
４月  

総合学習Ⅰ 初回 総合特別講座 

   

▲４月、新二年生の最初の授業は、「総合特

別講座」として外部の講師の方に来ていた

だきました。 

▲NPO 法人 LIKE!WORK(ﾗｲｸﾜｰｸ)代表の

内村広樹さんは、千葉県を中心に求人広告

を売っている、現役営業マン。 

▲仕事柄、沢山の社長さん（経営者）の方

とお仕事をしています。その経験を生かし

た授業が、「自分らしいシゴトの選び方」 

 

  

▲元気いっぱいの内村さんの熱意で、教室

は熱気に包まれました。みんな決意を新た

に一年の目標を立てました。   

総合学習Ⅰ 進学と就職①（フリーターの現実） 

  

 

▲２年生の総合学習は体育館フロアーでワ

イワイガヤガヤ。授業名「フリーターの現

実」？？ 

▲すごろく形式で、正社員・契約社員・フ

リーター等といった立場に分かれて、未来

を疑似体験。リアルなお金の動きを学びな

がら、自身のライフプランを立てていきま

す。 

 

  



メンターチーム校内研修 

  

 

▲横浜総合高校では、若手の先生を中心とした研

究グループがあり、メンターチームと呼ばれてい

ます。主に授業方法の研究会ですが、話し合いの

テーマによって、若手の先生ならではの悩みをみ

んなで解決するなど、様々です。 

▲会は、月に一回。会議の時間の合間を使ってい

ます。写真は４月。１００人を超える職員集団で、

異動された先生も多数。この日初めて話をする先

生もたくさんいました。テーマは「共通点さが

し」。授業にも生かせそうです。 
 

 
５月  

総合学習Ⅰ 地域貢献活動 

  

 

▲毎度おなじみ、地域貢献活動。Ⅰ部は弘

明寺商店街の側溝清掃。２年生にもなると、

もう慣れた手つきです。 

▲細い溝には、いろいろなゴミが詰まって

いて、雨の日の水はけが悪くなってしまう

んです。 

▲Ⅱ部は学校周辺、大岡地区の地域清掃。

嵐の後で、落ち葉が沢山ありました。 

 

  

▲Ⅲ部は夜の商店街で、ゴミ分別のマナー

向上運動。南区役所から預かったポケット

ティッシュを道行く人に配ります。   



 
メンターチーム校内研修 

 

  

▲５月のメンター研修。ワールドカフェとい

う授業形態を学びつつ、「今感じている課題」

と「その解決策」を話しあう。グループ学習

やアクティブラーニングと言われる授業形

態の研究です。 

  

 
６月  

産業社会と人間 目を見て話そう 

  

 

▲新入生にもキャリア学習です。コミュニ

ケーション能力を高めるワークショップ。

授業名「目を見て話そう」はノンバーバル

（非言語）コミュミケーションについて学

びます。 

▲有名企業の新人研修にも使われるという

このワーク。１２種類の動きを見て順番に、

言葉を使わないでタイミングを合わせてい

きます。失敗したら、また相談してリトラ

イ。盛り上がりました。 

 

 
総合学習Ⅰ 卒業生シンポジウム 

  

 

▲２年生の総合学習。卒業生シンポジウム

は、卒業生から直接進路についての話を聞

くことのできる貴重な機会。みんな真剣で

す。 

▲大学進学・専門学校進学・就職、それぞ

れの分野の先輩から、より良い高校生活の

過ごし方を学びます。先輩からの熱いメッ

セージでした。 

 

 
  



メンターチーム校内研修 

   

▲６月は、先生同士で授業を見せ合う公開

授業週間。メンターチームでは、こんなシ

ートで、授業見学の効果をより深めました。 

▲後日メンターチームで集まって、授業見

学の振り返り。 

▲付箋紙や画用紙を使って、より良い授業

のマトリクスを作成。 

 

  

▲全体で共有しました。 
  

 
  



７月  

授業研究職員研修 

   

▲夏休み直前、横浜総合高校の先生や職員

が１００人、視聴覚室に集まりました。毎

年恒例の授業研究職員研修会です。 

▲今年度は、「７つの習慣」という有名なビ

ジネス書を手掛ける、フランクリンコヴィ

―ジャパン様を講師に迎えての研修です。 

▲参加型の研修なので時間があっという間

に過ぎました。スクリーンに投影された課

題に指をさします。 

  

 

▲寝ているわけではありません！只今パラ

ダイムとは何かを実験中。 

▲充実の研修。振り返りの話し合いも大い

に盛り上がりました。 

▲「７つの習慣」とは２０年以上前から世

界中で読み継がれてきたビジネス書です

が、人の生き方や学び方を非常にシンプル

に教えてくれるものです。授業改善や学校

教育にもとても役に立つ内容でした。 

メンターチーム校内研修 

  

 

▲７月のメンター研修。都内の大学で行わ

れた授業力向上研究会に参加した７人の先

生から、研修内容のシェア。その日の内容

を再現して、皆で取り組みました。この日

は、市立南高校からも先生が参加してくれ

ました。 

▲「これからの横総の授業のあるべき姿」

という大きなテーマに。活発に意見が出ま

した。 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
キャリアデザイン 

 

  

▲キャリアデザインの授業の様子です。（ク

リックして拡大）   

 
８月  

メンターチーム校内研修 

   

▲８月のメンター研修は、観点別評価につ

いての研修。コンピュータ室で実践的に学

びます。 

▲様々な資料を見ながら、より精度の高い

評価方法について研修していきます。 

▲講師の本校職員は、中学校での勤務経験

を生かし、横浜総合高校にあった評価の方

法を提案します。 

総合学習Ⅰ 自分をみつめる 

   

▲8月 31日夏休み明け最初の「総合学習Ⅰ」

の授業タイトルは「自分をみつめる」。気持

ちを新たに外部講師の方に来ていただきま

した。 

▲４月の特別講義に続いて、二回目の登場

です。NPO法人 LIKE!WORK(ﾗｲｸﾜｰｸ)代表

の内村広樹さんは、千葉県で求人広告を取

り扱う現役営業マン。 

▲今回もお忙しい中、休みを取って横浜総

合高校に駆けつけてくださいました。４月

にやった講義の振り返りと、今後の進路選

択に向けての熱いメッセージ。 



   

▲今回は講義形式ではなく、参加型のワー

クショップ形式。 

▲LIKE!WORKオリジナルの「自分発見シ

ート」は好きなこと・得意なこと・嫌いな

こと・苦手なこと の４種類のマトリクス

を作成するワークシートです。 

▲グループでコメントを貼っていきなが

ら、みんなでシェア。お互いの新たな一面

を発見していきます。 

 

  

▲好きと得意は微妙に違う。嫌いと苦手も

微妙に違います。その差を考えよう。「好き

なこと×得意なこと＝自分の長所であり適

性」。苦手なことを得意にシフトできれば、

社会人としての君の武器になる。そんなメ

ッセージに、決意を新たにした２年次生。

これからの進路を考えるきっかけを作って

いただきました。 

  

総合学習Ⅱ コミュニケーションワーク 

   

▲総合学習Ⅱは３年次生以上の講座 コミ

ュニケーションワーク。外部講師として「横

浜ユース」の皆さんをお招きしました。 

▲頭を使いますが、エネルギーも・・・。 ▲-とにかくコミュニケーションをとらな

いと答えを完成できない！ 



   

▲１６人にそれぞれ違う質問で完成！満

足！！ 

▲一見難しい質問をあれやこれやで盛り上

がります。 

▲一人では思いつかない意見や答え方はと

ても新鮮！！ 

 
９月  

産業社会と人間 地域貢献活動 
５月の２年生に続いて１年生が初めての地域貢献活動に挑戦。 
 
Ⅰ部は商店街の側溝清掃。初めての体験でしたが、一生懸命ゴミを掻き出してくれました。 

   

▲楽しそう ▲たくさんのゴミ ▲１時間弱でこの量（側溝清掃） 

  

 

▲アーケード中央の観音橋の欄干も雑巾が

け 

▲雑巾はすっかり真っ黒。おつかれさまで

した。 

 

Ⅱ部は学校周辺、大岡地区の地域清掃。 

   

▲グループで協力します ▲クラスで地域を一回り ▲落ち葉も結構ありました 



 

  

▲ゴミのポイ捨ての多さを実感します   

 
Ⅲ部は夜の商店街で、ゴミ分別のマナー向上運動。南区役所から預かったポケットティッシュを道行く人に配ります。 

   

▲初めて経験でちょっとドキドキ ▲さすがに緊張しますね ▲でもすぐ慣れてこの通り 

 

  

▲このグループは任務完了一番乗り   

キャリアデザイン最終回 
夏休みに一週間以上のインターンシップを行った、キャリアデザイン受講生。 この日は、受け入れ先の方々や校長はじめ多くの先生

方に向けて、「インターンシップ報告会」を行いました。 しかし、ただの報告では許されないのがキャリアデザインの特徴です。模造

紙一枚を如何に使うか？聴き手に如何に伝えるか？ 原稿を読むだけの発表を禁止された受講生たちのエネルギッシュなプレゼンの様

子です。 

   

▲ホテルのレストラン業務体験。一流ホテ

ルのサービスを肌で学びました。 

▲お辞儀の美しさに成長が見られます。 ▲東京築地市場を舞台に、老舗漬物店、観

光案内所、高級ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝと三つの事業所

を回った生徒。緊張と成長の連続。 



   

▲築地の吉岡屋本店は創業 120 年の伝統あ

る漬物店。東京の市場が日本橋にあった時

代から続くお店。そんなお店で一週間、み

っちりと鍛えられた報告は、感動に満ちて

いました。 

▲地元横浜は大口にある印刷会社での業務

体験の報告。温かい社員のみなさんの優し

さを思い出し、感極まる場面も。受け入れ

事業所の皆様への感謝は計り知れません。 

▲東京は大久保にある広告代理店での業務

体験は、本人の強い希望により実現。憧れ

の職場でしっかりと現実を学びました。 

   

▲地元南区は浦舟ホームで、高齢者介護施

設の業務体験。人の命を預かる仕事の大変

さとやりがいを、からだ全体で表現してく

れました。 

▲同じく地元、南区役所での様々な業務体

験。夏祭りの運営から、保育園、母子教室

など、連日めまぐるしく変わる業務体験に

必死でついていきました。 

▲雨の中お越しくださった受け入れ作業所

の皆様。 

   

▲最後は校長による特別授業。 ▲テーマは「大きな石・小さな石・砂・バ

ケツ」？？ 

▲キャリアデザイン 2016 はこれにて修了

です。 

  



第３回 横総未来博 
今年で第３回を迎える横総未来博は、大規模な職業体験・職業ガイダンスの行事です。 とびきり楽しく、自分の未来を考える１日。 １
１の大学、３８の専門学校、９の企業が参加する大規模なもので、全国でもこれほどの規模のイベントを行っているのは、横浜総合高

等学校だけです。 保護者も参加自由。親子で一緒に進路を考えることもできます。コンセプトは、「横総をテーマパークに！」。 

   

▲当日のパンフレット 2016ver ▲テーマパークにマップはつきもの ▲入場アーチ 

   

▲校地内にスポーツカーが！ ▲しかもカスタムカー ▲渡り廊下に面したホールもこの通り 

   

▲そのホールはアニメ＆イラストミュージ

アムです 

▲本格的な機材を使って体験 ▲アニマルワールドも配置 

   

▲ドッグトレーナー体験 ▲こちら南校舎１Ｆ調理室 ▲調理室１ではパティシエ体験 



 

  

▲調理室２はシェフ体験 ▲プロがつきっきりで指導 ▲こちらはブライダル業界の授業 

   

▲南校舎２Ｆコンピューター＆エンジニア

ラボ 

▲大人気のフロアはどの教室もたくさんの

生徒が 

▲話題のＶＲ体験に興奮 

   

▲最新のロボット技術 ▲ＲＰＧプログラミング体験 ▲アテレコ体験とその周辺機材のレクチャー 

   

▲南棟３Ｆファッション&ビューティータ

ウン 

▲理美容カット体験 ▲小顔マッサージ講座 



   

▲アクセサリー製作体験 ▲メイン会場は体育館 ▲たくさんのブースが集まります 

   

▲南区のゆるキャラみなっちがお出迎え ▲ここは歯科技工士体験 ▲なかなかできない体験です 

   

▲ここにもアニメアフレコ体験が ▲電車シミュレーターは実際の映像で ▲保育士体験 

   

▲相談ブースもたくさんあります ▲大学の相談ブース ▲専門学校の相談ブース 



   

▲説明にも熱が入ります ▲こちらは民間企業の人事担当者の方によ

る就職相談ブース 

▲なんとブースを一定数回るとくじ引きが

できるという 

   

▲ガラガラを回します ▲アリーナではオリジナルの進路劇。プロ

の役者さんたちです 

▲面接練習のための教室もあり、上級生に

も役立ちます 

  

 

▲筆記試験対策ブースで、就職試験にチャ

レンジ 

▲横総は３年でも４年でも自分のスタイル

に合わせて卒業できる学校。この日、一足

先に３卒した生徒が専門学校の学生スタッ

フとして来校し、懐かしい仲間と再会する

という場面も。 

 

 
  



１１月  

国際理解教室 
最近、頻繁に耳にする「多文化共生」という言葉ですが、実際に何割程の人たちが多文化を身近に感じているでしょうか。２年次生で

は計１２ヶ国４１名の留学生をお招きし、小グループで留学生の国と日本の文化を介し合いながら交流を深めました。 

 
 

 

▲ケニアの国旗カラーで飾りを作ってお・

も・て・な・し！ 

▲ウェルカムボードをハートやリボンで飾

ったら、気持ちが伝わるかな。 

▲中国語版フルーツバスケットの準備。 

   

▲お迎えの準備。 ▲折り紙や百人一首を並べて・・・。 ▲今日のプログラムを書いたら、準備Ｏ

Ｋ！ 

   

▲各教室にウェルカムボード。 ▲グループごとの個性がでます。 ▲日本文化紹介は「折り紙すもう」。折った

力士ではっけよい!!ケニアでもやってね。 

   

▲英語が苦手でも、折り方は伝わります。 ▲まずはゲームでリラックス。 ▲笑いに国境なし！！(^O^) 



   

▲「日本紹介」手作りの福笑い。 ▲小グループで話が弾みます。でも、こん

なに身近に外国の方と話すのは初めて。 

▲私たちも改めて日本文化の意味を学び直

しました。 

   

▲日本の正月についてネパールの方に紹介します。一生懸命聞い

て下さりありがとうございます。 

▲「日本に来て困ったこと」「日本人、もっとこうしたら」とい

うインタビューとアドバイス。 

▲パキスタンにはきれいな所がたくさんあることを知りました。 

   

▲中国の授業時間は日本より長いそう

で・・・。 

▲ナイジェリアについて学びます。ゆっく

りと丁寧な英語で一生懸命紹介してくれま

した。 

▲英語は苦手だったけど、face to face なら

ちゃんと理解できることがわかりました。

記念撮影！！ 

  

 

▲グループでの活動を、翌週の総合学習の

時間に学年全体で発表してシェアました。 

▲「日本の良い所を改めて知りました。」「言

葉が少しわからなくても気持ちが大切。」

「もっと英語の勉強を頑張りたいと思っ

た。」「相手のｂ国について、もっと知りた

い！」といった感想があがりました。 

 

  



地域貢献活動 
この日は、おなじみ地域貢献活動。３年次生以上の生徒にとっては、もう慣れた活動です。Ⅰ部商店街の側溝清掃と観音橋の雑巾がけ。

Ⅱ部は大岡地区の地域清掃。Ⅲ部は駅頭マナー啓発活動。 

   

▲開店前の店舗の前で ▲観音橋の清掃 ▲けっこう汚れています 

   

▲楽しく掃除 ▲この季節は落ち葉がたくさん ▲とったどぉ～！ 

 

  

▲啓発活動も定着しました 
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