


連絡先 深浦町広戸字野上 （ ）連絡先 深浦町広戸字野上 （ ）

ふるさとに学び、ふるさとを慈しむ 深浦町の地域づくり

深浦町長 吉田 満 氏

期日 平成 年 月 日（水）

場所 木造高等学校深浦校舎 体育館

概要 深浦町の概要（人口統計や財務状況、歴史、資源、産業の状況、観光客の推移）をデータや

記録写真をもとに過去・現在・未来につい

て、分かりやすく話していただいた。さらに、

雇用創出のための 次産業化やマグロブラン

ド事業、森林セラピー基地事業、人材育成と

町おこし、観光情報の発信についての取組な

ど深浦町として今取り組んでいる事業につい

て解説し、高校生の積極的な参加についてや

将来の活躍を求める話をいただいた。

［その他の講演会］

平成 年 月 日（月） 白神の多様な自然と生活文化を次世代に引き継ぐ

白神の生き物を観察する会 浜田 哲二 氏・伊勢 勇一 氏

平成 年 月 日（木） 白神の自然と世界の山々

深浦中学校養護教諭 米内山 和代 氏

平成 年 月 日（金） 君たちの可能性は無限大

三重県多気町役場 岸川 政之 氏・松浦 信夫 氏

平成 年 月 日（火） 不老不死温泉とマグステ丼の成功と課題

不老不死温泉 社長 西 朋 氏

平成 年 月 日（木） 東大生と語る 東大生 名

平成 年 月 日（木） 深浦町の魅力、社会人としての心得

えの木保育園 園長 大沢 潤蔵 氏

平成 年 月 日（火） 未来の大人の協働地域づくり！おらほのふる里けっぱるべし！

三重県多気町役場 岸川 政之 氏

三重県南伊勢町役場 田中 朋美 氏、羽根 俊介 氏

吉田町長講演会



期日 平成 年 月 日（月） 白神森林セラピー基地十二湖の森遊歩道整備事業

平成 年 月 日（金） 白神体験学習事前指導 （講義 体育館）

十二湖遊歩道チップ敷設と流倒木利用の意義について

河川流倒木と自然災害の関わりについて 浜田夫妻・伊勢 勇一 氏

平成 年 月 日（水） 流倒木回収と木材チップ袋詰め

平成 年 月 月 森林セラピー基地遊歩道アンケート調査

平成 年 月 日（金） 白神森林セラピー基地十二湖の森遊歩道整備事業

場所 白神森林セラピー基地十二湖の森

概要 青森県内で初めて、医学的な証拠に裏付けられた 癒し 効果が認められ、 森林セラピー

基地 として認定された 十二湖の森 遊歩道に木材チップを敷設し遊歩道を整備する。

深浦町として取り組んでいる森林セラピー基地整備事業に高校生が協力し、深浦町・地元ボ

ランティアガイド・白神の生き物を観察する会・趣旨に賛同した地元企業などと連携して作業

を行った。その際、木材は他地域のものでなく地元笹内川周辺の流倒木を回収しチップとして

活用することにより、生態系への影響を無くする自然環境保護の教育、河川の流木除去により

土石流等未然防止につながる防災教育の教材としても活用した。チップを袋に詰め保存する際

に使用するスコップは空になったペットボトルを加工し利用した。また、観光客へのアンケー

ト調査を実施することによって 膝への負担が少なくなり歩きやすい 、 遊歩道がぬかるまな

い など木材チップの敷設効果があることも確認できた。

流倒木を運搬する生徒 木材チップを遊歩道に敷く

木材チップの袋詰め 観光客へのアンケート



［その他 深浦町などと連携した活動］

平成 年 月 日（火）・平成 年 月 日（木） 行合崎海岸清掃

平成 年 月 日（金） 座礁船周辺海岸清掃

平成 年 月 日（木）・ 日（金）、平成 年 月 日（土）・ 日（日）

深浦町チャンチャン祭りボランティア協力

平成 年度 ・ 年、平成 年度 年 ガラス工房 体験学習

期日 平成 年度 夏季休業、冬季休業 平成 年度 夏季休業

概要 深浦町の中にあるもので、全国に誇れるものを するレ

ポート作成。（ 夏）

私の自慢 是非現在の深浦で見てほしい深浦の魅力（ パ

ンフレットを修学旅行先で配布した）

私の夢深浦の 年後（ 年）がこうだったらいいな！をレ

ポートにまとめ提出する。（ 冬）

深浦町で全国に誇れるものとして、五能線を するため、

五能線のベストショットを撮影して コメントを付ける。（

夏）

西海岸物語 観光プロモーションビデオ製作（ ）

期日 平成 年 月、平成 年 月

概要 高校生のキャリアづくり応援マガジン 号・ 号の作成に参加し、地域で活躍している

社会人に対する取材活動を行い記事にまとめることにより、仕事の楽しさや困難さ、社会人の

体験談等を基に自分の将来の職業について考えるきっかけとする。さらに職業人として自立し

ていける力を身につけたたくましい人財として育つことを目的とする。

本校舎では深浦町や深浦町出身者に関係する取材を行った。平成 年度は 艫作興農組合坂

本氏 、 アメリカ陸軍通訳西崎氏 、 不老不死温泉西 氏 、平成 年度は あおもり海山野

呂氏 、 新岡農園新岡氏 に取材し、延べ 名の生徒が参加した。取材では、生い立ちや職業

を決めた転機、仕事のやりがい、今後の目標などの話を聞き記事にまとめた。

取材（アメリカ陸軍通訳西崎氏） 取材（あおもり海山野呂氏）

夏季休業課題（ ）



・ 生徒が深浦町の実情を講演会で学び、深浦町の誇れる場所の掘り起こし活動や白神山地の植物

や生き物の姿をスライドで学習した後、フィールドワーク、十二湖周辺の森林セラピー基地遊歩

道整備事業や清掃活動、 取材などで体験・学習することによって、観光名所だけでなく

誇れる部分が多いことに気付いた。

・ テレビ・新聞などマスコミでの活動紹介や観光客へのアンケート結果から遊歩道敷設のウッド

チップが効果的であることを確認できたことにより、生徒の事業参加への意欲を高めることがで

きた。

・ 深浦町と連携した活動を行うことは、生徒が町への愛着を深め、ボランティア活動に対する積

極的な意識の醸成に有効であった。また 高校生ができることは何か を考えるきっかけとなっ

た。

・ 学校側の働きかけや深浦町からの依頼で活動しているが、まだ自発的な活動を進めるには至っ

ていない。

・ 各事業の生徒移動に関して、バス借り上げ予算確保が難しい。

・ 町の広報紙に記事掲載や ・新聞報道はあったが、町全体に深浦校舎の取組をアピールしき

れていない。

・ 講演会の実施は良かったが、多くの町民の意識を確認する取組は行えなかった。

・ アドバイスなどを求めたい時に、地域で活動している専門家のリストが用意できれば活用しや

すい。（ネット検索）

・ 生徒の活動に伴う交通費が課題となる。交通費の負担軽減を図る方法の検討が必要となる。

・ マスコミへの事業広報方法を分かりやすくしていただければ、取材依頼のアピールを行いやす

い。



期日 平成 年 月 日（金） 日（木）

場所 弘前中央高等学校 裏庭

概要 本校は平成 年度募集停止となり、今年度をもって閉課程を迎えることになる。このことか

ら本校定時制の課程、最後の生徒としての力を結集し、青森ヒバをつかった記念オブジェの制

作活動を行った。本県大間町出身で、世界的に活躍している“向井 勝實 氏”を講師に樹齢

年の青森ヒバを使った、ダイナミックな作品に仕上げた。この作品は、生徒が卒業後もい

つでも会いに来ることができるよう、公園側から見える中庭に設置した。

ヒバの香り
の中、ノミ
で削ってい
きます。

はじめに
チェンソー
で成形しま
す。

地域住民の
皆さんにも
参加いただ
きました。

中庭に設置
された光の
オブジェ！

連絡先 弘前市蔵主町 （ ）連絡先 弘前市蔵主町 （ ）



日時 平成 年 月 日（火）

平成 年 月 日（火）

場所 弘前中央高等学校 第二体育館

概要 伝統工芸体験活動をとおして、郷土の伝統工芸に対する理解を深める。

金魚ねぷた 壁掛け扇ねぷた 津軽焼絵付け 津軽土鈴

日時 平成 年 月 日（水） （リンゴのシール貼り）

平成 年 月 日（木） （リンゴの収穫）

平成 年 月 日（水） （リンゴのシール貼り）

平成 年 月 日（月） （リンゴの収穫）

場所 花田勝義リンゴ園

津軽藩ねぷ
た村に講師
をお願いし
ました。

金魚ねぷた
を作成して
います。

津軽焼の湯
呑み茶碗

模様は内側
から外側へ

個性的な津
軽土鈴

金魚ねぷた
扇ねぷた



概要 津軽の特産物であるリンゴの生産の学びを深める。また、地域社会の方々と協働した取組を

とおして、人間力を養うものである。

協力 花田リンゴ園 園主 花田 勝義 氏

日時 平成 年 月 日（火）

場所 西目屋村 中央公民館前

概要 平成 年度記念オブジェ制作でご指導いただいた彫刻家 向井 勝實 氏の活動場所を訪

ね、ヒバチップづくりに取り組んだ。

真っ赤に
実ったりん
ごの収穫！

思い思いの
絵を描いた
シールを貼
ります。

自分だけのオリジナル
りんご

自分だけのオリジナル
りんご

年度は校章入りの
りんごに挑戦！
年度は校章入りの
りんごに挑戦！

おいしいりんごが
育ちました。

おいしいりんごが
育ちました。

きれいに校
章が描かれ
ました。

全員集合！



・ 年間の事業をとおして、学校外の方々とコミュニケーションを図りながら協働した取組を展

開する中で、自分たちで考え、自分たちで判断し行動する等、多くの場面で貴重な体験をするこ

とができた。

・ 生徒にとって、人としての総合的な力である 人間力 を身に付ける体験活動にすることがで

きた。体験したことで人は学び、経験を重ねることで人は力となると考える。

・ 故郷に代々伝わる伝統工芸の体験や、他県に誇れる りんご の生産活動に取り組み、自分た

ちの郷土についての学びを深めることもできた。

・ 本校定時制の課程はこの 月で 年の歴史に幕を降ろすこととなる。生徒がこの経験から身に

付けた力を今後の生活に生かしてくことができるものと考えている。

・ 郷土についての理解を深め、これをさらに継続・発展させることが必要になる。多様な人や関

係機関とのネットワークを活用し、実践に結びつけるためには、組織的にシステム化を図ってい

くことが今後の課題と考える。

・ 多様な関係機関と協働することでの教育的効果は非常に高いと思われる。生徒の 生きる力

の獲得に向け、今後とも体験的な活動の充実が重要になると考える。

ヒバチップ
はお風呂に
いれても靴
箱に入れて
も効果大！

向井さんか
ら人生の教
えをいただ
きました。

青森ヒバは日本固有の樹種で、その約

割が青森県に集中している。ヒノキ

チオールと ドラプリンを含み、非常

に強力な抗菌作用があり、この 種類

の成分を持つ木は世界でも稀で、日本

では 青森ヒバ だけです。

主な特性・効果

抗菌効果・精神安定効果・防虫効

果・消臭脱臭効果

青森ヒバは日本固有の樹種で、その約

割が青森県に集中している。ヒノキ

チオールと ドラプリンを含み、非常

に強力な抗菌作用があり、この 種類

の成分を持つ木は世界でも稀で、日本

では 青森ヒバ だけです。

主な特性・効果

抗菌効果・精神安定効果・防虫効

果・消臭脱臭効果



期日・場所

平成 年 月 日（月） 課題研究校内発表会の助言（第 体育館）

平成 年 月 日（火） 課題研究への提言（総合実践室 ）

平成 年 月 日（金） アイデアの創出方法（総合実践室 ）

平成 年 月 日（金） 商品開発の現場（総合実践室 ）

平成 年 月 日（金） 課題研究校内発表会の助言（第 体育館）

平成 年 月 日（金） ビジネスプランの活用法（総合実践室 ）

概要

講師 合同会社西谷 代表 西谷 雷佐 氏（ 回）

年間に渡って本校課題研究の取組に対して助言や

提言をいただいた。特に アイデアの創出方法 から、

着眼点の重要性、日常からの発見など、直接ビジネス

プランに結び付く方法を学ぶことができた。また、ビ

ジネスプランの発信方法も個々にアドバイスを受け、

魅力的なプレゼンテーション方法も学ぶことができ

た。

講師 株式会社木村食品工業 会長 木村 勉 氏（ 回）

会社にとっての商品開発がしめる役割、開発に必要

な要件・時間や費用、時代環境と商品の必要度等、企

業に於ける商品開発についてお話しいただき、自分た

ちが 課題研究 で学習している内容（考える力、企

画・立案する力、計画実施する力、調査内容を報告す

るプレゼンテーション力等）が企業でも必要とされて

いることを確認できた。

講話の様子

講話の様子

連絡先 黒石市あけぼの町 （ ）連絡先 黒石市あけぼの町 （ ）



こけしとチェスのコラボ商品 こけス の販売を目指して

期日 平成 年 月

場所 黒石商業高等学校 教室、黒石市内各所

概要 本研究は、平成 年度からの継続研究として、

駒はこけしでルールはチェスのコラボ商品の開

発・販売を目指している。研究に商業に関する

課題を組み込むことから、問題解決能力や創造

的学習態度の育成を目指し、時代の進展に伴い

変化していく経済活動に対応しうる資質を身に

つけられるようにしている。

本研究内容を 全国高等学校生徒商業研究発表大会 で発表することで、生徒の表現力や

コミュニケーション能力を育成することができた。

ペットビジネス 犬
わん

ちゃん ツアー

期日 平成 年 月

場所 本校教室、黒石市内各所、三本木農業高校

概要 本研究は、平成 年度からの継続研究として、

ペットビジネスに着目し、毎年新たなアイデア

を創出しながらペットと共存できる街をテーマ

に研究している。少子高齢化・核家族化が進む

今日の日本社会において、癒し と ビジネス

を結び付けた研究が生きた教材としてビジネス

教育を行うことができた。

その他 グループの研究テーマ

期日 平成 年 月

場所 本校教室、黒石市内各所

テーマ

全国高等学校生徒商業研究発表大会の様子

校内研究発表会資料

魅力あふれる町を目指して いま、黒石を変えるために

津軽の旅 用フリーゲームで津軽を知ろう

りんごパン 食べたらわかる黒石

青森県産ライスバーガー 商品化を目指して

キャラおにぎり弁当

黒石活性化計画 に願いをこめて

ふるさと 戦隊 ガチャガチャを創ろう

ヤキソバ つゆ焼きそばを手軽に美味しく

チンッ！して つゆ焼きそばバーガー



期日 平成 年・平成 年

応募 高校生ビジネスプラングランプリ

主催 日本政策金融公庫

概要 これまで学んだものを生かし、地域の産業や経済を活性化させるために、独創性に富んだ新

しいビジネスプランを考えていく過程において、経済社会の一員としての自覚を促し合わせて

地域の活性化に貢献することを目指し応募した。

平成 年度は短命県返上ビジネスを捉え、減塩を進めるために使用した醤油の量が表示され

る醤油注ぎ 濃い味ストッパ を考案し全国ベスト に選出された。また、 年度は地場産

業であるこけしと世界的なゲームチェスのコラボ商品としての こけス を考案し全国ベスト

に選出された。

平成 年度全国ベスト 濃い味ストッパ

平成 年度全国ベスト こけス

高校生ビジネスプラングランプリ募集



・ 一つ目として、課題に取り組む姿勢ができてきたこ

とが上げられる。調査・研究を進めて行くにつれて、

調査の方法や現場までの移動方法、材料の調達や予算

の確保といった多くの課題が出てきた。生徒には、そ

れらの解決策を探る考えや行動力がついた。このこと

は、今後の職場や社会において絶対に必要なことだと

考えられる。

・ 研究の成果が出ること、その成果をプレゼンするこ

とで自分に自信がついてきている。年間の研究計画の

中に、中間報告、科内発表、校内発表、県発表大会と

多くの発表機会を設定している。このことが、プレゼ

ン能力を鍛え、聞いてくださる方々に喜んでもらえる

ことで大きな自信につながり、自身の進路活動に役

立っている。

・ 本校の調査・研究は、 年次での科目 課題研究

で取り組んでいることから、次年度への継続した研究

とすることが課題となっている。

現在は、校内発表会や 年生の引継という機会を設

定しているが、発案された商品やアイデアを企業や地

域に提案し、具体化していくには、長い時間が必要で

あり、その研究課題に注ぐ継続的な情熱が不可欠であ

る。

こけスの 活動

ペットビジネス 命の花 制作活動

校内発表会の様子

・ 高校生は地元の魅力を知らないまま生活をしているように思われる。地域を見て触れて感じる

体験の教育的効果は非常に高いと思われる。生徒の 生きる力 の獲得に向け、今後とも体験的

な活動の充実が重要になると考える。

校内発表会の様子 校内発表会 来賓・審査員



期日 平成 年 月 月

場所 柏木農業高等学校 通学道

概要 多くの生徒が利用する通学道に野菜や花、稲、木などを植えることで、地域住民との交流や

学校の を図った。通学道の利用者が楽しめるように、緑化品目には、近隣市町村の木や花、

農業科目の授業で扱う品目を設置した。

緑化の全体像 野菜トンネル

期日 平成 年 月 月

場所 本校 野菜圃場

概要 年次は、前年度の緑化活動の品目の中から、 年生でも栽培の取り扱いがしやすいミニト

マト 本に絞って行った。

毎年、本校野菜苗の購入客から、栽培に関する問い合せが多く寄せられており、通学道にミ

ニトマト栽培のモデルケースを作り、栽培の詳細を学校ホームページで発信することを試み

た。

しかし、老化苗や多雨により、病害が発生し、生育中期で栽培を中断した。

連絡先 平川市荒田上駒田 （ ）連絡先 平川市荒田上駒田 （ ）



期日 平成 年 月 月

場所 本校 野菜圃場

概要 野菜の授業の中で、エダマメの地域奨励品種 毛豆 の栽培に挑戦した。食味を競う 毛豆

決定戦 での入賞を目標に、化学肥料や農薬の使用を抑えた栽培にこだわり、食品用酢酸を主

成分とした カルリン を定期的に散布した。

食味には、違いはなかったものの、収量は、カルリン散布区と無散布区では、カルリン散布

区が約 倍高い結果となった。

生育調査の様子 誘引の様子

カルリン散布 収 穫

期日 平成 年 月 日（金）

場所 本校 野菜作業室

概要 毛豆決定戦の参加チームから、在来品種 毛豆 の種子を頂いた。

次年度以降、優良な系統を効率的に栽培・継承していくために、豆の粒数、鞘の長さ、鞘の

厚さの つの特性を測定し、 グループに選別した。

選別結果は、次表のとおり。



期日 平成 年 月 日（金）

場所 本校 鶏舎前

概要 毛豆の収穫残渣である豆殻の有効活用を考えた。土壌の物理性改善に利用されている稲の籾

殻燻炭をヒントに、豆殻の燻炭化を試みた。産業技術センターからは、 籾殻とは、成分が異

なるため、燻炭化が成功すれば、籾殻とは違った効果も期待できる。とのアドバイスを頂いた。

豆の入数 鞘の長さ 鞘の厚さ 粒数

粒

以上
以上 粒

未満 粒

未満
以上 粒

未満 粒

粒

以上
以上 粒

未満 粒

未満
以上 粒

未満 粒

粒

以上
以上 粒

未満 粒

未満
以上 粒

未満 粒

豆の入数による選別 鞘の長さによる選別

豆 殻 豆殻を燻炭器へ投入



通学道の緑化活動

・ 学校内外の認知度が高まり、学校の となった。

・ 担当生徒と地域住民の交流のツールともなり、生徒のコミニュケーション能力が鍛えられ

た。

毛豆 の栽培

・ 在来品種の存在を知るきっかけとなった。同時に、在来品種の高い価値と、種の保存・継承

の難しさも知ることとなった。

在来品種 毛豆 の選別

・ 貴重な遺伝資源に触れることができ、自分達の取組の地域への貢献度の大きさを自覚し、学

習意欲が高まった。

・ 次年度の 毛豆決定戦 入賞に向けたモチベーションが高まった。

豆殻の有効活用

・ 新たな地域特有の未利用資源を発見した。転作大豆の作付けが拡大していることから、豆殻

の有効活用は、本校だけでなく、地域農業全体の課題である。

通学道の緑化活動

・ 栽培モデルケースづくりは、 年生では知識・技術が不足しているため、栽培管理が困難で

ある。

毛豆 の栽培

・ 収量増加のための肥料投入と倒伏防止のための肥料制限のバランスを見極めたい。

豆殻の有効活用

・ 燻炭化した豆殻を苗用土に施用し、栽培試験を行う。

農業高校からの提言として、地域を研修の場とし、次のことを進めていきたい。

・ 在来品種 毛豆 の食味向上を目指した研究

・ 在来品種 毛豆 の優良系統の自家採種

・ 豆殻の苗用土での栽培試験

・ 新たな豆殻の活用方法の模索

たくましい高校生を育成するためには、これらの取組に主体的に関わり、地域農業に誇りを持つ

生徒の育成が必要であると考える。



期日 平成 年 月末から実施

場所 大鰐町 わにもっこ 、弘前市 漆工房 、グランメール山海荘

概要 先輩たちの職業観及び職場で生かされる技術及び伝統工芸に関わる職人たちの作品への思い

や考え方及び課題点について。

・ 木工職人として活躍しているが、 津軽塗 に興味を持ち、自分の製作した作品に 塗り

を施す、大鰐町在住の木田 明子氏を訪

問。

・ 祖父の代から 塗り師 の家庭に育ち、

工房を構え伝統の技法を使い作品を製作し

ている松山 昇司氏を訪問。

・ ホテル業の中で、自分の得意とするイラ

ストや空間の装飾を担当している工藤 香

奈氏を訪問。取材では、地元の素晴らしさ

地元愛 をお客様に届けていることが語

られた。

先輩たちを訪ね、職業選択した理由とその魅力について取材した。

後輩たちへのメッセージを頂くことで、高校生は、進路選択の一つとして参考にすることが

できた。

取材する生徒にとっては、初めての取材であり、事前準備の大切さを実感する体験となった。

松山昇司氏 職業について

連絡先 弘前市馬屋町 （ ）連絡先 弘前市馬屋町 （ ）



期日 平成 年 月 日（木）

場所 弘前工業高等学校 計画実習室

概要 デザイン・木工・塗り、各分野の魅力と活動内容について。

・ グッドデザイン賞を受賞した本校卒業生

の赤石 弘幸氏。デザインのとらえ方、ね

らいを語っていただいた。

・ 木工・塗り分野で活躍している木田 明

子氏。作りたいものを作れる技能と塗りの

技能を生かし、モノへのこだわりと魅力、

今後の課題と発展について語っていただい

た。

代々の 津軽塗 に関わる者として、職

人の作品に対する思いや工芸品の価値を高

めるためどのようなことが考えられるのかなど、各々が抱えている課題を知ることができ

た。

また、実際に作品に触れることにより、漆器の良さを体験した。

期日 平成 年 月 日（木）

場所 三内丸山遺跡

概要 生活様式と生活用品の様子を知ると同時に地場の漆文化について考える。

・ 全体研修

担当職員からの説明と施設内外の見学。

縄文時代から用いられている 漆 は、

大陸から伝わり、人の手が加えられなけれ

ばならない樹である。三内丸山では、どの

ようにして漆を採取したのか、当時の漆の

良さとは、どのようなもので、どのように

使われたのか、現在との使用方法の違いを

知った。

また、当時の生活用具 土器 等からデ

ザインの意図を探り、当時の居住空間と生活環境と快適に暮らす知恵を学んだ。

赤石氏 グッドデザインについて

展示生活用具の説明



期日 平成 年 月より実施

場所 弘前工業高等学校 実習室

概要 身近な生活用具の製作をとおして、モノデ

ザインの製作、製作技術について学ぶ。

・ 現在、特別支援学校への教材支援を行っ

ている コースター 、 トレイ 等の製作

に 塗り の技法を体験的に取り入れた。

・ コースター 、 トレイ のデザインに

ついて取り組んだ。

（デザインスケッチと加工方法の確認）

（ 入力、加工法のシミュレーションの確認及び ルータマシンへのデーター変換）

・ 加工における各工程と工具、機械操作を学んだ。

（刃物交換、刃物の高さの調整、加工手順の確認）

・ 特別支援学校への製作に対する評価を受け、それぞれの課題と改善点を探り、製作品を作

り上げた。

・ 偽漆 （カシュー）を使用し、簡単な塗装体験を実施した。

基本的な作業として、研磨及び練りヘラ、定番を使用しての希釈の仕方と準備、後始末の

大切さを知った。

（塗装に伴う安全な作業。服装の点検、塗料、溶剤の扱い方）

・ 地場産業の工芸品について、深く理解することができた。

・ 作品製作をとおして、各工程の流れや種々の工作機械の特徴と操作方法を知ることができた。

・ 製作をとおして、工芸品が身近に感じることができた。

・ 塗り に関して、健康面から実際の 漆 を使用できなかったことで 漆 の良さを実感で

きなかった。

・ 漆器に関わる多くの職人の得意とする技法について、知る機会を得られなかった。

・ 地場産業の 塗り 以外の工芸品について、知る機会を得られなかった。

塗りの体験



・ モノづくりの学校から感じることは、生徒の経験不足が場面を通して見られることである。学

校として、企業見学、外部講師による授業、インターンシップなど体験的なことを経験させてい

るが、身近な生活の中にある大切なことがら、地元の産物、工芸、歴史、文化等、もっともっと

体験を通して学習する機会を設けることが必要である。

・ デザインについては、生徒一人一人が通学時の街並みや雑誌、様々なことについて、意識を持っ

て 見る 、情報を沢山取り入れることが必要であると考えられる。

また、多くのことに取り組みながら 失敗 し、その度に 考える （考えさせる）ことも必

要である。



期日 平成 年 月 日（日）

場所 歩行者天国（カルチャーロード）

概要 釜石復興を願い、釜石から、サバやマグロを仕

入れ、それを本校家庭科学科が料理し、商業科と

販売。売上金で桜の苗木を購入し、本校農業経営

科が釜石に植樹しに行った。

月 日（金）

・ 仕込みを始め、その日に釜石より魚が届く

（テレビによる追跡取材始まる）。

月 日（土）

・ サバをおろして切り身にする。

・ マグロコロッケを衣付けまで制作し、冷凍

する。

・ トマトソース、タルタルソースを作る。

月 日（日）

・ サバに下味をつけ、衣をつけ、揚げる。

・ マグロコロッケを揚げる。

・ 帆立とアボガドを刻み、はんぺんと合わせ

て丸め、ワンタンの皮で包んであげる。（全

て当日作業）

・ パンにレタス・揚げたサバ・トマトソー

ス・タルタルソースを添える。

マグロコロッケを揚げている

サバをおろして切り身に

植樹を行う生徒

連絡先 弘前市中野三丁目 （ ）連絡先 弘前市中野三丁目 （ ）



それぞれの商品が 食、昼

過ぎには完売。

お客様の おいしい 、 頑張った

ね 、 実業すごいね という言葉に

生徒はやりがいを感じ、疲れも吹き

飛ぶ満足感であった。

期日 平成 年 月 日（土）・ 日（日）

場所 青森県武道館前、弘前市克雪トレーニングセンター

概要 本校家庭科学科が作ったオリジナル商品を商業科の生徒が試食・販売を行った。

月 日・ 日の 日間、弘前市克雪トレーニングセンター内に販売ブースを設け、一般の

人に販売した。本校オリジナル商品の清水森ナンバ・ピーマン味噌 ・ノンオイルドレッシ

ング・旨味ダレ・弘実キャンディーの 品を販売した。販売は、商業科 年生が担当した。

月 ・ 日の 日間は、土日で、津軽の食と産業まつりが開催されたということもあり、

多くの人で賑わっていた。売上の方は、もう少し伸ばせたような感じはするが、生徒自ら移

動販売をしたり、来店してくれたお客様に丁寧に商品紹介等の接客も積極的に行ったりと、

とても貴重な経験ができた。

参加者全員集合

販売を行っている生徒

販売を行っている生徒 お客様へ試食をすすめる生徒



日時 平成 年 月 日（日） （販売 ）

月 日（月） （販売 ）

場所 弘前市土手町蓬莱橋広場

概要 本校商業科・情報処理科の希望生徒 名ほどが販売及びイベントの運営補助を行った。家庭

科学科 年生 名程度は、開発したスープの調理のため参加。

─ ． の内容─

地元産の食材を使用したスープの販売

わかめとほたてのクラムチャウダー

本校開発商品及び他県の高校開発商品の販売

・ 弘実万能ノンオイルドレッシング

今年度新商品

・ 弘実ナンバ旨みだれ

・ 食べる清水森ナンバみそ

・ 宮城県女川高等学校 たまげ大福だっちゃ

イベント運営補助 わかめとほたてのクラムチャウダー

販売するスープ作り 商品販売の様子

期日 平成 年 月 日（木）

場所 白神山地周辺施設

概要 今年世界遺産登録 周年を迎える白神山地につ

いて、プロガイドの協力を得ながらフィールド

ワークを行い、地域資源の活用について学習し

た。

対象は商業科・情報処理科 名程度

【当日の日程】

学校出発

アクアグリーンビレッジ 着

オリエンテーション

ガイドと共にブナ林の散策調査

取材を受ける生徒



昼食

散策調査つづき

アクアグリーンビレッジ 発

学校到着

散策調査の中で取材を受けた生徒もいて貴重

な体験になった。また普段訪れる機会が少ない

ブナ林に心躍らせいろいろな発見ができた。

・ 弘前青年会議所や白神山地財団などいろいろな団体のご協力をいただき、テーマにあるように

地域に愛着を持ち、地域活動に積極的に参加する若い力を様々なイベントに参加してうまく育成

できたのではないかと思う。また生徒自身も今まで経験したことの無い体験ができ、生徒自身の

中で変化があり、新しい考え方ができるようになった。

・ イベント参加中に取材を受けたり、お客様からの激励の声などを聞いたりと、イベント活動を

こなしていく中で生徒もとてもやりがいを感じており、 やってよかった またこのイベントに

参加したい などの声が多かった。

・ 学校側からの働きかけや弘前青年会議所等からの参加の依頼での活動はあるが、自発的な所ま

ではまだいっていない。

・ 弘前市内など移動に負担が無い場所は良いのだが、白神山地周辺など移動に負担がかかる場所

への交通手段の確保が難しい。

・ 基本的に土日開催されるイベントにポイントを置いているが、生徒の事情もあり、グループで

の参加人数にばらつきがみられる。

・ 夏季休業など長期休業期間を使っての講演会や研修への参加を試みたが、生徒の関心・意欲を

うまく引き出せなかった。

・ 年生がメインで参加していて、 ・ 年生の参加が少なく、継続性に欠けた。

・ 活動の量・質を上げるには、グループワークやミーティングなどをできるだけ行った方がよい。

（グループの方向性の確認等）

・ イベントの詳細を分かりやすく伝えれれば、生徒が参加しやすい。

・ 学年間の連携を高める方法を考えた方がよい。

・ 活動を行うための交通手段を一つに絞らず数パターン考えておく。

白神山地の自然とふれあう



日時 平成 年 月 日（木）

場所 三沢商業高等学校 総合講義室

概要 年間の活動に対して、各経済関係団体（三沢市役所、三沢市商工会、おいらせ農協、三沢

市漁協、三沢市観光協会）に参加を依頼し、生徒の活動に対する要望や計画への助言指導をい

ただいた。また、担当教員との今年度の活動について情報交換を行った。

この委員会は、年 回実施される。 回目（ 月）は、研究の中間報告を行い、最終報告へ

向けての助言指導をいただき、 回目（ 月）については、校内生徒研究発表会での審査をし

ていただくことになっている。

助言を受けている様子 実体験教育推進委員会

期日 平成 年 月 平成 年 月

場所 三沢市中央商店街区ほか

概要 三沢市で開催される各イベントへ参加した。

みさわ七夕まつりを皮切りに、アメリカンデー、寺山修司記念館フェスティバル、三沢まつ

り、みさわ港まつり、みさわスカイフェスタ、ハロウィンフェスタ、みさわ地産地消フェア、

みさわほっきまつりなど、できる限り多くのイベントへ参加した。イベントスタッフとしてゴ

ミ拾い、駐車場整理や物品販売などを行った。

また、みさわ七夕まつりでは、作品を出品、ハロウィンフェスタでは、仮装行列に参加した。

連絡先 三沢市春日台二丁目 （ ）連絡先 三沢市春日台二丁目 （ ）



地域のイベントにさまざまな形で参加することで、地域社会へ貢献し、地域の活性化につな

がることを目的として取り組んだものである。

みさわ港まつり かに汁販売 みさわ七夕まつり 出品作品

日時 平成 年 月 日（金）

平成 年 月 日（月）

場所

青森県立保健大学

概要 昨年度からの継続で高校生のキャリアづくり応

援マガジン の制作に参加することが

決定し、その取材活動を行った。

月上旬に についての打合せを本校で

行い、取材をさせていただく方の決定や、取材方

法等について確認した。

今年度は、おいらせ町出身のプロバスケット

ボール選手である青森ワッツの北向 由樹氏と、

本校の卒業生で、現在、 の社長である

小向 優一氏の 名の方を取材させていただい

た。

その道を選ぶことになったきっかけ・やりがい

や苦労したことなどの体験談を聞くことができ貴

重な経験であった。

また、プロとしての雰囲気を肌で感じることが

できた。

北向由樹さんに取材中

小向優一さんに取材中



日時 平成 年 月 日（木）

場所 三沢市公会堂 大ホール

概要 年間の調査研究活動に関して、 つの部会

（市役所、商工会、農協、漁協、観光協会、地域

貢献、報道 全 グループ）から選出された つ

のグループが成果発表を行った。

アピオスやながいもなどの地域特産物を使った

商品開発をはじめとして、地域の情報発信をする

ためのアプリ開発、プロジェクションマッピン

グ、三沢市を するための 制作、さらには、

地域貢献のために各種イベントへ参加など、それ

ぞれがテーマを設定し、実現に向けて取り組んだ

活動の報告が行われた。

発表グループおよびテーマ（研究内容）

農協部会 （商品開発）

観光協会部会 ありのままの青森 （商品開発）

商工会部会 （イベント参加、地域貢献）

報道部会 三沢の祭り （イベント参加、地域貢献）

漁協部会 プロジェクト イカはいかが （商品開発）

地域貢献部会 三沢の温泉の知名度をあげる！ （イベント参加、地域貢献）

市役所部会 三沢ウォッチ （ 作成、 制作）

市役所部会 三沢いべんとづかん 三沢の色を探しに行こう （アプリ開発）

報道部会 エンターティンメントで地域活性化 （アプリ開発）

発表会（報道部会）の様子

発表会（農協部会）の様子



・ 活動の成果は、三沢市公会堂において校内生徒商業研究発表会を行い、全校生徒、実体験教育

推進委員の方々、活動に協力していただいた各事業所および保護者へ報告することができた。現

在、グループごとに最終報告書を作成しているところである。

・ 各グループが、それぞれの研究テーマを設定し、目標を実現させるための活動を行ってきた。

商品開発を行ったグループは、市内の事業所と連携し、期間限定ではあるが実際に商品化され販

売することができたり、幼稚園と連携し、園児たちに給食として提供されたりしたものもある。

制作においては、青森朝日放送主催の ふるさと自慢わがまち 大賞 へ出品することが

できた。アプリ開発を行っているグループは、実用化に向けて現在も取り組んでいる。完成の際

には、学校や三沢市の で公開していくことを予定している。

・ 実施上の課題として、調査研究活動のテーマを見つけることが非常に難しい。テーマを設定で

きたとしても活動を進めていく中で、思うような活動内容にならずに、計画を断念し、修正を余

儀なくされたグループもいくつかあった。

・ 年度をまたぐ調査研究活動を継続させていくことの難しさを感じている。これまでも本校で

は、地域産業と連携した活動を行ってきた。大きな成果（ごぼう・ながいもアイス、パイカ丼な

どの商品開発）として産み出されてきたものは、何年かにわたる継続した活動があったからこそ

である。これまでの経験から、継続した研究ができることは、大きな成果がでる可能性を秘めて

いるということでもある。研究内容をさらに深めることができるものや、広げることができるも

のがないか、これまで以上に検証を行い、より一層、地域に貢献できる活動としていきたい。

・ 地域を実践の場としたこの活動は、地域の協力なしには成立しない。部活動や課外活動ではな

く、授業の一環として位置付け活動していることにより、実体験教育推進委員である各経済関係

団体をはじめ市内各事業所には、時間の制約もありご不便をおかけすることも多い。これらの活

動を支援していただいていることに本当に感謝している。

・ 学校と地域社会とが連携した校内外における学習をとおして、郷土愛や地域理解を深めるとと

もに、生徒一人一人の自らの将来に対する明確な職業観、勤労観を高めていく必要がある。 年

間にわたる体系的な体験活動を実施し、地域の産業を支え、地域社会に貢献できる生徒を育成し

ていくことがたくましい高校生を育成することにつながると考える。



期日 平成 年 月 日（水）

場所 青森第一高等養護学校 視聴覚室

講師 木村 愼一 氏

概要 地元の歴史研究家を招き、油川の歴史につい

て講義を受けた。神社仏閣のエピソードや、油

川がトマトやオイルサーディン、ねぶたの発祥

地であるという話を聞き、地元に対する興味が

深まった。

期日 平成 年 月 日（水）

場所 熊野宮、西田酒造店

期日 平成 年 月 日（水）

場所 明誓寺、イタリア館、三浦醸造

概要 （ ）の講義に出た史跡や地元産業を見に行

くことにした。熊野宮では、御影石の鳥居や古

い御神輿を、西田酒造店では、酒造りの工程を、

明誓寺では、オイルサーディンの祖ファブリー

氏の墓を、三浦醸造では、カシスの加工を見学

することができた。

期日 平成 年 月 日（水）

場所 アデッソ

概要 地元のイタリアレストラン アデッソ を訪

ね、トマトやイタリア料理についてインタ

ビューした。イタリアでの体験など興味深い話

が聞けた。

ジョークを交え、生徒に分かりやすく説明
してくれる木村先生

酒を貯蔵するタンク

ジャムの瓶詰め中

アデッソのシェフと
記念写真

御影石の鳥居

明誓寺の住職と
お墓

連絡先 青森市西田沢字浜田 （ ）連絡先 青森市西田沢字浜田 （ ）



期日 平成 年 月 日（水）

場所 油川市民センター

概要 油川に飛行場があった という史実を

受け、センターに石碑を見に行った。戦争

中の銃痕が残っていてびっくりした。

その後、センターのホールや図書室で飛

行場について、資料を見ながら調べた。

期日 平成 年 月 日（水）、 月 日（水）

場所 油川漁港周辺

概要 想像と実際の白鳥はどう違うか、白鳥の

飛来地である地元の油川漁港周辺を二度に

わたって訪ね考察した。車いすで雪の上を

移動するのは、とても大変であったが、白

鳥を間近に見られてよかった。

期日 平成 年 月 日（金）

場所 青森第一高等養護学校 体育館

講師 おいでよあぶらかわ会 榊 一江 氏

大友久美子 氏

概要 おいでよあぶらかわ会から講師を含め

名が来校し、全校生徒で油川音頭を教えて

もらいながら、一緒に踊って楽しんだ。油

川音頭は、のりがよく、親しみやすい曲で

とても盛り上がった。

期日 平成 年 月 日（火）

場所 青森第一高等養護学校 食堂

概要 青森市赤十字奉仕団奥内分団の方々が

名来校し、もちをつき、丸め、最後は、雑

煮やきなこ、ごまもちにして一緒にいただ

いた。

つきたてのもちは、とてもやわらかく、

おいしいと評判だった。

センターに移設されたモニュメント

白鳥のくちばしは、オレンジと黒のツートン

車いすでも踊れるよう、振り付けを変更して
くれました

もち米も寄付です ちぎって丸める作業



期日 平成 年 月 日（月）

場所 青森第一高等養護学校 調理室

講師 トマトハウス 望月 吉勝 氏

望月 孝 氏

概要 地元の料理店からご夫婦でおいでくださ

り、トマトをくりぬいて器にしたサラダや

煮込みハンバーグ、シロップ付けなど、た

くさんのトマト料理を教えてもらった。ど

れも見た目がきれいでおいしかった。

期日 平成 年 月 日（火）

場所 浄満寺

概要 畳の上を装具のまま歩くことを許可して

くれた上、普段はお盆から彼岸までしか公

開しない地獄絵図を見せてくれた。

その後、学校周辺の歴史マップを作成し

た。

期日 平成 年 月 日（火）

場所 むつみ窯

概要 窯元を見学して、陶芸の工程を学んだ。

また、お店にあるたくさんの作品を見学

した。窯で焼いたピザのランチなどもやっ

ていることが分かった。

ねぶた囃子講習会

期日 平成 年 月 日（火）

場所 青森第一高等養護学校 体育館

講師 七翔會 工藤 信孝 氏

概要 油川に根ざした活動を行っている七翔會

の方 名が、ねぶた囃子を教えてくれた。

大きな太鼓は、迫力満点で、体育館の外ま

で音が響き渡った。
ドーンドドンドン
血が騒ぎます

作品も素晴らしいけどピザも気になります

浄満寺の住職と地獄絵図

さすが絶妙のコンビネーション

優しく教えてくれる
望月氏



スポーツ交流

期日 平成 年 月 日（火）

場所 油川幼稚園

概要 油川幼稚園の子どもたちとニュースポー

ツ ボッチャ で交流した。子どもたちは、

すぐにルールを覚え、一緒にゲームを楽し

んでくれた。

期日 平成 年 月 日（火）

場所 青森第一高等養護学校 体育館

概要 同じ油川地区にある青森県立青森北高等

学校のスポーツ科学科 名が来校し、みご

とな集団行動の演技を披露してくれた。

見学の後、スポーツ・文化グループの生

徒が中に入って体験させてもらった。地元

の学校同士であり、今後も交流を続けた

い。

ちょっと照れながらボールを受け取る子

優しく添えられた背中の手

・ 事業を実施してみて、初めて学校のある地元油川が歴史の古い町であり、史跡や産業など見学

すべき場所や人材が豊富であることが分かった。

・ 校外学習で色々出掛けたことにより、油川の歩道などには、ほとんど段差がなく、全ての人に

優しい町であることが分かった。また、見学や講習の依頼を即座に快く引き受け、生徒に親切に

指導してくださる様子を見て、環境だけでなく、地域に住む人々も優しく、温かいと感じた。

・ 生徒は、普段の行動範囲や交際範囲が限られているが、この事業をきっかけに色々な場所に出

掛けたり、多くの方と交流したりすることを通じて、社会経験や視野を大幅に拡大することがで

き、興味・関心の幅も大きく広げることができた。

・ 事業が終了しても地元との関わりを絶やさぬよう、今後も校外学習や交流を続けていきたい

が、予算の確保が難しくなるため、内容や行動範囲の縮小を検討する必要がある。

・ 地域を研修の場とすることによって、生徒も指導者もたくさんの発見や感動を味わうことがで

きる。



商品管理・販売（喫茶サービス）

期日 平成 年 月 日（木）、 月 日（木）、 月 日（木）、

平成 年 月 日（木）

場所 青森第二高等養護学校 視聴覚室

概要 青森市内のレストランより講師を招いて、接客に相応しい身だしなみや基本姿勢、接客用語

について講義を行った。また、学んだことを生かしてトレーに食器を乗せて歩いたり、お客様

役のクラスメイトにサービスを行ったりして、喫茶サービスの学習を行った。

清掃（乾式モップ、水モップを使った床の清掃）

期日 平成 年 月 日（火）、 月 日（火）、 月 日（火）、平成 年 月 日（火）

場所 青森第二高等養護学校 ホール、第 学年教室

概要 道具の名称、使い方、手順、注意点

講師の実技を見学した後に生徒が一人ずつ作業を行い、適宜技術指導やアドバイスを受け

た。モップの房の絞り方、道具の持ち方、隅の拭き方を教えていただき、繰り返し練習を行っ

た。

外部講師との基本姿勢の学習 トレーの持ち方の学習 近郊の施設での喫茶サービス
の実践

乾式モップの使い方 水モップの絞り方の学習 実技指導

連絡先 青森市戸山字宮崎 （ ）連絡先 青森市戸山字宮崎 （ ）



清掃（スクイジーを使った窓の清掃）

期日 平成 年 月 日（水）、 月 日（水）、 月 日（水）、 月 日（水）

場所 青森第二高等養護学校 生徒玄関、青森第二養護学校等

概要 道具の名称、使い方、手順、注意点

スクイジーの持ち方、窓ガラスに当てる強さ、乾いた布で水滴を拭き取る学習を行った。本

校の窓ガラスで練習を行い、その後、実践の場として、隣接する青森第二養護学校へ出向いて、

玄関、廊下、プレイルーム等の窓ガラスの清掃を行った。

第 学年（専門教科ごとに見学体験 人）

期日 平成 年 月 日（金）

場所 農業・・・ あすなろ野菜センター、 ファクトリー

工業・・・森林博物館

窯業・・・三内丸山遺跡

家政・・・県立郷土館、アスパム津軽こぎん刺しコーナー

クリーニング・・・東洋社、うさちゃんクリーニング

概要 社会的、職業的自立に必要なことを知るために、専門

教科（農業、工業、窯業、家政、クリーニング）ごとに

地域で働く人や専門教科に関連する産業を見学及び質問

を通して理解を深めた。

青森第二養護学校での実践 青森第二養護学校での実践

工業 森林博物館 農業 あすなろ野菜センター

クリーニング 東洋社

窯業 三内丸山遺跡



第 学年（専門教科ごとに見学体験 人）

期日 平成 年 月 日（水）

場所 農業、工業、窯業・・・・津軽藩ねぷた村

家政、クリーニング・・・津軽天然藍染 川 染工場

道の駅ひろさきサンフェスタいしかわ

津軽みらい農産物加工施設（全員）

概要 社会的、職業的自立に必要なことを知るため

に、専門教科ごとに伝統工芸による製作体験や地

場野菜の農産物加工施設の見学を通して、物作り

や働くことへの理解を深めた。

専門教科 体験メニュー

農 業 あけびづる細工

工 業 津軽塗り・スプーン

窯 業 津軽焼き・絵付け

家 政
津軽天然藍染

クリーニング
工業 津軽塗り

家政、クリーニング 津軽天然藍染

農業 あけびづる細工

総合的な学習の時間 （フィールドワーク）（第 学年 人）

期日 平成 年 月 日（金）

場所 各自の就職先の障害者就業・生活支援センター、銀行、市役所

不動産会社、旅行会社、自動車学校他【全 ヶ所】

概要 卒業後に地域で自立し充実した生活を送るために、生徒個々のニーズに応じて、公共機関や

各種制度、余暇に利用できる場所や利用の仕方等について、直接訪問して情報収集を行った。

東青地区 役場 下北地区 銀行 三八地区 生活支援センター

窯業 津軽焼き・絵付け



産業現場等における実習（第 学年 人）

期日 平成 年 月 日（月） 月 日（金）

平成 年 月 日（月） 月 日（金）

場所 出身地域の事業所【各期間 ヶ所】

概要 職業人を目指した心構えを持ち、将来の生活に必要な能力や態度を身に付けるため、出身地

域の事業所で接客、介護、製造、清掃等の職業体験を行った。

介護施設（むつ市） 菓子製造（弘前市） 部品製造（三沢市）

・ 普段、授業で学習している身近な職種や職場の様子を見学し、現地で話を聞くことで大きな刺

激となり、事後の取組への意欲につながり、学習の見通しを持つことができた。

・ 卒業生が働いている姿を見て、職場で働くことの厳しさを実感することができた。

・ 伝統工芸の製作体験や巧みの技を間近で観察することを通して、専門教科の製品作りに必要な

知識や技能の大切さを知ることができた。

・ 将来、社会人として職業的に自立していくためにどんな力が必要か、今後の専門教科への取組

姿勢を再確認する機会となった。

・ 生徒の興味・関心や経験の拡大に関わる専門教科の選択制の在り方と、知識や技術の積み上げ

を生かした製品作りとの折り合いが課題となった。

・ 本校では、生徒一人一人の自立的な生活を目指したキャリア教育を探る中で、生きる力を付け

るための指導に取り組んできた。たくましい高校生を育成する事業は、まさに各々の地域で育ま

れた産業・文化・技の結晶を直に見て、触って感じる体験的学習である。生徒たちにとっては、

日頃の学習がどのように生きることにつながっていくかを目の当たりにする時であり、個々の事

業内容は、学校全体の指導内容に計画的に取り込み、継続して深めていきたい。



目 的 総合的な学習の時間 において、地域で働いている人から、仕事のことや働くときに

大切なことについて学び、生徒が自らの進路について考える。

配慮事項 事前の打合せで、講師に生徒の様子を具体的に伝え、分かりやすい言葉で話すことや出

前授業では、体験を多く取り入れること、また、気付いたことがあったらその都度言葉を

かけて生徒に積極的にかかわることなどを依頼した。

【平成 年度 テーマ 地域で働く 】

期日 平成 年 月 日（木）

場所 黒石養護学校

講師 平成ビル管理有限会社 福井 大作 氏

参加人数 高等部生徒 名

取組内容 清掃作業研修（床の掃き方、テーブルや窓の拭き方）

生徒の感想

・ 自在ぼうきの使い方が分かった。

・ 雑巾を縦しぼりにすると、水がしっかりきれることが分かった。

・ スクイジーの使い方が難しかった。

清掃作業研修 清掃作業研修

清掃作業研修

連絡先 黒石市温湯字 堤沢 （ ）連絡先 黒石市温湯字 堤沢 （ ）



期日 平成 年 月 日（木）

場所 黒石養護学校

講師 有限会社黒石観光ホテル

花禅の庄 石澤 照代 氏

参加人数 高等部生徒 名

取組内容 マナー講座（おもてなしの心、あいさつの仕方な

ど）

生徒の感想

・ あいさつや礼の仕方、名刺交換の仕方が分かった。

・ お客様におもてなしの心をもって接することが一番大切だと思った。

期日 平成 年 月 日（金）、 月 日（水）、 月 日（金）

場所 ドライブイン西十和田、ファミリー温泉山賊館、

山形公民館、花禅の庄

参加人数 高等部生徒 名

取組内容 就業体験（清掃、注文取り、水出しなど）

生徒の感想

・ 清掃研修で習ったことを思い出して、丁寧に掃除した。

・ 緊張したが、失敗しなくてよかった。

・ ありがとう と言われて、うれしかった。

【平成 年度 テーマ 喫茶サービスに挑戦 】

期日 平成 年 月 日（金）

場所 黒石養護学校

講師 ホテルニューキャッスル 荒谷 啓一郎 氏

澤田 直哉 氏

参加人数 高等部生徒 名

取組内容 喫茶サービス研修

（接客の基本、喫茶サービスの流れ）

生徒の感想

・ トレンチの持ち方やコーヒーの出し方が分かった。

・ 笑顔であいさつすることが大切だと思った。

期日 平成 年 月 日

場所 黒石養護学校

参加人数 高等部生徒 名

取組内容 校内カフェ開店（接客、給仕）

生徒の感想

・ 楽しかった。またやりたい。

・ お客様がたくさん来てくれてよかった。

・ 店が混んできたら、合い席をお願いすればよいことが

分かった。

。

ビジネスマナー研修

花禅の庄での就業体験

喫茶サービス研修

校内カフェ オープン



目的 地域の老人クラブの方々とふれあいながら活動することで、コミュニケーションの仕方や

マナーを学ぶ。

お茶を点てるという経験を通して、相手に対する思いやりの気持ちをもつ。

配慮事項 お年寄りとの交流ということもあり、分かりやすく、無理なく楽しくできる内容とした。

交流相手 温湯あけぼの会 名

参加人数 高等部生徒 名

【交流 回目、交流 回目】

期日 平成 年 月 日（金）、 月 日（金）

場所 黒石市温湯集会所

取組内容 手つなぎゲーム、黒石よされ、お茶会

【交流 回目】

期日 平成 年 月 日（金）

場所 黒石養護学校

取組内容 フライングディスクゲーム、黒石よされ、お茶会

取組後 授業で取り組んできた活動を地域の老人クラブの方々と一緒に行った。回数を重ねること

で、自分から準備をするなど自信をもって活動する様子が見られた。

ふれあい交流

ふれあい交流 ふれあい交流

ふれあい交流 ふれあい交流



目的 お茶を点てるという経験を通して、相手に対する思いやりの気持ちを持つ。

専門の知識や技術を学ぶことで、茶道に対する知識を得る。

期日 平成 年 月 日（金）

場所 黒石養護学校

講師 表千家講師 古川 明美 氏、田中 るり子 氏

参加者 高等部生徒 名

取組内容 茶道の基本

・ 道具の名前、もてなす心

演習と体験

・ 道具、掛け軸の拝見の仕方、

お菓子のいただき方、お茶の点て方といただき方

取組後 表千家の講師から専門の知識や技術を学んだ。茶道に対する知識を得た。実施後には、掛

け軸の書にも挑戦した。

茶道講座

茶道講座 掛け軸に挑戦

・ 総合的な学習の時間 は、主に グループに分かれて授業に取り組んでおり、それぞれのグ

ループで 調べ学習 体験活動 交流活動 を通した授業を行った。各グループとも ふりか

えり の活動を意識して取り入れたことで、生徒たちが自分の活動を評価したり、されたりしな

がら、問題解決に向けて目的を持って取り組むことに慣れてきた。さらに、繰り返しの体験活動

で自信がついてきたことと相まって、自分から分かって取り組むことも多くなってきた。

・ 外部講師を活用することで、いろいろな分野の専門家から学ぶことができ、生徒の興味関心に

広がりが見られた。また、外部講師が授業に参加することで、生徒たちへの理解が得られる機会

となった。

・ 生徒が積極的に活動するためには、生徒の興味関心のある題材が有効であることからも、学習

活動が、生徒から やってみたい やってみよう という積極的な行動から派生するものとなっ

ていくように、今後も興味関心に即した体験活動を中心とした授業実践に取り組んでいく。

・ 外部講師の活用を広げていくため、更に検討や工夫が必要であると思われる。



日時 平成 年 月 日（金）

場所 盲学校 多目的教室

概要 北上済生会病院 理学療法士 高橋 研介 氏を講師に招

いて、 患者さんとのコミュニケーション についての講演及

び テクニックの実技研修を行った。

講演では、コミュニケーションの重要性に加えて、講師がス

ポーツ専門の理学療法士を目指し、目標を達成するまでの体験

談が語られた。実技では、神経生理学に基づく テクニッ

クが個別に技術指導された。

日時 平成 年 月 日（金）

場所 青森市役所浪岡事務所

花岡農村環境改善センター（和室）

概要 浪岡地区在住の高齢者を対象に、あん摩施術を行った。

生徒は、一人あたり約 分間、総数 名の施術対象者に実習

を行った。

年生は、本格的に外部の方に施術するのが初めてというこ

ともあり、一人目では、かなり緊張がみられたが、先輩の言葉

かけをまねたり、住民の方からの温かな言葉に徐々に話にも花

が咲くようになった。

また、南部出身の生徒は、津軽弁に戸惑いをみせるなど貴重

な経験ともなった。

地元の放送局の取材を受けて、翌日のお昼のニュースで放映

された。

生徒をモデルに講師が
技術指導をしている

年生の生徒が会話を
しながら施術している

連絡先 青森市矢田前字浅井 （ ）連絡先 青森市矢田前字浅井 （ ）



日時 平成 年 月 日（木）

場所 盲学校 多目的教室

概要 株式会社フレアス山形事業所 所長 田口 大 氏を講師に招いて、 訪問マッサージにお

けるコミュニケーション の講演と、リンパ・マッサージについての実技研修を行った。

講演では、コミュニケーションの重要性に加えて、講師自身が視覚障害者の立場で、職域の

開拓並びに職場環境の改善に取り組んだことが話された。

実技では、リンパ・マッサージに加えて、訪問マッサージ事業で必須となる介護技術につい

ても指導された。

訪問マッサージ事業は、全国的にも規模が拡大し、他県の盲学校卒業生の就職先となってい

ることから、参加した生徒も熱心に質問をしていた。

パワーポイントの内容を生徒の
体を使い説明している

起き上がりの介助法を指導している

日時 平成 年 月 日（水）

場所 平内町役場 山村開発センター（和室）

概要 平内町在住の高齢者を中心にあん摩施術を行った。

生徒は、一人あたり約 分間、総数 名の施術対象者に実習を行った。

平成 年度に浪岡町でのあん摩実習を経験している 年生は、会場準備から後片付けまで率

先して取り組んでいた。また、患者との会話もスムーズに行われていた。 年生は、施術の順

序や時間内に仕上げることに気を取られながらも、住民の方の問いかけに耳を傾ける姿がみら

れた。

技術的に上達した 年生の施術 年生が熱心に施術している



・ 今回の事業では、浪岡町や平内町で、地元の方と実際に交流できたことが良い経験になったと

思われる。授業でもコミュニケーションの重要性を説き、生徒もまた、頭では理解しているもの

の、実際に外部の方から施術に対する感謝の言葉をもらうことにより、より喜んでもらいたいと

いう気持ちが芽生えた。また、喜んでもらうためにも、コミュニケーション能力がいかに大切で

あるかを実感したようである。

・ 実技研修会では、新しい技術の習得はもとより、第一線で活躍する講師の経験談や熱い思いに

触れることができた。それらが、進路を決定する一助になったり、学習に意欲的に取り組む動機

付けにもなったりしたと考えられる。実際、一部の生徒は、卒業後に、理学療法学科への進学を

希望するようになった。

・ 理療にとって、技術の研鑽はもとより、コミュニケーション能力の充実は、不可欠なものであ

る。今回の事業により、地域住民との交流からコミュニケーションの重要性の気づきを得た生徒

も多くあった。しかし、生徒個々のコミュニケーション能力には、年齢、経験などによる個人差

も大きい。それらの個々の背景に考慮しつつ、個別の指導を併せて工夫することが課題と思われ

る。

・ 本校は、視覚障害を有する幼児児童生徒が在籍する学校である。一般高校生に求められる た

くましさ に加えて、視覚障害者の立場で社会に参画する たくましさ も求められる。 たく

ましさ には、 生き抜く力 や 協力する力 に加えて、 優しさ や 共感的態度 も必須と

思われる。それらそのものがコミュニケーション能力であり、 たくましさ の一翼を担うもの

と考える。また、視覚障害者にとって、コミュニケーション能力は、社会の一員として活躍する

ために、必須のものであると考える。

・ その大切なコミュニケーション能力を身につけるためにも、地域の方との交流は、貴重な経験

であり、校内だけの取り組みでは、十分に身につけられないと考える。

・ 今後もこのような 地域 、 交流 などをキーワードにした取組を継続していきたい。
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