、やる気、誇りの

ようなものが感じられて、言葉で表すのは難しいけど、か

っこいいなと思いました。福利厚生も社員さんに対して

思いやり精神が素晴らしいと思いました。 

大阪シーリング印刷株式会社 滋賀工場（２組） 
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彦根工場では、アプライアンス社の事業の美容・健康商

品を担当されています。シェーバーやドライヤーなど過

去から現在までの製品が展示されていました。工場では

正確無比な作業を繰り返す機械は圧巻でした。 

北星高校の先輩からお話を聞くことができました。高

校生活で大切なことは、「将来の自分を思い描くこと」で

今、自分が何をすべきか分かるというものでした。後悔し

ないよう頑張りたいと思います。 

パナソニック株式会社 アプライアンス社 彦根工場（３組） 

積水化学工業株式会社は、私たちの生活に必要不可欠

な製品を製造されています。高機能両面テープは住宅や

車両に、ＩＴ用両面テープはスマートフォンなどに使用

されていると聞き驚きました。印象に残ったのはミクロ

パールという液晶ディスプレイに使われている製品で

す。何気なく使っているものに凄い技術が使われている

んだと思いました。「世界にまた新しい世界を」というス

ローガンがかっこいいなと思いました。 

積水化学工業株式会社 多賀工場（３組） 

各種軸受および機械要素部品の製造販売、ソフトウェア

の研究開発・販売、免震システムの開発などをされていま

す。製品は、ＣＴスキャンや鉄道車両、ＵＦＯキャッチャ

ーなどにも使われていることに驚きました。 

ＴＨＫ株式会社さんを見学して、多くの人にとても役立

つ便利なものを製造することは、とてもやりがいがあっ

て、自分自身にも自信を持つことができるのではないかな

と思いました。 

ＴＨＫ株式会社 岐阜工場（２組） 
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福田金属箔粉工業株式会社 滋賀工場（４組） 

金属粉の用途としては、電車や車のブレーキに使う摩

擦材や色紙や色鉛筆に使う顔料、パソコンや携帯電話の

プリント基板などです。金属の使い道がこんなにたくさ

んあるなんて知らなかったので驚きました。 

また、工場内には「安全」という言葉がよく目につきま

した。過去に起こった事故や災害を無かったことにせず、

同じことを繰り返さないために対策や工夫をしておられ

ます。とても大事なことだと思いました。 

株式会社 コクヨ工業滋賀（４組） 

コクヨ工業さんは、びわ湖の枯れたヨシを有効活用し

ノートやメモ用紙も作っておられます。枯れたヨシを刈

り、手入れをしてヨシ群落の活性化を図り、環境にもとて

も良いと思いました。 

見学や説明を聞き、自社の利益だけを考えるのではな

く、環境や買う人の身になって考えておられ、思いやりの

気持ちが伝わってきました。私も誰かのために行動でき

るようにしたいです。 

見学をして、私たちが普段買って何気なく飲んでいる

飲み物が、こんなに大変な作業工程からできているなん

てとても驚きました。 

「お客様の喜ぶ商品を「安心・安全・確実」に、そして

「イキイキと笑顔」でお届けできるようサポート・マネジ

メントしていくことが大切」という言葉に心を打たれま

した。どんなことがあっても下を向くことなく上を目指

していくことが大切だと学びました。 

キリンビール株式会社 滋賀工場（５組） 
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第１回 ４月１７日（水） 進路ガイダンスⅠ 

適性診断 

第２回 ５月 ８日（水） 系列学習Ⅰ① 福祉に関する講話（３・４・５組） 

        １０日（金） 系列学習Ⅰ① 福祉に関する講話（１・２組） 

第３回   １７日（金） 系列学習Ⅰ② 系列ガイダンスと文理系列の説明 

               職業調べ 

  第４回   ２２日（水） 系列学習Ⅰ③ 

               ５系列の説明と施設授業見学 

  第５回   ２４日（金） 系列学習Ⅰ④ 

               ５系列の説明と施設授業見学 

   第６回 ６月 ５日（水）  系列学習Ⅱ 

               第１・第２希望系列の学習（各系列） 

  第７回   １４日（金） 進路ガイダンスⅡ 

    第８回   １９日（水） 履修計画表作成ガイダンス 

    第９回   ２１日（金） 履修計画表作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では、科目「産業社会と人間」を前期に４単位分集中して実施し、各系列の専門科目の学習

を少しでも早く始め、専門的知識と技能をより深化させるために、後半（１０月）より系列の選択

科目を開講している。６系列・１２０近くもの開講講座（科目）があるため、年度半ばには次年度

の履修科目を決定しなくてはならない。 

 系列並びに科目選択は、「産業社会と人間」の学習の中でも直接進路に結びつくものである。今

後とも、より理解を深める系列学習並びにガイダンス活動を目指して、改善していく必要がある。 

・５月１７日《職業調べ》 

以前の産社の時間に受けた適性診断の分析結果の資料より、様々な職業の種類や、

その職に就くための道のりについて調べる。 

 

・６月１９日《履修計画表作成ガイダンス》 

１０月から始まる選択科目の履修計画について、総合学科の最大の特徴である「自

分だけの時間割」を自分で作る学習を行う。 

 

・６月２１日《履修計画表作成》 

今までの系列学習で学んだことや、社会人講話や企業・大学見学などを参考に、

系列を選択して、これから２年半分の時間割を作りあげる。 

４．系列（科目選択）学習関係 
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 生徒の感想  ～産社ノートの記録より～ 

「選択するということは他の選択肢を捨てるという

こと」という言葉に共感しました。選択というのは人生

に大きな影響を及ぼすんだなと改めて実感しました。 

少子高齢化で就職・進学も有利だそうですが、人手不

足でも企業の「見る目」は厳しいそうです。確かにそう

だろうなと思いました。３年間の高校生活で、自分に付

加価値をつけるという話を聞いて、頑張らないといけな

いと思いました。 

進路ガイダンスⅠ・Ⅱ 

何気なく介護と使っていますが、「介護」の「介」に

は間に合うという意味が、「護」には守るという意味が

あることを教えてもらいました。笑顔を大切にして暮

らしのお手伝いをされているみなさんはかっこいいな

と思いました。 

 

介護に携わる職種について医師や介護福祉士は知っ

ていましたが、作業療法士や管理栄養士など９種類も

の職種があることを知り驚きました。いろんな職種が

あって、高齢者を支えることができるんだなと思いま

した。 

 

「社会的弱者を助ける」というとても大変で辛い仕

事もあると思うけど、人の役に立ち、やりがいを感じる

ことのできる仕事だろうなと思いました。 

 

介護には技術だけではなく、社会常識やコミュニケ

ーション能力、相手のことを思いやる力、そして笑顔が

大切であると学ぶことができました。 

 

映像では、全員の人が笑顔でいて、とても感動しまし

た。人の優しさから生まれる笑顔はとても魅力的で、私

もそのような笑顔を周りに与えられるようになりたい

です。 

系列学習Ⅰ 福祉に関する講話 
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系列学習Ⅰ 各系列の説明、施設授業見学、系列学習Ⅱ 第１・第２希望系列の学習 

「周りから与えられることには限りがある。自分から

求めることには限りがない」ということばが心に残りま

した。周りの人に与えてもらうだけではなく、自分から聞

いて調べることが大切だと思いました。 

 

文理系列では、他の人よりも努力が必要です。看護系を

選択する人も多く、その中でこれから自分がどう変わり、

どう頑張れるかが大切です。 

 

メカトロニクス系列では、製図台を使って機械製図を

学習したり、コンピュータやロボット制御を取り入れる

ことで、実践に近いことが学べるので、技術力が習得でき

る特色ある系列だなと思いました。 

 

情報類型では卒業後の進路は主に進学だと聞きまし

た。将来のためには進学して、しっかりと大学で学ぶこと

の大切さを感じました。電気類型では、第二種電気工事士

の取得を目標として、生活に必ず必要な電気について学

ぶことができます。たくさんの資格が取れる点がとても

魅力的だと思いました。 

 

流通マネジメント系列では、お金やモノ、サービスの流

れを学ぶことが分かりました。また、検定もたくさんあ

り、やりがいがありそうだなと思いました。 

 

国際ビジネス系列は、「消費者ではなく企業活動の視点

から考える」ので難しそうだと思いましたが、やりがいも

感じました。 

 

介護福祉士という私の夢は、国家資格を取ることが目

標です。３年間で５３日間の実習には驚き、大変だと思い

ましたが自分が就きたい職業なので頑張ろうと思いまし

た。生活福祉類型は、校外で学習することが多く、しっか

りしなければと思いました。また、基礎学力をつける勉強

も必要だと知りました。 



 - 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室でのライフプラン発表 

 

  学習のあゆみ発表                ライフプラン発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        講  演 

 ４月から９月までの「産業社会と人間」の学習の総まとめとして、発表会を持った。公開授業

とし、今までにお世話になった講演をしてくださった講師の方々、訪問見学先の企業・団体・大

学の方々を始め、彦根以北の各中学校、総合学科設置高校、学校評議員、保護者の皆様にも案内

状を送付し、生徒の成長ぶりを見ていただいた。長浜文化芸術会館の大ホールを借りて実施し

た。発表する生徒たちも適度な緊張感を持ち、内容の深いものとなった。  

 いままでの学習内容を踏まえて、９月の授業はほとんどこの発表会の準備であった。学習の成

果を発表するという意義がもちろん第一ではあるが、「産業社会と人間」の一つの学習の場であ

るとの考え方から、当日の司会・運営等は生徒が行った。「産業社会と人間」では、生徒の主体

性を重視したこうした取り組みも大切にしていきたい。 

５．公開授業「ライフプラン」発表会 
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１ 日 時：令和元年９月２７日（金） 

 

２ 場 所：長浜文化芸術会館 

 

３ 日 程 

１３：００～ 開 会 

 

１３：０５～ 「産業社会と人間」学習のあゆみ発表 

          ＊スライドとナレーションにより、今までの学習を振り返る＊ 

 

１３：２５～ 「産業社会と人間」生徒発表 

          ＊各クラス代表者によるライフプランの発表＊ 

         １組 Ｍ   「夢に向かって」 

         ２組 Ｍ   「私の将来」 

         ３組 Ｙ   「ライフプラン」 

         ４組 Ｋ  「Ｆｒｅｅｄｏｍ あーてぃすと」 

         ５組  Ｙ  「将来のために今思うこと」 

 

   （休 憩） 

 

１４：０５～  講 演 

 

講演題目 「等身大力講座」 

 

    講  師 等身大株式会社 代表取締役 内 藤 紗 弥 花（ＶＩＴＡ）氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５：３５～ 閉 会 

 

 

［講師紹介］ 

慶応義塾大学総合政策学部にＡＯ入試でトップ入学、ファシリテーション

プレゼンテーションなどを学び、同大学卒業後、吉本興業のお笑い芸人とな

る。アルバイト５つ掛け持ち生活を続け、「笑っていいとも」「さんまのま

んま」「ぐるぐるナインティナイン」「平成教育学院」等に出演を果たす。 

現在は、講師として推薦入試指導や大学生・社会人向けにコミュニケーシ

ョン研修を行う。また、慶応義塾大学総合政策学部プレゼンテーション技法

のゲスト講師でもある。 
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今まで私は何かに本気になるという事があまり無かったように思います。何もかも中途半端ですぐに

飽きてはやめてしまいどれも長くは続きませんでした。 

そんな中、「楽しい」、「ずっとしていたい」と思ったのがゲームでした。いろいろなゲームで遊ぶうち、

いつからか「こんなゲームを自分でも作ってみたい」と、ゲームを作る側にも興味が湧いていき、その

職業の事を調べたりしました。そして、そこで初めて知ったのがゲームクリエイターという職業でした。 

その職業は当初私が思い描いていたような楽しい事ばかりではなく、むしろ大変な事のほうが多くあ

りました。それでも私の「ゲームを作りたい」という思いは消えず、ゲームクリエイターになりたいと

いう夢を持つようになりました。ただ、ゲームクリエイターになりたいという思いはあったものの、高

校に入るまではゲームを作る仕事をしたいという漠然とした思いがあるだけで、何か努力したり、計画

を立てたりすることもなく、「適当にやってればなんとかなるだろう」という甘い考えで行動していま

した。ですが、長浜北星高校に入学し、「産業社会と人間」の授業で講師の先生からお話を聞いたり、企

業や大学の見学をさせていただいたりしてその考えは変わりました。 

「産業社会と人間」の授業では今まで多くの講師の方からお話を聞かせていただいてきました。その

中でも私は、コミュニケーションについてのお話と常にポジティブでいる事が大切という内容のお話が

特に心に残っています。 

私は自分の意見を持ったり、その意見を相手に伝えたり、という事がとても苦手で、他人とのコミュ

ニケーションが上手くとれませんでした。そんな自分を変えたいと思いつつも何も行動はできず、「し

ょうがない」の一言で諦めていました。ですが、社会人講師の方々のお話を聞いて、やはり社会に出て

行く上で他人とのコミュニケーションはとても重要な事なのだと実感しました。特に私の目指している

ゲームクリエイターという職業は、他の人達との協力が欠かせない仕事です。それなのに、ろくにコミ

ュニケーションもとれないようでは話になりません。そこで私はこの夢を目指す上での目標の１つとし

て「人とのコミュニケーションをしっかりととれるようになるため頑張ろう。」と思っています。 

もう１つ私には変えたいと思っている事があります。私は自分に何か悪い事があるとどんどん悪い方

向に考えてしまい、常に頭の中はマイナス思考でいっぱいでした。ですが、これも講師の方々のお話を

聞いていて、悪い事ばかり考えるより前向きな気持ちでいろいろチャレンジしたほうが自分に良い事が

あるという事を知り、すぐにネガティブになってしまう自分も変えたいと思うようになりました。今は

まだ少し落ち込んでしまう事もありますが、いつかどんな逆境にも負けない前向きな自分になれるよう

精一杯の努力をしていこうと思っています。 

産業社会と人間の授業ではお話を聞くだけではなく、いろいろな場所も見学させていただいてきまし

た。企業見学では実際に働いている方々を見て、働く事の大変さや、それと同時に、やりがいを持って

働く事の大切さを感じることができました。 

また、大学見学では、今まで知らなかった大学の雰囲気や大学での学びの様子を知ることができまし

た。 

私はさまざまな場所の見学をさせていただき、そこでお話してくださった事や実際に見た事を、今後

 生徒発表原稿より  

「夢に向かって」                       １年１組 Ｍ 
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の自分に生かしていきたいと改めて考えています。 初は自分の目指している事とはほとんど関係がな

いと思っていたのでこれらの見学も自分にとって意味が無いと思っていました。でも、一見関係が無い

と思っているような事の中にも自分の将来に役立つ事があると分かり、今では見学できて良かったと思

っています 

夏休みには初めて大学のオープンキャンパスに参加しました。私はあえて特徴が正反対な２校を選び

ました。それぞれの学校にそれぞれ良い点や悪い点があり、自分がどのような学校に行きたいのかを考

える参考になりました。そして、残り２年と少しの間に自分がどうしたいのか、どこへ向かいたいのか

を決めていきたいと強く考えるようになりました。 

オープンキャンパスに参加したときにも感じた事ですが、この業界に進もうとしている人のほとんど

が男性ばかりです。現に私が選んだ情報電子系列も女子は私１人でした。そんな中頑張っていけるのか

が不安で一時はこのままこの道へ進むのかを迷った事もありました。それでも、いつもはすぐに諦めて

しまう私が「諦めたくない」と思えたのがこの夢だったのでこの道を進む事を決意しました。 

今の私にはこの夢を叶えるだけのものが全然足りません。夢を叶える、そのためにも努力を惜しまず、

今後の生活の中でたくさんのものを得られるよう頑張っていこうと思います。 

 

 

 

 

私の将来の夢は声優になることです。なぜ声優になりたいと思ったかというと、私は小さいころから

アニメーションや映画が大好きで小学校五年生の時に職業を調べる授業があり、私は「何かアニメーシ

ョンとか映画に関わった職業はあるかな？」と調べている中で声優という職業が私の目を輝かせました。 

声優はアニメーションのキャラクターに声を当てたり、映画の吹き替えもできるまさに夢のお仕事だ

と確信しました。これが、私が声優を知ったきっかけです。それから私は長浜から彦根までの範囲で演

劇部のある高校を調べて学力面や進路面、さらにパンフレットに書いてあった『夢は叶うもの！夢は叶

えるもの！』という言葉が私の心に響き、ここだったら私の夢が叶うかも知れないと考えこの長浜北星

高等学校へ入学することを決めました。 

 夏休みの課題で、元々専門学校に進学したいと考えていた私は大阪にあるエンターテイメント系の専

門学校のオープンキャンパスに行き、アフレコの体験や表現力のつけ方を教えて頂きました。私は演劇

部に所属しているので演技力はある程度養われているから緊張しても大丈夫だろうと思っていたので

すが、実際に映像に合わせて声を当ててみると思っていたよりもいや、それ以上に難しく演劇で演技す

るよりも段取りの良くない演技になってしまいました。そして、オープンキャンパスが終わり在校生の

方々とのフリートークの時間がありました。その時に在校生の方が、「ここの学校に通っている人たち

の殆どが演劇部に所属してなかったし、未経験者だから、 初から上手くできる人なんていないんだよ。

アニメーションが大好きだから続けられるの！」と言われ私は大好きを力に変えて努力するのって凄く

良い事で馬鹿にされる様な事じゃないのだと感じました。 

声優になりたいとか気持ち悪い、現実的に考えろと仰る方が時折います。その事は、確かに声優とい

う職業は他の職業と比べると生活をするにはとても難しいのも事実です。でも大好きだからなりたい、

大好きな職業に就いて沢山の人に愛される作品を作りたい。そう私は思っています。 

また、産業社会と人間の系列学習の時に文理系列の田中先生が仰っていた言葉でとても感心を持った

言葉があります。それは、「なりたい自分」はもちろんそのためには「必要な知識」が大切。という言葉

「私の将来」                        １年２組 Ｍ 
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です。この言葉を聴いた私は、何か高校生活の中で「なりたい自分」に一歩でも近づけられる方法はな

いかと考えました。考えた中で一番に思いついたのは国語力の向上です。なぜ国語力の向上が大切だと

考えたかと言うと、社会人講話の塩田さんの言葉である「いかに自分の自己ＰＲができるのかが大事」

という言葉を思い出し、私は自分の意見を主張せずに周りの意見に便乗することや、人とのコミュニケ

ーション能力が足りずいつも会話が続かないことや、声優になるために必要な読解力と表現力が足りて

いないと感じたことから国語力を向上させることによって、面接の時などに役立つと考えたからです。

従って、私は国語を中心に色んな科目を学びたいと思い文理系列を選択しました。 

 また、社会人講話の中でもう一つ感銘を受けた言葉があります。それは、市立長浜病院の柴田さんの

言葉で「高校生活の中で色々なことを経験しよう」という言葉です。この言葉を聴いた私は、他にも高

校生活の中で「なりたい自分」に近づける方法を改めて考えました。そして、今私ができることは演劇

部の活動を真面目に取り組み、演技力を徐々に磨いていく事だと考えました。演技について学び沢山の

人のアドバイスに聴く耳を持たないと一生演技が下手なままになるので、どんなに厳しいことを言われ

ても、第三者の意見は見てくれているお客さんからの印象と同じだから、従ってネガティブな気持ちに

ならず、塩田さんの言葉である「ポジティブな考えを常に持つ」ことを意識して行動したいです。 

また、長住建設の松居さんの言葉である「頼まれ事は試され事」、これは「アドバイスで言われたこと

は本番で試されていること」と感じたので、それを胸に秘めて、これからも私のできる範囲で無理のな

いように演技や勉強を頑張っていきたいです。 

 私は、私の将来や系列選択の後悔はありません。誰がなんと言おうとも、私は夢を夢で終わらせず、

自分と向き合って夢を追いかけていきたいです。 

 

 

 

 

私は将来大人になったら、２５歳までにカナダに住みたいと考えています。その理由は、カナダは多

文化主義的で国の制度がとても充実しているからです。例えば、カナダは税金が高いですが、その税金

で医療を充実させたり、貧困撲滅の運動が行われたりしています。他には死刑廃止や厳しい銃規制、同

性結婚の合法化等が進められ、認められています。日本と比べると、とても国民に優しく暮らしやすい

国だと思います。そのため私はカナダに住みたいです。 

私が長浜北星高校に入学した理由は正直に言うとはっきりとしていません。受験生のときに、高校生

の間に夢を見つけたいと思い、選択肢が広がる総合学科の学校を探していました。そこで、いくつかの

総合学科の体験入学に参加して、「国際」という名前がつく「国際ビジネス系列」がある北星高校に興味

を持ち、入学しました。しかし入学してよく話を聞いていると、私が思っていた〔国際〕の様子とは異

なり、〔ビジネス〕の要素が強くて、簿記の学習が中心となることがわかりました。どうしよう、と困惑

しました。私はその系列のために入学したため他にやりたいこともピンと来ることも当然なくて、家族

と相談して、自分の中でもたくさん悩みました。そんな時に私が思い出したことは、「何かを選ぶという

ことは他の選択肢をすべて諦め、捨てるということ」という産社の講話のときに聞いた言葉です。産社

の講話では自分が目指している道とはまったく違うような社会人の方が来てくださって、正直に言うと、

一見すると興味がわかないような話をされることがあります。しかし、しっかり聞いていると、心が惹

かれるようなお話をされていたため、私は、多少興味がない話でもはじめから全く聞かずにいるのでは

なく、少しでも耳を傾けるようにしなければいけないと思いました。 

「ライフプラン」                      １年３組 Ｙ 
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 もうひとつ心に残っている話があります。それは、長住建設株式会社の松居さんのお話です。正解、

答えがある学習をするのは学生のうちで、これから大人になって社会人になると、答えがなくて正解が

何なのかどうかもわからない問題が一生続くとおっしゃっていました。つまりそれは、自分で答えを探

し、正解をつくるということだと思います。そして既にその問題は始まっていると思います。今自分が

何をするべきで、目の前の人とどう接して、何を伝えなくてはいけないのか、という問題には答えも正

解もありません。多分何をしてもそれが答えにはなるけれど、「正しい」かどうかは誰にもわからないと

思います。誰かが正しいと言っても誰かは間違っていると言うかもしれません。しかし 終的に正解か

どうかを決めるのは本人だと思います。今の私には自分の判断が正しかったと言い切れる自信がないの

で、沢山の人生での出来事から経験を積み、自分なりの正解をしっかり導き出せる大人になりたいです。 

 沢山悩んで考えて、結局私は「国際ビジネス系列」に進むことを決めました。これまでひとつの目標

を立てて一点に集中して物事をやり遂げたことがないため、新しい挑戦となります。簡単なことではな

いと思いますが、自分でこれほど悩んで決めたことであるため、三年間を通して簿記の資格を取得し、

やり遂げようと思います。 

 カナダに住みたいと考えていますが、口で言って簡単にできることではなく、むしろ今の自分にはた

くさんのことが必要になってきます。まず、お金です。お金がなくては何もできないと思います。しか

し、お金を得るためには働かなければいけません。そのため、高校卒業後、二，三年は日本で働いてお

金を貯めるために安定した職に就きたいので、高校生のうちにそのことも考えて、夢のための夢も見つ

けたいです。お金に加えて、生活する力も必要だと思います。例えば、言語です。カナダでは英語が主

流なので、 低でも簡単な会話や受け応えくらいできなくてはいけません。今の私は授業の英語を多少

理解できる程度で、英検やＴＯＥＩＣ等の資格を何も持っていません。そのため英検２級とＴＯＥＩＣ

で６５０点以上が取れるくらいの英語の能力を高校生の間に身につけたいです。また、現状ではカナダ

に住んで何をしたいか等は特に決めていませんが、とりあえず働きたいと考えています。そのためにも

海外での就職に有利な資格や免許を取得したいです。そして洗濯や自炊、お金の使い方や管理等の基本

の生活能力が必要だと思うので、今のうちにできることを増やすために家の手伝いや、家庭科の授業を

積極的に取り組んでいこうと思います。 

 ザッとしか考えていませんが、一つの夢に向かってしなければいけないことは沢山あるので、長くて

短いような人生の時間を有意義に使って、充実した生活を送りたいです。 

 後に、私が好きな言葉は『ネバーギブアップ』です。諦めないという意味です。できるかできない

かではなくて、やるかやらないかが大切です。行動をして、諦めずに、前に前に進んでいくと決めまし

た。 

 

 

 

 

『はい、そうです。将来は車に関わる仕事がしたいです。』今まではずっとそう言ってきました。『何で

車にしたん。』『俺、生まれた時から車めっちゃ大好きなんやもん。』作文を書くとき、友達と話すとき、

話題が『将来の夢』になると、必ず書く内容話す内容は車についてのことばかりでした。そして、北星

高校に入ったのも『車に関わる仕事がしたいから』という理由でした。私はこれからも『車に関わる仕

事』という夢を追い続けてゆくだろうと思っていました。本当の自分に気づくまでは。 

小さい頃の私は、自分の気持ちを伝えることや、自己表現することが全くと言っていいほど出来ませ

「Ｆｒｅｅｄｏｍあーてぃすと」              １年４組 Ｋ 
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んでした。友達はたくさんいた方だと思いますが、本音が言えず、気を使ってばかりで、友達からは『や

さしいね』と言われたりしましたが、それは『偽りの自分』だったので素直に喜べませんでした。でも

嫌われたくない気持ちや自分は頭も良くないし、気も弱いので、もし、嫌われたら自分は何もなくなる

という恐怖心が『偽りの自分』を加速させてしまいました。 

小さい頃から気を使って、本音も言えず、何もできず、とてつもなくネガティブ思考で、すぐに自分

を責めて泣くことがクセになるような私ですが二つだけ自分でいられる物がありました。それは『車』

と『絵』です。一つ目の車は私の本当に好きな物です。夢中にさせてくれる物です。興味を持たせてく

れる物、自分を高めてくれるものでした。二つ目の絵は唯一自己表現できるもの『自由』でいられる物

です。だから私はこの二つの物が大好きになりました。車の知識をどんどん覚えて絵も上達していきま

した。だから将来は『車のデザイナー』になりたいと思うようになりました。そのことを親に話すと

初は賛成してくれてとてもうれしかったのですが、大人に近づくにつれ、『車のデザイナーはなるのは

難しいから、車の整備士になったら』と言われるようになりました。私はやっぱり本音が言えずに、『う

ん』と言ってしまいました。同じような会話を繰り返していると『どうせデザインは無理だ、整備士に

なるしかない。ならないといけない。自分には車しかないのだから。』と思ってしまい将来は整備士と夢

が変わってしまいました。そして私は北星高校のメカトロニクス系列を希望することになると思ってい

ましたが、『あれ、なんだか、メカトロに行く気になれない。いや、行きたくない』という思いが出てき

ました。理由はおそらく自分が本当に行きたい所じゃないから。本当の自分の気持ちが『待った』をか

けたのでしょう。危ない所でした。また自分を見失う所でした。自分が本当にしたいことが出来なくな

るところでした。そして 終的に決めた系列が情報電子テクノロジー系列でした。なぜなら、社会に出

るとどんな仕事でもパソコンとコンピューターが必要不可欠だと思ったからです。私はパソコンが、原

始人レベルで分かりません、ダブルクリックさえ出来ない時があります。だから、社会に出た後が心配

です。せめて、当たり前のようにパソコンが使えるようになりたいという願いもありこの系列を選びま

した。 

しかし、私が思うに、自分にとって将来につながるポイントは勉強や系列ではなく、『自分の本当の気

持ち』だと思います。自分の好きなことは何か、それを改めて考えてみることで将来も楽しくなってく

ると思います。自分の人生は自分で決められる物、何をするのも自由で自分次第でどうにでもなる物と

考えると、とてもワクワクしてきます。 

私は『自由』『個性』『夢中になれる物』この三つが人生において大切だと思います。それを自分の過

去で身をもって知りました。僕にとって車と絵は『自由』『個性』『夢中になれる物』の象徴で、産社の

社会人講話でも『人生には答えが無い』や『自分だけの未来の地図をどんどん広げて行こう』などの前

向きな言葉をかけてくださったおかげで、より自信を持つことができました。人生は自由なのでどんな

ストーリーも描くことができます。そう考えると車以外にも趣味が増え、車だけに縛られずに将来の視

野が広がって他の職業にも興味が湧いて来ました。これからは自分の個性を自由に表現し、私の『好き』

に溢れたストーリーを描いていけるようにがんばりたいです。 

これが私のライフプランです。私は他の人と同じ事が上手くできません。昔はそれがコンプレックス

でした。でも今はちがいます。私以外の人にも言えますが、必ずオンリーワンな個性があるはずです。

もう少し先の未来まで書いている人も多いと思いますが、私にとっては『本当の自分』と共に将来のス

タート地点に立てたということが一番うれしいことなのです。 
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 僕は、昔からパソコンをさわることが好きで、将来は IT や Web 系の仕事に就きたいと思っていまし

た。そのために、情報電子テクノロジー系列に入って、プログラミングなどを学んでみたいと思い、こ

の高校に入学しました。しかし、「産業社会と人間」の授業を受けたり、仕事について調べたりするうち

に、自分にこの仕事、この系列は合っていないのではないかと思うようになっていきました。その主な

理由は、高校生になってから、パソコンをさわるのが昔ほど好きじゃなくなったことです。そもそも僕

が IT や Web 系の仕事に就きたいと思ったのは、自分の好きなことを仕事に活かし、楽しく仕事をした

かったからです。でも、パソコンをさわるのがあまり好きじゃなくなった今、無理にこの仕事を目指す

理由もなくなってしまいました。 

 もしこのままの状態で情報電子テクノロジー系列に入ったら、後から後悔してしまうのでは、と悩ん

でいた時、社会人講話で「自分の道は自分だけ」という言葉を教えてもらいました。この言葉には、人

生でたくさんの分かれ道があったり、時には道そのものが見えなくなったとしても、立ち止まらず歩き

続ければ、必ず新しい道が開けるという意味が込められています。この言葉を聞いて僕は、今はほとん

ど将来の見通しがたたないけど、ただ現状維持をして立ち止まっているのではなく、新しい道が見えて

くるのを信じて、いろんなことに挑戦してみようと思いました。 

 他にも、「産業社会と人間」の授業の社会人講話では人生で役に立ついろんな話を教えてもらいまし

た。例えば、「敗者復活戦はある」という言葉です。僕は今まで、「失敗したらどうしよう」「間違ってい

たらどうしよう」と、ネガティブなことばかり考えて、なかなか行動に移すことができませんでした。

でも、この言葉を聞いて、たとえ失敗しても、チャンスはいくらでもあるから、恐れることは全くない

のだと気づきました。そして、失敗を恐れず、今まで挑戦したことのない様々なことに沢山チャレンジ

していく自信と勇気がつきました。そして、ついに情報電子テクノロジー系列に入らず、文理系列に入

る決断をしました。元々、情報電子テクノロジー系列に入るつもりで入学していたので、両親からは少

し反対もされました。ですが、それを押し切っての決断でした。そこまでして文理系列を選んだ理由は、

いくつかあります。 

一つ目は、今後やりたい仕事を見つけたとき、後悔しないようにするためです。もし、入りたい仕事

の競争率が高かった時、勉強ができないと、就職試験に受からないかもしれません。なので、この系列

で普通科の勉強をより深く学んでおき、漢検や英検など様々な資格を取得して、就職の時に少しでも有

利になるよう努力しようと思ったからです。 

 二つ目は、情報電子テクノロジー系列の授業内容が、僕が求めていたものと少し違ったからです。プ

ログラミングには興味がありますが、それ以外の授業は僕が苦手なものが多く、身がもたないだろうと

思いました。 

 三つ目は、大変なことや難しいことにもチャレンジしてみたいと思ったからです。僕は今まで勉強を、

将来役に立つこともほとんどないし、面倒くさいだけだと思って、おろそかにしがちでした。でも、産

業社会と人間の授業を何回も受けて、勉強をすることそのものが大切だと気がつきました。なので、こ

れからは今までできるだけ避けてきた勉強に、もっと前向きになって取り組んでいきたいと思いました。 

 系列は無事、文理系列に決めることができましたが、将来就きたいと思う職業は、まだ全く見つかる

気配がありませんでした。今後何を目標にしていけばいいのか悩んでいた時、小学生の頃のアルバムに、

将来の夢について書いた文章を見つけました。しかしそこに書かれていたのは、「楽しんでできる仕事

「将来のために今思うこと」                 １年５組 Ｙ 
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に就きたい」というあまりにも漠然とした内容でした。でも、僕は、これが一番いいと思いました。な

ぜなら、夢を一つに絞ってしまうと、視野が狭くなってしまい、それ以外の沢山の魅力的なことに気づ

けないかもしれないからです。それに、まだ 15 歳だというのに、もう将来の予定を決めてしまったら、

今後の楽しみが一つ減ってしまいます。だからこそ、夢はこれくらいアバウトであったほうが、視野を

広く持つことができるし、目に映る仕事すべてが将来の仕事候補になり、味気ない普通の日常も刺激的

に過ごすことができると思います。 

 僕は将来、楽しんでできる仕事に就きたいと思っています。でも、それが具体的にどんな仕事なのか

は、まだ全く見当もついていません。なので、今のうちに新しいことにたくさん首を突っ込んで、いろ

んなことにふれたり学んだりして、自分が本当にやりたいことを見つけたいと思っています。 

 

 

 

 

○産社では、自分の将来を真剣に考えました。この先も何度も進路について考えることがある筈です。

そのときは、産社で学んだことを思い出し、人とは違う自分だけの考えを出したいと思いました。産

社でお世話になった方々のように自分の人生を楽しんでいきたいです。 

○産社の授業の振り返りをして、高校に入学してから沢山授業をしてきたなと思いました。 初の頃は

４００字の作文を書くのが大変で嫌だなと思っていたけれど、もうないんだと思うと寂しい気もしま

す。産社の授業で学んだことを自分の将来に繋げて、社会に貢献できる大人になりたいと思います。 

○ライフプランの発表を聞いて、みんなの考えがよくわかりました。心に残ったことは、「どんな夢でも

どんなに周りの人にバカにされても自分が一度見たその夢を簡単に諦めない。」と言っていたことで

す。また、自分の夢を現実的に見られている人もいました。しっかり勉強をして、少しでも自分の夢

に近づくように頑張りたいと思いました。 

○各クラスの代表者の発表を聞いて、全員、軸がしっかりしているなと思います。自分の夢が明確にな

るとそのために今、何をすべきなのかがはっきりとしてきます。５人ともはっきりと話し、発表され

ていたので熱意がよく伝わってきました。 

○発表は５人とも凄かったです。内容はもちろん、大勢の前で自分の意見を堂々と言えるのは本当にか

っこいいなと思いました。 

○ＶＩＴＡさんの話は、どれも説得力がありました。自分自身の体験を語ってくださったので、そのこ

とがどれだけ大切かが伝わりました。 

○講演の中でびっくりしたことは、コミュニケーション能力は、話すのが得意なことじゃなくて聞く力

が大切だということです。今までは話すことが上手なことだと思っていたので、私はコミュニケーシ

ョン能力がないなと思っていました。以前、聞き上手だねと言われたことがあるので、今回の話で少

し自信を持つことができました。 

○ＶＩＴＡさんは、私たちの何気ない行動をよく見て「いいね」と褒めてくださいました。自分の長所

を見つけることも大切だと思いますが、それと同じくらい他人の良い所を見つけて褒めることができ

ることも大切だと思います。 

○「あなたにしか出来ないことがある」という言葉が胸に刺さりました。私は面倒くさいとやらないし、

やりたいことだけを選んで行っていました。その中には、私にしか出来ないことがあったかもしれな

いと思うととても残念に思いました。 

 生徒の感想  ～産社ノートの記録より～ 
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本科目の学習効果がどうであったかについては、「産業社会と人間」の授業の終了後に行った生

徒へのアンケートから、この授業への率直な感想など学習効果の一端を知ることができる。 

 アンケート項目最後にある生徒の感想を見る限り、大半の生徒はこの授業を肯定的にとらえて

いたと思われる。 

人としての生き方を考え、各自の進路への夢と展望を持たせるといった「産業社会と人間」の学

習を、「総合的な探究」に引き継ぎ、第２学年以降の各個人の進路実現に発展的に繋げていくこと、

また、３年間を見通したキャリア教育の一環としての位置づけを行うことが重要であると考える。 

 
 

「産業社会と人間」を振り返って   2019.10.2 (水)実施 

  「産業社会と人間」の学習はどうだったでしょうか。この科目は前半で終わりますが、各自の進路や

生き方については、これからもずっと考えていってほしいと思います。 

 さて、「産社」の学習は次年度も新１年生で進めていくわけですが、よりよい内容にするため、皆さ

んの率直な感想・意見を聞いて、これからの学習に生かしていきたいと思います。記号で選ぶところは

記号で、文章で記入するところは、なるべく詳しく書いて下さい。 

 

 

 １．講演会について   

 
1.  「私の選んだ道」 

長住建設株式会社  代表取締役社長     松居 慶浩 氏 

 
2.  「今から考える将来と仕事」～ビジネスマナーの必要性～ 

長浜公共職業安定所 学卒ジョブサポーター 山本 久美子 氏 

 
3. 「福祉に関する講話」（系列学習） 

                            社会福祉法人 青祥会の皆様 

 
4.  「私の選んだ道」 

株式会社ﾘｸﾙｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ      前川 倫大 氏 

 
5. 「私の選んだ道」 

株式会社住文北ﾋﾞﾜｺﾎﾃﾙｸﾞﾗﾂｨｴ 支配人   塩田 秀樹 氏 

 
6.  「私の選んだ道」 

            市立長浜病院 看護局ＩＣＵ勤務      柴田 朝美 氏 

 
7.  「等身大力講座」 

           等身大株式会社 代表取締役  内藤 紗弥花（ＶＩＴＡ）氏 

 

６．生徒アンケート集計結果 
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1.1 一番よかった講演とその理由。 
 1．・敗者復活はあるという言葉が心に残り、失敗しても諦めずにやり遂げようと思えたから。 
  ・自分にとってためになる話がたくさんあり、自分の将来を考えるよいきっかけとなったから。 
  ・「頼まれ事は試され事」など、ひとつひとつの言葉が心に残り、これから将来に向けて大事にし

たいと思ったから。 
  ・進路を決めるときや系列の授業で不安になったときに役立つ言葉や勇気づけられる言葉がたく

さんあったから。 

 
 2．・仕事の難しさ大変さや選び方、楽しさまで幅広く教えてくださったことが印象に残ったから。 
  ・今から将来の仕事について考える事の大切さを教えていただいたから。 
  ・「自分に合ったやりたい仕事を見つける」ことについて、そのための具体的な方法をたくさん教え

てくださったから。 
  ・現在の社会の動きを示しながら講演してくださったから。 

 
 3．・自分に興味のある福祉についての話で、実際の介護現場の状況を詳しく教えていただきとても有

意義な授業だったから。 
・社会福祉は誰にでも関わることで、もっと深く社会福祉について考えていかなければならないと

思ったから。 
・福祉について深く知らなかったけれど、講義で福祉についての知識を深めることができたから。 
・福祉系列を希望していたことと実際どのような様子か気になったから。 

 
 4．・「人生に無駄なことはない」という言葉が非常に印象深かったから。職業適性検査の詳しい内容に

ついて教えていただいたことで、自分の将来の選択肢が増えたから。 
  ・「大切なことは視野を広げること」だと教えていただき、これからどうすることが自分に合ってい

るか教えてもらえたから。 
  ・話していただいた内容が心に残ったから 
  ・働く上で必要な知識や心構えを多く学ぶことができたから。 

 
 5．・仕事に対するやりがいについて理解できたから。 

・将来、人と関わる仕事がしたいと思っています。お話を聞いて人と接する上で何が大切で何が必

要なのか、たくさん知ることができたからです。 
  ・塩田さんのおっしゃった内容が、今後重要になると思ったから。 
  ・自分の夢に一番近い内容で、印象に残る言葉がたくさんあったから。  

 
 6．・身近でわかりやすい講演で、印象に残っているから。 
  ・人の命を預かっている事の責任を感じながらも、生きがいを持って楽しく働いておられるところ

に感動したから。 
  ・看護について今まで体験されたことをわかりやすく教えてくださり、仕事内容についても詳しく 
   教えていただき、将来について深く考えられたから。 

  ・将来の夢が看護師で、進路や努力すべきことを教えてもらい、役立つ講演だったから。 

 
 7．・私たちにはたくさんの長所があることを教えてもらい、自分に自信を持つことができたから。 

・自分と人を比べるのではなく、自分を生かしていく事が大切だという話が心に残ったから。 
  ・最初から最後まで楽しむことができ、今の生活や今後に役立つことばかり教えてくださって、良

い刺激をもらえたから。 
  ・体験を元に話され、聞いていて伝わりやすく、将来の自分に活かせると感じたから。 
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1.2 上記のうち二番目によかった講演とその理由。（省略） 

 
1.3 講演会全体を通して、自分の取り組みや聞く態度はどうでしたか。 

１.どの講演ともしっかり聞け、意欲的に 49％ 

取り組めた 

２.積極的な取り組みはできなかったが、 40％ 

静かに聞くことはできた 

３.講演によって聞く態度や取り組みの差  8％ 

が大きかった 

４.私語・居眠り等、聞く態度がいい加減  4％ 

なときもあり、反省点が多い 

 
1.4 講演会は何人ぐらいがいいと思いますか。 

１.１人～５人                      32％ 

２.６人～１０人                     64％ 

３.１１人以上                       4％ 

 
1.5 次に講演会があれば、どんな内容(人)の講演が聞きたいですか。 

・講師 

     管理栄養士、スポーツ選手、保育士、美容関係者、システムエンジニア、製造業で働く人、芸能人など 

・内容 

コミュニケーション能力のつけ方、現代社会はどのような人が求められているのか、失敗を乗り越えて成 

功した人の話、北星高校の卒業生、起業について、辛いことをたくさん乗り越えてきた人 

 

 

 ２．大学見学について  
 

2.1 見学した大学を選んで下さい。（省略） 

 

2.2 見学時間はどうでしたか。 

１.長すぎる            5％ 

２.適当              92％ 

３.短すぎる            3％ 

 

2.3 大学見学の印象はどうでしたか。 

１.大変よかった     54％  

２.よかった       43％  

３.普通          3％  

４.よくなかった        1％  

 
2.4 自分の見学態度はどうでしたか。 

１.しっかり取り組めた 81％ 

２.まあまあだった   19％ 

３.いいかげんだった   0％ 
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2.5 この見学が進路決定の参考になると思いますか。 

１.大変参考となる     35％ 

２.少しはなる       53％ 

３.関係ない         3％ 

４.わからない        9％ 

 
2.6 大学見学への希望（内容、見学したい大学など） 

・見学したい大学 

スポーツ系の大学、工業系の大学、国公立大学、医療・看護系の大学、福祉系の大学、情報系の大学 

短期大学や専門学校、外国語系の大学  など 

・内容 

      入試方法についても教えてほしい、授業（講義）の様子も見たいなと思う、自由な時間を設定し読書や

体験がしたい、見学する大学を選びたかった、  など 

 
 
 
 ３．職場見学Ⅰ〔近隣企業・団体〕について  

 
3.1 見学した企業・団体を選んでください。（省略） 

 
3.2 見学時間はどうでしたか。  

１.長すぎる             11％ 

２.適当                84％ 

３.短すぎる               6％ 

 
3.3 この見学の印象はどうでしたか。 

１.大変よかった       47％ 

２.よかった         40％ 

３.普通           13％ 

４.よくなかった        0％ 

 
3.4 自分の見学態度はどうでしたか。 

１.しっかり取り組めた    80％ 

２.まあまあだった      20％ 

３.いいかげんだった      0％ 

 
 
3.5 この見学が進路決定の参考になると思いますか。 

１.大変参考となる      34％ 

２.少しはなる        47％ 

３.関係ない         10％ 

４.わからない         8％ 
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3.6 大規模工場見学のように、クラスを基本とした 

職場見学と比べてどちらがよかったですか。 

１.班別の方がよかった    79％ 

２.クラス単位の方がよかった 21％ 

 
3.7 近隣企業・団体職場見学への希望（内容、希望職種など） 

・希望職種…警察・消防、銀行などの金融関係、飲食店、ＩＴ関係、美容系、医療機関、保育園・幼稚園  

など 

・内   容…体験ができれば、身近な仕事について知りたい、希望するところに行きたい、見学時間を増や 

 してほしい など 

 

 

 ４．職場見学Ⅱ岐阜・湖北・彦根・湖東方面の大規模工場〕について  

 
4.1 見学した企業を選んで下さい。（省略） 

 
4.2 見学時間はどうでしたか。                 

１.長すぎる           7％ 

２.適当            91％ 

３.短すぎる           2％ 

 

4.3 この見学の印象はどうでしたか。 

    １.大変よかった        46％ 
２.よかった          44％ 

３.普通             9％ 

４.よくなかった         1％ 

 

 

4.4 自分の見学態度はどうでしたか。 

１.しっかり取り組めた      78％ 

２.まあまあだった        22％ 

３.いいかげんだった        0％ 

 
 
4.5 この見学が自分の進路選択の参考になると思いますか。 

１.大変参考となる        28％ 

２.少しはなる          49％ 

３.関係ない           13％ 

４.わからない          10％ 

 

4.6 岐阜・彦根・湖東方面職場見学への希望（内容、希望業種など） 

・希望業種…建築関係、医療関係、ＩＴ系企業、食品工場  など 

・内   容…もう少し時間が欲しかった、体験ができる工場  など 
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 ５．系列学習Ⅰ〔系列の説明・見学〕について  

 
5.1 どの系列が興味関心を持って見学できましたか。２つあげて下さい。またその理由。 

１.文理                25％ 

２.メカトロニクス           26％ 

３.情報電子テクノロジー（情報類型）  14％ 

４.情報電子テクノロジー（電気類型）   3％ 

５.流通マネジメント          28％ 

６.国際ビジネス             1％ 

７.福祉                 3％ 

 
① 文理 

 ・大学進学希望だから。 
 ・語学（英語）に興味があるから。 
 ・看護学校への進学を希望しているから。 

 
② メカトロニクス 

 ・自動車に興味があり、機械について詳しく知りたいと思ったから。 
・工業に関する資格がたくさん取得できるから。 
・ものづくりが好きで、学びたいと思ったから。 

 
③ 情報電子テクノロジー（情報類型） 

 ・情報類型で学んで進学しようと思ったから。 
 ・将来プログラム関連の職に就きたいから。 
 ・資格を豊富に取得することができ、大学受験に有利にると思ったから。 

 
④ 情報電子テクノロジー（電気類型） 

 ・電気について沢山学べるから。 
 ・たくさんの資格が取れるから。 
 ・子供の頃から興味があったから。 

 
⑤ 流通マネジメント 

 ・検定がたくさんあり資格もたくさん取ることができるから。 
・ビジネスについて学べるから。 
・将来仕事で使えそうなものを学べると思ったから。 

 
⑥ 国際ビジネス 

 ・簿記について詳しく学べるから。 
 ・社会に出てから必要になってくる力をしっかり学べると思ったから。 
 ・就職の道を選んでも、進学の道を選んでも大丈夫かなと思ったから。 

  
⑦ 福祉 

 ・前から福祉に興味があり、北星に入って福祉について学びたかったから。 
 ・将来、介護福祉士になりたいから 
 ・保育士になりたいと思っているからです。 



 - 35 - 

 
5.2 見学の時間(１系列で２５分間)について、どのように感じまし 

たか。 

１.長すぎる         3％ 

２.適当           80％ 

３.短すぎる         17％ 

 
5.3 見学の時期はどうでしたか。 

１.早すぎる         15％ 

２.適当            82％ 

３.遅すぎる          3％ 

 
5.4 この見学はあなたが系列（科目）を決定する参考となりましたか。 

１.大変参考となる      79％ 

２.少しはなる        18％ 

３.関係ない          3％ 

 
5.5 各自の取り組み状況はどうでしたか。 

１.どの系列ともしっかり取り組んだ  75％ 

２.系列による差が大きかった     25％ 

３.どの系列の学習とも不十分だった   0％ 

 
 
 ６．系列学習Ⅱ〔希望系列２つを各１時間〕について  

 
6.1 あなたが参加した系列を２つとも選んで下さい。 

１.文理               17％ 

２.メカトロニクス          15％ 

３.情報電子テクノロジー（情報類型） 11％ 

４.情報電子テクノロジー（電気類型）  8％ 

５.流通マネジメント         22％ 

６.国際ビジネス            16％ 

７.福祉（介護福祉類型）        4％ 

８.福祉（生活福祉類型）        6％ 

 

6.2 この学習はあなたが系列（科目）を決定する参考となりましたか。 

１.大変参考となった          73％ 

２.少しはなった            25％ 

３.あまりならなかった          3％ 
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6.3 この学習への取り組みはどうでしたか。 

１.しっかり取り組めた         82％ 

２.まあまあだった           16％ 

３.系列による差が大きかった       2％ 

４.両方ともいいかげんだった       0％ 

 
 
6.4 質問５，６の系列学習Ⅰ・Ⅱを通して次年度への参考意見を書いてください。 

 ・今年度のままでいいと思う。 

 ・もう少し見学の時間を長くしてほしいと思った。 
 ・内容は分かりやすかったので、授業を見学できたら良いと思う。 
 ・もう少し授業の内容を詳しく説明して欲しい。 
 ・在学中の先輩方がどういった理由で系列を選択したか知りたかった。 
 ・あと何回かそれぞれの系列の授業を受けられると決めやすいと思った。 
 ・もう少し系列決定への時間と情報がほしいと思った。 など 

 
 

７．履修計画表作成〔科目選択〕について  
 

7.1 科目選択をしたときの気持ちは次のどれに近いですか。 

１.進路がはっきりしており、簡単に決まった  32％ 

２.進路は決まっているが、かなり迷った    35％ 

３.進路がはっきりしないので、選択に困った  32％ 

４.進路のことはあまり考えず、適当に選択した  1％ 

 
7.2 科目選択のとき担任の先生以外では誰に一番相談しましたか。 

１.系列の先生                       4％ 

２.家族                         68％ 

３.友人                         12％ 

４.先輩                          5％ 

５.相談しなかった                    10％ 

 
7.3 科目選択のときその科目の内容を理解して選びましたか。 

１.よく理解して選んだ                  49％ 

２.ある程度は理解して選んだ               50％ 

３.あまりわからずに選んだ                 2％ 

 
 
7.4 登録をすませた現時点で、科目選択についてどう思いますか。 

１.迷いはない                     42％ 

２.少し不安である                   49％ 

３.後悔している                     2％ 

４.わからない                      8％ 
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 ８．公開授業〔ライフプラン発表会〕について  

 
8.1 発表会に向けての作文の取り組みはどうでしたか。 

１.しっかりできた                        68％ 

２.まあまあできた                        30％ 

３.いいかげんだった                        2％ 

 
 
8.2 自分の聞く態度はどうでしたか。 

１.しっかりできた                        65％ 

２.まあまあできた                        33％ 

３.いいかげんだった                        2％ 

 
 
8.3 学年全体として、ライフプラン発表会への参加態度はどうで 

したか。 

１.大変よかった                        61％ 

２.まあまあだった                       38％ 

３.よくなかった                         1％ 

 
8.4 この日の学習で一番よかったのは何ですか。 

１.学習のあゆみ                         4％ 

２.代表生徒の発表                       20％ 

３.特別講義                          76％ 

 
 

8.5 全体としてこのような発表会はどうでしたか。 

１.大変よかった                        67％ 

２.よかった                          27％ 

３.普通                             6％ 

４.あまり意味はない                       1％ 

 
 
8.6 次年度もこのような発表会をするとして時間・場所・内容等の参考意見を書いて下さい。 

 ・時間も場所も問題無いと思います。 

 ・講師の方の講話は必ずあったほうがいいと思う。 

 ・場所は大講義室で良いと思う。 

 ・移動時間をもっととってほしかった。 

 ・今回と同じ場所で、時間はもう少し早めで、発表はクラスで２人くらいがいいと思う。 

 ・発表をする生徒を増やしたほうがいいと思う。 

 ・もう少し作文を書く時間が欲しかった。 

 ・最初のスライドはなくてもよいと思う。 

・午前中の開催 など 
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 ９. 系列の決定に関して  

 
9.1 入学後３ヵ月ほどで系列を決定することについてどう思いますか。 

１.早すぎる                          27％ 

２.適当                            72％ 

３.遅すぎる                           1％ 

 
 
 
9.2 上記 9.1 で１.早すぎる、または３.遅すぎると答えた人に聞きます。その理由は何ですか。 

 １.早すぎる 

  ・まだ、将来のことがはっきりしていない状態で系列を選択するのは早いと思う。 

  ・自分の将来につながるのでもっとゆっくり選びたかった。 

  ・いろんなことに触れつつゆっくり将来のことや系列のことを決められると事前の説明で聞いて 

いたから 

  ・まだ学校に慣れていないから。 

  ・考えられる期間がとても少ないから。 

 

 ３.遅すぎる 

  ・もっと初期の段階で決めておけば準備などもしやすいと思うから。 

 

9.3 系列の決定はいつ頃が適当だと思いますか。 

１.入学前                            2％ 

２.入学後すぐ                          5％ 

３.前期終了時                         54％ 

４.１年終了時                         39％ 

 
 
 １0．産社ノートに関して  

 
10.1 全体としてしっかり記入できましたか。 

１.しっかり書けた                      66％ 

２.まあまあできた                      31％ 

３.いいかげんだった                      3％ 

 
 
10.2 次年度も使用するとして、使いやすくするための参考意見を書いて下さい。 

 ・このままで良いと思う。 

 ・メモ欄にノートのような横線が欲しい。 

 ・書く量が少し多いと思う。 

 ・書く場所を間違えることがあったのでわかりやすくして欲しい。 など 
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 １１．「産社」の授業を終えるにあたって  

 
11.1「産社」の授業を終えるにあたっての感想を自由に書いて下さい。 

 

・自分が学習する系列の選択をするだけでなく、自分の将来の生き方について深く考えることのでき 

た授業でした。 

・考えを変えることができるきっかけが多くとてもよかった。これからも続けていって欲しい。 

・社会人講話ではためになる話がたくさん聞けましたし、こういう考え方もあるんだ、と感じること 

ができる良い機会だったと思います。 

・最初は、面倒に感じましたが、授業を受けていくうちに自分の進路が固まってくるのでとてもいい 

と思います。 

・自分と向き合う時間があって、人生の大先輩の方たちにいろんな話をきけて、いろんなことが身に 

ついてよかった。 

・最初は、社会人の方の話なんか聞いて自分に関係あるのかと思っていたけど、産社を通して社会に 

出るまでのお話など、ためになるお話ばかりで最後までがんばって取り組んでよかったと思った。 

・自分の人生についてこんなにも考えることはこれまで全然なかったので、自分の将来について沢山 

 の考え方ができてよかった。 

・ノートを毎時間書くのは大変だったけどやりがいがあってよかった。 

・系列決定だけでなく大学や就職などについてもよく考える機会をもらえてよかったと思った。 

・様々な社会人の方々の講演を聞くことができてためになりました。事業所見学では、普段は入れな 

いような所に入れてよい経験になりました。系列学習は多数の系列を詳しく学べると更にいいです。 

・今まで少しネガティブだった自分がポジティブになれた。 

・かけた時間の割に得られた情報は少し薄かったように感じた。 

・今までまったく考えてこなかった自分の将来について社会人の話を聞きながらじっくり考ることが 

できる大変よい機会だったと思います。 

・講話などで貴重なお話が聞けて、自分自身の考え方もいいように変わったのでとてもいい時間だっ 

たと思う。 

・産社の学習があったおかげで進路選択がとてもしやすくなった。 

・社会人講話、企業見学、大学見学など、自分のためになることが多く、有意義な時間を過ごすこと 

ができた。 

・４月から始めて半年間ずっとやってきてとても身にしみる言葉をいだだけてとても良かったです。 

将来のことを真剣に考える良い時間になったなと思いました。 

・いろいろな方から話を聞けてとてもためになるものがあった。これからは卒業に向けて聞いてきた 

多くの話を活用していけるようにしたい。 

・自分の考えに、自信が持てたので、とても感謝しています。 

・将来について悩んでいたことがこの産社を通じてヒントを得ることができた。 

・人生についてまた、社会について考えさせられた時間でとても有意義な時間となりました。話を聞 

くうちに自分の考え方が変わっていったりしてとても面白かったです。 

・最初はめんどくさいと思っていましたが、今では将来を考えるいい機会になったと感じます。 

・私は、産社のおかげで将来の夢が決まったので本当にうれしく思います、また、社会人講話では自 

分の役に立つことばかり学べるので、将来のことや自分と向かい合うことのできるとてもいい機会 

でした。 

・この授業がなかったら知れなかったことや気づけなかった事が沢山あるので、いい時間になった。 

・この「産社」があったから今後の人生について考えることができた。 
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