
現代社会を生き抜く
タフな若者を育てるために。

2015年5月

中高生とその保護者の皆様へ

ジェネリックスキル
講座のご紹介

育現場も、このような動きに対応して、与えられた問いに答える受動的な学

びから、自ら問いをたて自ら答えを求める能動的な学びへと大きく変わりつ

つあります。教えられたことを忠実に覚え、類題に答えるのではなく、問いそのものを見

いだし、他の人と共有し・表現し・議論することを通して、いろいろな見方・考え方に触

れることで、問いを解決し、さらに次の問いを見いだす。このような社会と直結する能

力は、中高生の段階から鍛える方が効果的です。

ローバル化が加速する現代は、あらゆることが目まぐるしく変化する時代で

す。情報が一瞬のうちに世界中を駆け巡り、世界のどこかで何かが起きる

やいなや自分の生活も一変し、産業や業界の盛衰もかつてないほどその激しさを増し

ています。一方、日本社会では、高齢化と人口減が進行して、社会として成熟していく

なかで、その活力を維持していくことの重要性が謳われています。

のような現代社会では、仕事が高度化・複雑化するにつれて、自ら課題を

発見し解決すること、チームで取り組み成果を出すことが、求められるように

なっています。かつて一般的であった「前例に従って」、「言われたとおりに」、「一人で

こつこつと」行うことで成果が得られる仕事は限られた世界のことと言えるでしょう。

　高校、大学、そして社会をタフに生き抜くために必要なものは何か。本格的な受験

勉強に突入する前に、それを知り、身につけることで、これからのさらなる飛躍につな

がれば幸いです。
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河合塾でしか学べない！！
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例.02

構想力
トレーニング
ペットボトル飲料の
新商品開発

テーマ別
ジェネリック
スキル講座

＃４ 総合演習
（90分×3限連続）

＃５ 総合演習
（90分×3限連続）

＃6 総合演習
（90分×3限連続）

聞くだけの学びから、
アクティブラーニングへ。
近年、大学、そして社会では「自ら考え行動すること」が

より一層必要とされています。「自ら考え行動すること」は、

“話す”“書く”“発表する”などの学習者の能動的な学び

（＝アクティブラーニング）で身につきます。

今求められる力、
ジェネリックスキル。
ジェネリックスキルとは、

高校や大学での学びをより深く、実りあるものに

するために欠かせない力です。また、社会でどんな

仕事についても必要となる力です。

Innovation.

情報
収集

実行

表現

構想

課題
発見

情報
分析

問題解決の
プロセス

必要な知識を取り込む

具体的な解法を考える

解答の
方向性を決める

正確に
解答する

文章や数値を
読み取る

確認し
学び続ける

ジェネリックスキル講座のしくみ! 月1回合計6回のトレーニングで成長を実感！ジェネリックスキルとは

POINT

01

Q.1 通常の授業とどう違うの？
グループワークなどを通じて体験的に学習します。また、正解

が一つではない課題にも取り組み、問題解決の手法を学習し

ます。

Q.3 教科の内容を
教えてくれるの？
直接、教科を学ぶ講座ではありません。各教科に通底する思

考法、日常生活でも求められる一生モノの問題解決能力をトレー

ニングします。

Q.5 講座を担当する講師は
どんな先生ですか？
ジェネリックスキルの研究開発に携わっている河合塾講師です。

大学や企業での実践経験も豊富です。

Q.2 人見知りなので、グループワークが
不安です…。
講師も適宜フォローしていきますので、心配せず、安心し

て受講してください。

Q.4 ある程度の学力は
必要ですか？
知識の量は問いません。他人の考えを参考にしながら自分の

視野を広げていきましょう。

河合塾 教育研究部

03-6811-5531 10:00～18:00
土・日・祝は休み

問い合わせ先

が知りたい

ジェネリックスキル講座の

Q A&ここ!
現代社会を生き抜く
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中高生とその保護者の皆様へ

ジェネリックスキル
講座のご紹介

知識 基盤社会に

移 行した現代 社会では、

学んだ知識を活用し、

新たな価値を生み出す能力が

必要とされています。

繰り返しトレーニングすることが必要です！

自分に必要な力を意識しながら何度もトレーニングすることで
スキルが向上します。

大学入試にも役立つ！

入試問題は単に知識を問うだけでなく、リテラシーも問う内容へと
変ぼうしつつあります。

大学入試でも社会の現実でも問

題解決のプロセスは同じです。情

報を取り込み、それを分析し、具体

的な解決策＝答えを考えていくと

いうプロセスです。こうしたプロセ

スとそれに必要な力を身につけれ

ば、生涯にわたって力強く生きてい

くことができます。

習得した知識を現実の
問題に活用することで
育てられます。

Generic
Skills

社会で活躍する人の多くは決して

一匹狼ではなく、他者を助け他者

に助けられながら、大きな成果をあ

げています。課題に取り組む態度・

姿勢のみならず、自分を信じ、他者

とよりよい関係を築く力が求められ

ているのです。

経験を振り返り、
意識して行動することで

育てられます。

自分と自分を取り巻く世界と
よりよい関係を築く力

コンピテンシー

Competency

知識を活用して
問題を解決する力

リテラシー

Literacy

中高生対象の学年混合の講座です。

POINT

03

学年が違う。学校が違う。そのような多様な中での
トレーニングが効果的だと考えています。

PROGテストで成長を
実感できます。
PROGテストは、ジェネリック
スキルをリテラシーとコンピテ
ンシーの2つの観点で測定・
評価します。

育現場も、このような動きに対応して、与えられた問いに答える受動的な学

びから、自ら問いをたて自ら答えを求める能動的な学びへと大きく変わりつ

つあります。教えられたことを忠実に覚え、類題に答えるのではなく、問いそのものを見

いだし、他の人と共有し・表現し・議論することを通して、いろいろな見方・考え方に触

れることで、問いを解決し、さらに次の問いを見いだす。このような社会と直結する能

力は、中高生の段階から鍛える方が効果的です。

ローバル化が加速する現代は、あらゆることが目まぐるしく変化する時代で

す。情報が一瞬のうちに世界中を駆け巡り、世界のどこかで何かが起きる

やいなや自分の生活も一変し、産業や業界の盛衰もかつてないほどその激しさを増し

ています。一方、日本社会では、高齢化と人口減が進行して、社会として成熟していく

なかで、その活力を維持していくことの重要性が謳われています。

のような現代社会では、仕事が高度化・複雑化するにつれて、自ら課題を

発見し解決すること、チームで取り組み成果を出すことが、求められるように

なっています。かつて一般的であった「前例に従って」、「言われたとおりに」、「一人で

こつこつと」行うことで成果が得られる仕事は限られた世界のことと言えるでしょう。

高校、大学、そして社会をタフに生き抜くために必要なものは何か。本格的な受験

勉強に突入する前に、それを知り、身につけることで、これからのさらなる飛躍につな

がれば幸いです。
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POINT

02
ジェネリックスキルを意識化し、トレーニングしていきます。

genericskills@kawai-juku.ac.jp

ジェネリックスキル講座をもっと詳しく
知りたい方はこちら
http://www.kawai-juku.ac.jp/generic-skills/

対課題基礎力
課題
発見力

計画
立案力 実践力

対人基礎力

親和力 協働力 統率力

対自己基礎力
感情
制御力

自信
創出力

行動
持続力

「講座受講⇔気づいたこと、身につけたことを普段の生活
や学習で実践」を繰り返すことでより効果が出てきます。

受講者の声

社会の役に立つ人になり

たいと願っている娘に、

ぴたりとあてはまる講座

でした！
（保護者 2014年度ガイダンス参加）

教科や専門科目の前に、

すべての基礎となるジェ

ネリックスキルについて

の話が聞け、その構造を

知ることができたのは大

きな収穫だったと思う。
（高１ 2013年度講座受講）

人見知りで自分の意見を

言うのは得意ではありま

せん。でも、やってみて

「楽しいな」と思えたの

で、それだけでも成長し

たなと思いました。
（高１ 2014年度講座受講）

前回は自分の意見ばかり

主張して他人の意見をき

ちんと聞くことができな

かったが、今回はその失

敗を活かし、しっかりと意

見交換ができた。
（高2 2014年度講座受講）

自分で考えたり、議論し

たりすることで構想が広

がりました。また、発表の

時に他のグループと考え

方が共有でき、さらに理

解が深まりました。
（高２ 2014年度講座受講）

親子ガイダンス

能力要素別
ジェネリック
スキル講座

＃１コンピテンシー編
（９０分×２限連続）

＃２リテラシー編①
（９０分×２限連続）

＃3 リテラシー編②
（９０分×２限連続）

基調講演とジェネリックスキル
講座のご案内（100分） 知る 無料

鍛える

社会の第一線で活躍されてい
る方の講演と簡単なワークを
通して体感します。

身近な課題をテーマに、ジェネリックスキ
ルの各能力要素を意識しながら、スキルを
磨いていきます。

ジェネリックスキルとは何か？

各3,000円（税込）

PROGテストで現状を把握する

PROGテストで成果を確認する

6～7月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

実践
する

「環境」「医療」「経済」「国際」などのさま
ざまな観点から現代社会における問題を
取り上げ、問題解決のプロセスに即して実
践的なトレーニングを重ねていきます。

どんなシーンで役に立つか？

各4,000円（税込）

河合塾ホームページ
http://www.kawai-juku.ac.jp/generic-skills/

知識を活かし、協働しながら問題を解決することで、学びが「深化×進化」します。

例.01

情報分析力・
課題発見力
トレーニング
遺伝子組み換え

作物

ジェネリックスキル

2015年度

各回の講座のご案内について

以下のURL、もしくは右のQRコードよりメールアドレ
ス（保護者様のものでもかまいません）をご登録いただ
ければ、メールでご案内いたします。

http://www.kawai-juku.ac.jp/generic-skills/ml/

河合塾公式の
LINE
http://www.kawai-juku.ac.jp/line.html

河合塾公式の
Facebook
https://www.facebook.com/kawaijuku

グループワークを中心とした
アクティブラーニング型授業です。

個人で
考える

STEP.01

表やグラフ、文章から
必要な情報を読み取り
ます。

思いつくかぎりのアイデ
アを書き出してみます。

例.01

例.02

グループで
考える

STEP.02

情報をグループで共有
し、現状や問題点を整
理します。

アイデアを整理しなが
ら、商品のイメージを共
有します。

例.01

例.02

考えを
まとめる

STEP.03

整理した内容をもとに遺
伝子組み換え作物に関
する課題をまとめます。

ペットボトルのデザイン
や大きさ、中身、特徴な
どをまとめます。

例.01

例.02

振り返る

STEP.05

講師からのアドバイス

を受け、何を学び取っ

たのかを確認します。

「振り返りシート」に自

らの「気づき」を記入す

ることで、より深い学び

につなげていきます。

発表する、
レポートを
書く

STEP.04

メール（別途ご登録いただく必要があります）や、河合塾ホーム
ページなどで、講座のご案内をいたします。

メールでのご案内

詳しくは以下よりご確認ください。

河合塾でしか学べない！！

メールアドレスのご登録はこちら

※会場によって実施回数が異なる場合があります。

●MEPLO渋谷教室
●新宿校
●横浜校グリーンアカデミー館

●学伸館 下北沢教室
●大阪校医進館

2015年度 実施会場

ジェネリックスキル講座

ジェネリックスキルとは、社会で求め
られる汎用的な能力・態度・志向のこ
とで、河合塾ではリテラシーとコンピテ
ンシーの2つに分けて捉えています。
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