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データが示すデ タが示す
子どもたち・若者たちの今子 も ち 若者 ち 今

中高生の悩み中高生の悩み



その結果 大学生は「出口」で慌てるその結果、大学生は「出口」で慌てる

大学卒業後の進路（就職、大学院進学等を含む）の検討状況(%)

1年生 2年生 3年生 4年生

進路が決定（内定）している 0.8 1.2 3.0 67.2 

進路が内定しているが、第一志望ではないので、準備・活動中
である

1.1 0.4 1.6 4.4 

希望進路の実現に向けて準備・活動中である 20.0 26.3 60.8 18.6 

現在検討中である 41.6 49.5 28.6 8.0 

まだ何も考えていない 36.6 22.7 6.0 1.9 

大学卒業後の進路を考え始めた時期（大学4年生）(%)

中学生以前 高校1・2年生頃
高校3年・

大学1・2年生の頃 大学3年生頃 大学4年生頃中学生以前 高校1・2年生頃
浪人生の頃

大学1・2年生の頃 大学3年生頃 大学4年生頃

6.8 5.9 6.7 17.6 47.2 15.8 

《出典》Benesse 教育研究開発センター『大学生の学習・生活に関する意識・実態調査』2009

学びの意味が見えない子どもたち学びの意味が見えない子どもたち

IEA・ The Trends in Mathematics and Science StudyIEA The Trends in Mathematics and Science Study 
(TIMSS)小学4年生・中学2年生対象

国際教育到達度評価学会（ＩＥＡ）

国際数学・理科教育調査国際数学・理科教育調査
The Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS)The Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS)The Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS)The Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS)
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TIMSS 2007が示すものTIMSS 2007が示すもの



PISA 2003・PISA 2006が示すものPISA 2003・PISA 2006が示すもの

OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）OECD・ 生徒の学習到達度調査（PISA）

高校１年生対象
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日本の教育の本当の危機日本の教育の本当の危機

学びに対する興味関心の希薄さ学びに対する興味関心の希薄さ

将来との関連性の見えないままでの学び

受験終了後に剥落する「知」の危険性
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高校生の働くことに関する「気がかり」高校生の働くことに関する「気がかり」

高校中退理由が示すもの高校中退理由が示すもの 早期離職が示すもの早期離職が示すもの

資料出所：厚生労働省職業安定局による調査

資料出所：東京経営者協会「平成21年3月新規高校卒業予定者の採用に関するアンケート調査」



学生の相談内容が示すもの学生の相談内容が示すもの

まずは「大きな流れ」を知ろう

平成11年 中教審答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」

キャリア教育を小学校から段階的に実施する必要があるキャリア教育を小学校から段階的に実施する必要がある

平成15年 「若者自立・挑戦プラン」

平成18年 教育基本法改正

」

平成 年 教育 本法改

第２条（教育の目標）第２号
……職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと

平成20年～21年 小中高等学校等
学習指導要領改訂

平成20年 教育振興基本計画

小学校段階からのキャリア教

平成22年2月 大学設置基準改正

小学校段階からのキャリア教
育を推進する

第42条の2 大学は，当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ，

学生が卒業後自らの資質を向上させ，社会的及び職業的自立を図る
ために必要な能力を 教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うこ

改

19

ために必要な能力を，教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うこ
とができるよう，大学内の組織間の有機的な連携を図り，適切な体制
を整えるものとすること。

教育振興基本計画( 成 年 月 閣議決定)教育振興基本計画(平成20年7月1日閣議決定)

今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

子どもたちの勤労観や社会性を養い，将来の職業や生き子どもたちの勤労観や社会性を養い，将来の職業や生き
方についての自覚に資するよう，経済団体，ＰＴＡ，ＮＰＯ
などの協力を得て，関係府省の連携により，小学校段階

教育を推進す 特 学校をからのキャリア教育を推進する。特に，中学校を中心とし
た職場体験活動や，普通科高等学校におけるキャリア教
育を推進する育を推進する。

特に重点的に取り組むべき事項

（３）で述べた今後５年間に取り組むべき施策の中でも とりわけ以下（３）で述べた今後５年間に取り組むべき施策の中でも，とりわけ以下
の事項については，特に重点的な取組を推進する。

• キャリア教育や専門高校における職業教育の推進（学校を中心
とした職場体験活動をはじめ キ リア教育を推進する）とした職場体験活動をはじめ，キャリア教育を推進する）



中央教育審議会の最新動向中央教育審議会の最新動向

キャリア教育・職業教育特別部会

平成20年12月24日 設置

平成21年7月30日 第一次審議経過報告

平成22年5月17日 第二次審議経過報告平成 年 月 日 第 次審議経過報告

平成22年度中（今冬） 答申予定

新しい学習指導要領における
キャリア教育の位置付けキャリア教育の位置付け
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学習指導要領改訂までの経緯学習指導要領改訂までの経緯

平成17年2月 学習指導要領の見直しに着手（大臣からの要請）平成17年2月 学習指導要領の見直しに着手（大臣からの要請）

平成18年12月 教育基本法改正

平成19年 6月 学校教育法改正平成19年 6月 学校教育法改正

平成19年11月7日 中央教育審議会教育課程部会「審議のまとめ」

平成20年1月17日 中央教育審議会「答申」平成 年 月 中央教育審議会 答申」

平成20年3月28日 幼・小・中学校学習指導要領改訂

平成20年7月1日 教育振興基本計画 閣議決定

23平成21年3月9日 高等学校/特別支援学校学習指導要領改訂

中央教育審議会答申における
キャリア教育

学習指導要領改訂の基本的考え方学習指導要領改訂の基本的考え方

(p.22)



中央教育審議会答申における
キャリア教育

学習意欲の向上や学習習慣の確立のための四つ
の観点（抜粋）

(pp.26‐27)

中央教育審議会答申における
キャリア教育

社会の変化への対応の観点から教科等を横断して
改善すべき事項

(続く)

中央教育審議会答申が
求めるもの

新学習指導要領の柱の一つ：体験活動の充実

(続く)

中央教育審議会答申が
求めるもの

新学習指導要領の柱の一つ：体験活動の充実（続き）

(p.61)



小・中学校 改正通知小・中学校 改正通知

１９文科初第１３５７号 平成２０年３月２８日

文部科学事務次官 銭谷眞美

1.改正の概要

（１）幼稚園 小学校及び中学校の教育課程の基準の改善の基本的な考え方（１）幼稚園、小学校及び中学校の教育課程の基準の改善の基本的な考え方

② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること

• 各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動（中学校にあっては外
国語活動を除く ）（以下「各教科等」という ）において 基礎的・基本的な知識・技能の国語活動を除く。）（以下「各教科等」という。）において、基礎的・基本的な知識・技能の
習得を重視した上で、観察・実験やレポートの作成、論述など知識・技能の活用を図る
学習活動を充実し、思考力・判断力・表現力等の育成を重視したこと。

• あらゆる学習の基盤となる言語に関する能力について、国語科のみならず、各教科等
においてその育成を重視したことにおいてその育成を重視したこと。

• これらの学習を充実するため、国語、社会、算数・数学、理科及び外国語等の授業時
数を増加したこと。

• これらの学習や勤労観・職業観を育てるためのキャリア教育などを通じ、学習意欲を向
上するとともに、学習習慣の確立を図るものとしたこと。

（４）小・中学校における主な改善事項

⑤ 体験活動の充実

• 児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむため、その発達の段階に応じ、集団宿泊
活動や自然体験活動（小学校）、職場体験活動（中学校）を重点的に推進することとし
たこと。

高等学校 改正通知高等学校 改正通知
２０文科初第１３１２号 平成２ １ 年３ 月９ 日

文部科学事務次官 銭谷眞美

1 改正の概要1.改正の概要

（１）高等学校の教育課程の基準の改善の基本的な考え方

② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること

• 各教科 総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各教科等」という ）において 基礎• 各教科、総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各教科等」という。）において、基礎
的・基本的な知識・技能の習得を重視した上で、観察・実験やレポートの作成、論述な
ど知識・技能の活用を図る学習活動を充実し、思考力・判断力・表現力等の育成を重視
したこと。

あらゆる学習の基盤となる言語に関する能力について 国語科のみならず 各教科等• あらゆる学習の基盤となる言語に関する能力について、国語科のみならず、各教科等
においてその育成を重視したこと。

• これらの学習や勤労観・職業観を育てるためのキャリア教育などを通じ、学習意欲を向
上するとともに、学習習慣の確立を図るものとしたこと。

（２）主な改善事項

⑦体験活動の充実

• ボランティア活動などの社会奉仕体験に関する活動や就業体験に関する活動の充実を
図 たこと図ったこと。

高等学校学習指導要領総則：

生徒が自己の在り方生き方を考え 主体的に進路を選択することができるよ生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選択することができるよ
う，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行い，キャリ

ア教育を推進すること。（第５款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項）

教育振興基本計画のインパクト教育振興基本計画のインパクト

【平成20年3月】【平成 年 月】

小学校・中学校学習指導要領改訂

【平成20年7月】

教育振興基本計画の閣議決定

【平成21年3月】

高等学校学習指導要領改訂高等学校学習指導要領改訂

新学習指導要領 総則新学習指導要領 総則

【小学校】 2（4）各教科等の指導に当たっては，児童が学習の見通しを立

てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工
夫すること。 （5）各教科等の指導に当たっては 児童が学習課題や活夫すること。 （5）各教科等の指導に当たっては，児童が学習課題や活

動を選択したり，自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工
夫すること。 （第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項）

【中学校】2 （4）生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択すること【中学校】2 （4）生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択すること

ができるよう，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導
を行うこと。（第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項）

【高等学校】5（4） 生徒が自己の在り方生き方を考え 主体的に進路を選

教育振興基本計画 “キャリア教育を推進する”

【高等学校】5（4） 生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選

択することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な
進路指導を行い，キャリア教育を推進すること。（第５款 教育課程の編成・実
施 た 慮す き事施に当たって配慮すべき事項）

32



今年度中に発行予定

ご参考：最新出版情報ご参考：最新出版情報

650円（税込） 2100円（税込）650円（税込）
東京書籍

2100円（税込）
実業之日本社

キャリア教育・職業教育特別部会キャリア教育・職業教育特別部会
第二次審議経過報告のポイント



１．キャリア教育とは何か
【社会的・職業的自立に向けて必要となる力を育てる】【社会的・職業的自立に向けて必要となる力を育てる】

37

キャリア教育の「キャリア」とは？キャリア教育の「キャリア」とは？

人は、他者や社会とのかかわりの中で、職業人、家庭人、地域社会の一員など、様々な
役割を担いながら生きている。これらの役割は、生涯という時間的な流れの中で変化しつつ
積み重なり、つながっていくものである。また、このような役割の中には、所属する集団や組
織から与えられたものや日常生活の中で特に意識せず習慣的に行っているものもあるが、
人はこれらを含めた様々な役割の関係や価値を自ら判断し、取捨選択や創造を重ねながら
取り組んでいる。

人は、このような自分の役割を果たして活動すること、つまり「働くこと」を通して、人や社
会にかかわることになり、そのかかわり方の違いが「自分らしい生き方」となっていくもので
ある。

う が 生 中 様 な役割を果たす 程 自ら 役割 価値 自分と

中央教育審議会 キャリア教育・職業教育特別部会 「第二次審議経過報告書」 2010 p.15

このように、人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と
役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ねが、「キャリア」の意味するところである。

キャリア教育と進路指導キャリア教育と進路指導

キャリア教育（キャリア教育・職業教育特別部会 第二次審議経過報告 H22）キャリア教育（キャリア教育・職業教育特別部会 第二次審議経過報告 H22）

– 一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる
能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育

進路指導（キャリア教育・職業教育特別部会 第二次審議経過報告 H22）進路指導（キャリア教育 職業教育特別部会 第二次審議経過報告 H22）

• 進路指導は、本来、生徒の個人資料、進路情報、啓発的経験及び相談を通じて、生徒が自ら
、将来の進路選択・計画をし、就職又は進学をして、更にその後の生活によりよく適応し、進
歩する能力を伸長するように、教師が組織的・継続的に指導・援助する過程であり、どのよう
な人間になり どう生きていくことが望ましいのかとい た長期的展望に立 た人間形成を目な人間になり、どう生きていくことが望ましいのかといった長期的展望に立った人間形成を目
指す教育活動である。

– このような進路指導のねらいはキャリア教育のめざすところとほ
ぼ同じぼ同じ

– 【参考】定義・概念としては、キャリア教育との間に大きな差異は
見られず、進路指導の取組はキャリア教育の中核をなすというこ
とができる（キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書 H16）

進路指導とは何か進路指導とは何か

進路指導が目指してきたもの
『進路指導の手引－個別指導編』より

進路指導は、卒業時の進路をどう選択するかを含めて、
さらにどういう人間になり、どう生きていくことが望ましい
のかといった長期的展望に立っての人間形成をめざす教のかといった長期的展望に立っての人間形成をめざす教
育活動である。

進路指導は、個々の生徒に、自分の将来をどう生きるこ進路指導は、個 の生徒に、自分の将来をどう生きる
とが喜びであるかを感得させなければならないし、生徒各
自が納得できる人生の生き方を指導することが大切であ
るる。

中学 高校 キャリア教育キャリア教育

進路指導



勤労観・職業観とキャリア教育勤労観・職業観とキャリア教育
中央教育審議会「初等中等教育と高等教育との接続の改善について（答
申）」（平成１１年）では、キャリア教育を「望ましい職業観・勤労観及び職
業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、自己の個性を理解し
、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育」であるとし、進路を、主体的に進路を選択する能力 態度を育てる教育」であるとし、進路を
選択することにより重点が置かれていると解釈された。

また、キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書（
平成１６年）では キャリア教育を「『キャリア』概念に基づき『児童生徒平成１６年）では、キャリア教育を「『キャリア』概念に基づき『児童生徒一
人一人のキャリア発達を支援し、それぞれにふさわしいキャリアを形成し
ていくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育』」ととらえ、「端的に
は と う限定付きながら「勤労観 職業観を育 る教育 とした ともありは」という限定付きながら「勤労観、職業観を育てる教育」としたこともあり
、勤労観・職業観の育成のみに焦点が絞られてしまい、現時点において
は社会的・職業的自立のために必要な能力の育成がやや軽視されてし
まっていることが課題として生じている。（p.16脚注）

キャリア教育＝一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要キャリア教育 人 人の社会的 職業的自立に向け、必要
な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を
促す教育

勤労観・職業観とキャリア教育勤労観・職業観とキャリア教育

働くことや職業に対する理解の不足や安易な考え方など、若
者の勤労観・職業観等の価値観が十分に形成されていない

とが指摘され る 自ら 生 中 「働く と どれことが指摘されている。自らの人生の中で「働くこと」にどれ
だけの重要性や意味を持たせるのかは、最終的に自分で決
めることである その決定の際に中心となる勤労観・職業観めることである。その決定の際に中心となる勤労観・職業観
も、様々な学習や体験を通じて自らが考えていく中で形成・
確立される

（中略）このようなことを踏まえ、後期中等教育修了までに、
生涯にわたる多様なキャリア形成に共通した能力・態度を身
に付けさせることと併せて、これらの育成を通じて価値観、と
りわけ勤労観・職業観を自ら形成・確立できる子ども・若者の
育成を キャリア教育の視点から見た場合の目標としたい育成を、キャリア教育の視点から見た場合の目標としたい。
(p.28‐p.29)

２．キャリア教育推進のための方策
【各学校段階共通の方策の提示】【各学校段階共通の方策の提示】
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基本となる六つの方策基本となる六つの方策

1. 各学校におけるキャリア教育に関する方針の
明確化明確化

2. 各学校の教育課程への位置付け

3. 多様で幅広い他者との人間関係の形成

4 社会や経済の仕組みなどについての理解の4. 社会や経済の仕組みなどについての理解の
促進

体験的な学 動 効 的な5. 体験的な学習活動の効果的な活用

6 キャリア教育における学習状況の振り返りと6. キャリア教育における学習状況の振り返りと、
教育活動の評価・改善の実施 （p.29‐p.35）



基本となる六つの方策（一部抜粋）基本となる六つの方策（ 部抜粋）

1. 各学校におけるキャリア教育に関する方針の明確化1. 各学校におけるキャリア教育に関する方針の明確化
• 初等中等教育段階では、キャリア教育の全体計画やそれを具体化

した年間指導計画を作成している学校が少ないという指摘があり、
子どもの発達段階に応じた課題や、それぞれの地域や学校の実子どもの発達段階に応じた課題や、それぞれの地域や学校の実
態等を踏まえ、キャリア教育の指導計画を作成することが必要であ
る。

2. 各学校の教育課程への位置付け
• ここで留意すべきは、キャリア教育はそれぞれの学校段階で行っ

ている教科・科目等の教育活動全体を通じて取り組むものであり、
単に特定の活動のみを実施すればよいということや、新たな活動
を単に追加すればよいということではないということである。（中略）
また 各教科等における取組は 単独の活動だけでは効果的な教また、各教科等における取組は、単独の活動だけでは効果的な教
育活動にはならず、取組の一つ一つについて、その内容を振り返
り、相互の関係を把握したり、それを切に結びつけたりしながら、よ
り深い理解へと導くような取組も併せて必要である。さらに、各教科り深い理解 と導くような取組も併せて必要である。さらに、各教科
等における取組だけでは不足する内容を把握し、その内容を付け
加えていく取組も必要である。

基本となる六つの方策（一部抜粋）基本となる六つの方策（ 部抜粋）

3. 多様で幅広い他者との人間関係の形成
• 「人間関係」を理由に離職する者が少なくないことや、自分でも

実現できそうな身近なモデルがいないと考えている者がいるこ実現できそうな身近なモデルがいないと考えている者がいるこ
となど、人間関係をめぐる課題は多い。（中略）また、このような
場や機会を設けるに当たっては、地域社会やＮＰＯ（Non Profit
Organization）等の学校外の教育資源と連携・協力していくことOrganization）等の学校外の教育資源と連携 協力していくこと
が不可欠である。

4 社会や経済の仕組みなどについての理解の促進4. 社会や経済の仕組みなどについての理解の促進
• 今日の社会が分業によって相互に支え合って成り立っていると

いった社会・経済・雇用などの基本的な仕組みについての知識社会 経済 雇用 本 仕組 識
や、税金・社会保険・年金や労働者としての権利・義務などの社
会人・職業人として必ず必要な知識、男女共同参画社会の意義
や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の重要性など、
キャリアを積み上げていく上で最低限必要な知識について 自キャリアを積み上げていく上で最低限必要な知識について、自
らの将来にかかわることとして理解させることが必要である。

基本となる六つの方策（一部抜粋）基本となる六つの方策（ 部抜粋）

5 体験的な学習活動の効果的な活用5. 体験的な学習活動の効果的な活用
• 子ども・若者の発達段階を考慮すると、各学校段階における体験

的な学習活動の意義や内容は異なってくるものと考えられる。例え
ば 中学生の時期に行う職場体験活動は ある職業や仕事を暫定ば、中学生の時期に行う職場体験活動は、ある職業や仕事を暫定
的な窓口としながら職業や仕事を知ると同時に、働く人の実際の生
活に触れて社会の現実に迫ることが中心的な課題となると考えら
れる。また、このような中学生の体験を踏まえて行う高等学校等のれる。また、このような中学生の体験を踏まえて行う高等学校等の
生徒による就業体験活動は、将来進む可能性のある仕事や職業
に関連する活動をいわば試行的に体験することにより、それを手
掛かりに社会人・職業人への移行準備を行うことが、中心的な課
題となると思われる題となると思われる。

6. キャリア教育における学習状況の振り返りと、教育活
動の評価 改善の実施動の評価・改善の実施

• キャリア教育の実践が、各機関の理念や目的、教育目標を達成し
、より効果的な活動となるためには、各学校における到達目標とそ
れを具体化した教育プログラムの評価の項目を定め、その項目に
基づいた評価を適切に行い、具体的な教育活動の改善につなげて
いくことが重要である。

３．基礎的・汎用的能力の提示
【各学校での目標設定のたたき台として】
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一貫した能力論への展開貫した能力論への展開

考 進路【参考】進路指導をめぐる言説にかつて強くみ
られた情緒性

＝本質的な重要性を覆い隠す「耳あたり」の良さ

進路指導は、紹介・斡旋であるというように長い間考えら
れてきた。最近は、学校が行う進路指導は単なる斡旋で
はなく 教育そのものであると考えられるようになってきてはなく、教育そのものであると考えられるようになってきて
いる。

進路指導は、個々の生徒に、自分の将来をどう生きるこ進路指導は、個々の生徒に、自分の将来をどう生きるこ
とが喜びであるかを感得させなければならないし、生徒各
自が納得できる人生の生き方を指導することが大切であ
るる。

『進路指導の手引－個別指導編』
49

一貫した能力論への展開貫した能力論への展開

生き方は「指導」できるか

たった３年（当然 されど３年）のつきあいの中でたった３年（当然、されど３年）のつきあいの中で
の「生き方の指導」

人生８０年時代の生き方を感得させることの実現人生８０年時代の生き方を感得させることの実現
可能性

代 おける「生き方 指導 とは10代における「生き方の指導」とは

「雲をつかむようなきれい事」のままでは、雲を かむようなきれい事」のままでは、
PDCAすら成立しない 大局的理念としての

価値は明白

50

価値は明白

しかし、実践を導く具体的目
標としては、機能しないまま

「４領域８能力」論の登場「４領域８能力」論の登場
将来設計能力に限定されない広がり

51
キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議『報告書－児童生徒一人一人の勤労観，職業観を育てるために－』参考１

本来は「たたき台」のはずだった本来は「たたき台」のはずだった
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これまでに提言された各種能力の特徴と課題

「人間力」「社会人基礎力」「就職基礎能力」等の能力 ←主に大学生を想定

就職への移行期（主に若手社会人）という特定の時点に求められる基礎
的な力に焦点を当て、それをわかりやすく提示。 など

特徴

特定の時点以降のキャリア形成という点には十分な関心が払われていな
い。 など

課題

「キャリア発達にかかわる諸能力（例）」 ←いわゆる「4領域8能力」

進路選択や進路決定を念頭に「育成」「発達」という観点が明確に提示さ
れている。 など

特徴

課題 この能力は「進路指導」を念頭に高等学校卒業までを想定しているため、
産業界との共通言語となりえていない また 提示されている能力は例示
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産業界との共通言語となりえていない。また、提示されている能力は例示
にもかかわらず、現場では固定的にとらえている場合が多い。 など

0% 50% 100%

資料：東京商工会議所「 2010年新卒者等採用動向調査」
(平成22年4月）
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基礎的・汎用的能力は 分野や職種にかかわらず 社会的・職業的に自立するため

「基礎的・汎用的能力」とは何か？

基礎的・汎用的能力は、分野や職種にかかわらず、社会的・職業的に自立するため
に必要な基盤となる能力と整理

人間関係形成・社会形成能力 自己理解・自己管理能力 課題対応能力 キャリアプランニング能力

多様な他者の考えや立場を理

解し、相手の意見を聴いて自

自分が「できること」「意義を感

じること」「したいこと」につい

仕事を進める上での様々な課

題を発見・分析し、適切な計画

を立ててその課題を処理し 解

「働くこと」を担う意義を理解

し、自らが果たすべき様々な立

分の考えを正確に伝えること

ができるとともに、自分の置か

れている状況を受け止め、役割

を果たしつつ他者と協力・協働

て、社会との相互関係を保ち

つつ、今後の自分自身の可能

性を含めた肯定的な理解に基

づき主体的に行動すると同時

を立ててその課題を処理し、解

決することができる力
場や役割との関連を踏まえて

「働くこと」を位置付け、多様な

生き方に関する様々な情報を

適切に取捨選択・活用しながを果たし 他者 協力 協働

して社会に参画し、今後の社

会を積極的に形成することが

できる力

き主体的 行動する 同時

に、自らの思考や感情を律し、

かつ、今後の成長のために進

んで学ぼうとする力

適切 取捨選択 活用しな

ら、自ら主体的に判断してキャ

リアを形成していく力

○ 社会人・職業人に必要とされる基礎的な能力と、学校教育で育成している能力との接点を確認

し これらの能力育成をキャリア教育の視点に取り込んでいくことは 学校と社会 職業との接続し、これらの能力育成をキャリア教育の視点に取り込んでいくことは、学校と社会・職業との接続

を考える上で意義

○ 具体的内容については、「仕事に就くこと」に焦点を当て、実際の行動として表れる観点から整理
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○ これらの能力は、包括的な能力概念であり、必要な要素をできるだけ分かりやすく提示する観点

から整理

これまでの蓄積を生かした実践をこれまでの蓄積を生かした実践を

自他の理解能力
自己理解を深め、他者の様々な個性を
理解し、互いに認め合うことを大切にして

人間関係
形成能力

コミュニケーション能力

解 、 認 う を
行動していく能力

多様な集団・組織の中で、コミュニケー
ションや豊かな人間関係を築きながら、
自己の成長を果たしていく能力

人間関係形成・社会形成能力

情報活用
能力

情報収集・探索能力

職業理解能力

進路や職業等に関する様々な情報を探索
するとともに、必要な情報を選択・活用し、
自己の進路や生き方を考えていく能力

様々な体験等を通して、学校で学ぶこと
と社会 職業生活と 関連や 今 なけ

自己理解・自己管理能力職業理解能力 と社会・職業生活との関連や、今しなけ
ればならないことなどを理解していく能力

役割把握・認識能力
生活・仕事上の多様な役割や意義及び
その関連等を理解し、自己の果たすべき

自己理解 自己管理能力

将来設計
能力

計画実行能力

そ 関 等を 解 、 果 す
役割等についての認識を深めていく能力

多様な集団・組織の中で、コミュニケー
ションや豊かな人間関係を築きながら、
自己の成長を果たしていく能力

課題対応能力

意思決定
能力

選択能力

課題解決能力

目標とすべき将来の生き方や進路を考
え、それを実現するための進路計画を立
て、実際の選択行動等で実行していく能
力

意志決定に伴う責任を受け入れ、選択結果に適
応するととも 希望する進路 実現 向け 自

キャリアプランニング能力

課題解決能力 応するとともに、希望する進路の実現に向け、自
ら課題を設定してその解決に取り組む能力

あわてずに 着実な移行をあわてずに、着実な移行を

「新たな課題がまた降って湧いた」は誤解

これまでの蓄積を生かすことが何より重要これまでの蓄積を生かすことが何より重要

これまでの誤解を脱し、実践のバージョンアップ
を図るチャンスとして生かすを図るチャンスとして生かす

• 4領域8能力も「例」

「基礎的 汎用的能力 も• 「基礎的・汎用的能力」も

• どのようなまとまりで、どの程度身に付けさせるのかは、学校
や地域の特色や子どもの発達段階によって異なるや地域の特色や子どもの発達段階によって異なる

• 各学校では、これらの能力を参考にしつつ、それぞれの課題
を踏まえて具体の能力を設定し、工夫された教育を通じて達
成する成する

では 具体的にどうするかでは、具体的にどうするか
－基礎編 高等学校編－
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１ 全体計画・年間指導計画を１．全体計画・年間指導計画を
見直そう見直そう

入試や就職試験の
突破をねらうことは当然

それのみに焦点がしぼられていないかどうかの点
検が不可欠

「進路指導」 「キャリア教育」のいずれも、合格のための指導にとど
まるものではない。

「キャリア教育の全体計画」の形式だけを整えること
は比較的たやすいは比較的たやすい

インターネットで検索すれば、ほんの数秒でたくさんの事例が手に入
る。ほんの少し手を入れれば形は整う。る。ほんの少し手を入れれば形は整う。

ポイントは「先生方の納得感」を伴う計画立案先 方 納得感」を伴う計画 案
人は多様な方法で納得する。納得させる方法も一つではない。

中核となる人の「腕の見せ所」

まずは、現状の把握から
そして、ゴール設定へ

「雲を かむ うな表現 はゴ

目指す姿

どのような力をつけさせたいのか「雲をつかむような表現」ではゴールの
共通理解はできない

例「たくましく未来を切り拓く力の育成」

目指す姿
生徒の望ましい変容「○○ができるようになる」「○○と実感

できるようになる」「○○に関する自信や

←差＝課題

できるようになる」「○○に関する自信や
確信が得られるようになる」等々の具体
化

現状

←差＝課題

現状
生徒の現在の様子

全体計画
63

生徒の「今」に付随する何らかの欠け・不足
全体計画

ゴール設定をどうするかゴール設定をどうするか

ゼロからの議論は、往々にして不毛に終わる

議論のきっかけとなり 議論の拡散をふせぐ「既議論のきっかけとなり、議論の拡散をふせぐ「既
存の枠」を活用しよう

• これまで＝4領域8能力• これまで＝4領域8能力

• これから＝基礎的・汎用的能力

その際、これまで多くの学校がはまってしまった
「落とし穴」に注意を払おう「落とし穴」に注意を払おう

• 4領域8能力は「例」＝金科玉条ではない

• 基礎的・汎用的能力＝例ではない。しかし、身につけ
させる具体的な力は、学校で考えるべきもの



ゴール設定をどうするかゴール設定をどうするか

文学的な美辞麗句でもOK
全体計画の目標欄のスペースは限られている全体計画の目標欄のスペ スは限られている

しかし、美辞麗句単独では、「あってもなくても
じ 結果を生 かねな同じ」結果を生みかねない

例：たくましく未来を切り拓く力の育成を り拓 育成

• どのような具体的な力が身についたことを想定して、

「たくましく未来を切り拓く力が身に付いた」と言ってい
るのか。ここまでを全教員で共有しないと意味を持た
ない。

身につけさせるべき力の具体化は、後々の評価
の際にも大いに役立つ。

常に頭に置くべきこと常に頭に置くべきこと

各学校の教育課程への位置付け（再掲）

ここで留意すべきは、キャリア教育はそれぞれの学校段階で留意す きは、キャリア教育はそれぞれの学校段階
で行っている教科・科目等の教育活動全体を通じて取り組
むものであり、単に特定の活動のみを実施すればよいと

う 新 な を単 追 すれば ういうことや、新たな活動を単に追加すればよいということで
はないということである。（中略）また、各教科等における
取組は 単独の活動だけでは効果的な教育活動にはなら取組は、単独の活動だけでは効果的な教育活動にはなら
ず、取組の一つ一つについて、その内容を振り返り、相互
の関係を把握したり、それを切に結びつけたりしながら、よの関係を把握したり、それを切 結び けたりしながら、よ
り深い理解へと導くような取組も併せて必要である。さらに
、各教科等における取組だけでは不足する内容を把握し、
その内容を付け加えていく取組も必要であるその内容を付け加えていく取組も必要である。
（中教審 キャリア教育・職業教育特別部会 第二次審議経過報告）

全体計画を立てよう全体計画を立てよう

全ての教育活動を通して実践するキャリア教育

しかし、キャリア教育の「断片」を数多く提供すれば
良い という単純なものではない良い、という単純なものではない

• 断片にすらならない「備考欄への書き込みだけ」は論外

「断片 を無数に提供しても 生徒にに それらを統「断片」を無数に提供しても、生徒にに、それらを統
合して全体像をとらえるだけの力はないことを常に
念頭に置く念頭に置く

• 提供する側が、意図的に体系を設定し、その体系を意識
し 実践し それを子どもたちに明示的に伝えてこそしつつ実践し、それを子どもたちに明示的に伝えてこそ、
計画的・系統的なキャリア教育になる。

全体計画を立てよう全体計画を立てよう

ず 時 プ グまずは、手間や時間のかかっているプログラ
ム、目玉となっているイベントを軸に考える

これって、何のためにやっているんだっけ？

ゴール（身につけさせたい力）に対して、どういう意味があル（身 けさせた 力） 対して、どう う意味があ
るんだっけ？

• それぞれの意味や意義は子どもたちにも「腹におちる」レベルま
で伝えてあるか その視点を生かせるような事前 事後の働きで伝えてあるか？ その視点を生かせるような事前・事後の働き
かけは十分か？

なぜ、この時期にやっているんだっけ？

時期や順序を変えるとより良くなるものはないかな？時期や順序を変えるとより良くなるものはないかな？

• これまで変えてこなかったのはなぜか？ 今もその理由は変わら
ないままか？



計画・実践と評価の一体化を計画・実践と評価の 体化を

評価の基本＝ゴールにどれだけ近づいたか

その学校におけるキャリア教育のゴールが「ふんその学校におけるキャリア教育のゴールが「ふん
わり、雲をつかむような」状態であれば、評価は「
ありきたりの項目で 適当にお茶を濁す」しかなありきたりの項目で、適当にお茶を濁す」しかな
いし、評価の結果についても、「ふーん、そうなん
だ」と受け流すことになるだ」と受け流すことになる

活動ごとに、「ねらうべきもの」を定めていなけれ
ば 評価をしても 結局は「ふ ん そうなんだ」ば、評価をしても、結局は「ふーん、そうなんだ」
に終わる

２ 一つ一つの実践を２． つ つの実践を
丁寧にやろう寧 や う

学生の相談内容が示すもの（再掲）学生の相談内容が示すもの（再掲） 人間関係づくりは社会生活の基本人間関係づくりは社会生活の基本

人間関係の形成は、社会とのかかわりの中
で生活し 仕事をしていく上で基礎となるもので生活し、仕事をしていく上で基礎となるもの

特に、価値の多様化が進む現代社会においては、性別、
年齢 個性 価値観等の多様な人材が活躍しており 様年齢、個性、価値観等の多様な人材が活躍しており、様
々な他者を認めつつ、それらと協働していく力が必要

特別活動の出番
よりよい人間関係を築く力、集団の一員としてよりよい生
活づくりに参画する態度の育成の重視

体験活動や話合い活動、異年齢集団による活動、ピアサ
ポートの機会等の充実



中教審の期待中教審の期待 中教審の期待中教審の期待

中教審の期待中教審の期待 高校インターンシップのねらい高校インターンシップのねらい

高等学校向けパンフレットより



中学校における職場体験活動の課題

中学校における職場体験活動の課題としては 「受入先の開拓や連絡」を挙げる学校が約７４％中学校における職場体験活動の課題としては、「受入先の開拓や連絡」を挙げる学校が約７４％
を占めており、円滑に実施するための条件整備を図ることが求められている。

0 20 40 60 80
％

28.1

40.1

73.7

教職員の負担

体験時間・日数の確保

受け入れ先の開拓や連絡

16 4

21.9

24.1

安全面への配慮

職場体験のねらいの明確化と生徒への徹底

受け入れ事業所等からの理解

14.8

16.2

16.4

職場体験の評価

事前の指導の充実

安全面への配慮

9.7

9.8

12.1

事後の指導の充実

教育課程における位置付け

予算の確保

4.7

7.6

3.3教職員の共通理解

推進組織の明確化

進路指導全体とのバランス

77（出典） 国立教育政策研究所 生徒指導研究センター 「職場体験・インターンシップ現状把握調査」（平成16年）

0.4進路指導等

企業による教育支援活動の実施率

あ 査 成 年 在 業が教育 援 を実施 結ある調査では、2010（平成22）年現在、65.2%の企業が教育支援活動を実施しているとの結
果となっており、2008 年調査の63.0%と比べ2.2 ポイント上昇したことが示された。景気が低
迷する中でも、企業による教育支援活が定着化しつつあることがうかがわれる。

78（出典） 東京商工会議所 教育問題委員会 「企業による教育支援活動に関するアンケート」（平成22年）

企業が教育支援活動を行わない理由

企業が教育支援活動を行わない理由として、「学校側からの企業への支援要望がない」という
回答が最も多く挙げられているというデータがある。また、「情報が不足、やり方がわからない」
との回答も36.2％にのぼっている。

79（出典） 東京商工会議所 教育問題委員会 「企業による教育支援活動に関するアンケート」（平成22年）

鍵を握る「事前の働きかけ」鍵を握る「事前の働きかけ」

職場という「宝の泉」に出かける生徒たち

小さなヒシャクしかもたない者はヒシャク１杯分の小さなヒシャクしかもたない者はヒシャク１杯分の
水しか汲めない

「事前準備」と「事前指導」とを分けて考えよう

職場体験 就業経験というイベ トを大過なく遂職場体験・就業経験というイベントを大過なく遂
行するための“事前準備”

教育活動としてのねらいを明確にし 生徒の認識教育活動としてのねらいを明確にし、生徒の認識
や視野の変容・成長を促す“事前指導”

80



鍵を握る「事前の働きかけ」鍵を握る「事前の働きかけ」

タ プ 事前指導インターンシップの事前指導

省略しても「当日」が迎えられる 本来の事前指導省略し も 当 」 迎えられる 本来 事前指導

• 「一過性のイベント」「ああ楽しかった」で終わる危険性
を強めてはいないか

事前指導が浅ければ、事後指導も“それなりに”
にならざるを得ないし、その後の学習へのインパにならざるを得ないし、その後の学習へのインパ
クトも小さい

• 中学校の「轍」中学校の「轍」
• 多くの学校で見られる、発表会、文集、振り返りシート

• その内容には踏み込まない（踏み込めない）指導

• その子なりに感じたことを大切にするという建前論。実際
には、何も働きかけない。何を学んだかは問わない。 81

例

1 あいさつは基本中の基本

1 あいさつは基本中の基本
2 時間厳守は信用を築く

2 時間厳守は信用を築く

2 時間厳守は信用を築く
3 返事は大きな声で

3 返事は大きな声で

4 わからないときは意思表示を
5 身だしなみはきちんと3 返事は大きな声で

4 わからないときは意思表示を

身

4 わからないときは意思表示を

つつがなく体験を終了する上では、不可欠な指導。
しかし これだけで 体験のねらいや意義が

5 身だしなみはきちんと
しかし、これだけで、体験のねらいや意義が
子どもたちに十分伝わるだろうか。
体系的な指導の中に位置づかないイベントとして体系的な指導の中に位置づかないイベントとして
終わってしまう可能性を高めてはいないか。

静岡県立

事例1

静岡県立
韮山高等学校

普通科・理数科

創立１３５年
（県内最古）



秋田県立

事例2

秋田県立
能代高等学校

普通科・理数科

創立８３年

能代高等学校ウェブサイト http://www.noshiro-h.akita-c.ed.jp/

※誤解に基づく後ろ向きの姿勢※誤解に基づく後ろ向きの姿勢

この大変な時期に、
将来を考えさせても意味がない。

就きたい仕事に就ける者などほとんどいない時に－就きたい仕事に就ける者などほとんどいない時に、
何がキャリア教育だ！－

86

例：早期離職を窓口にして例：早期離職を窓口にして

資料出所：厚生労働省職業安定局による調査

資料出所：東京経営者協会「平成21年3月新規高校卒業予定者の採用に関するアンケート調査」

職業への移行をリアルに伝える職業への移行をリアルに伝える

上司が厳しい

職場での人間関係が職場での人間関係が……

些末な仕事しかやらせてもらえない

果たして 次の職場ではこれらの問題は発生果たして、次の職場ではこれらの問題は発生
しないのか？



職業への移行をリアルに伝える職業への移行をリアルに伝える

リストラに遭った

退職を迫られている退職を迫られている

会社が倒産した

これらのリスクから身を守るための知識これらのリスクから身を守るための知識、
具体的支援やアドバイスを得るための手
段に いてどれほど指導されているか段についてどれほど指導されているか？

仕事は選べなくても参考

仕事のやり方は選べる

商業科をせっかく卒業したのに、専門を活か
せる就職先がない ミスマッチは解消できなせる就職先がない。ミスマッチは解消できな
い……（ある高校の先生の言葉から）

商業科の専門性を活かせる就職先が少ないの商業科の専門性を活かせる就職先が少ないの
は、この数年で急に顕著になった現象ではない。

中学校 キ 教育 責任 もある• 中学校でのキャリア教育の責任でもある

では、商業科の行く末は暗いのか？？
→全くそうではない。むしろ、ますます重要。

• そのわけは……

（再掲）

0% 50% 100%

資料：東京商工会議所「 2010年新卒者等採用動向調査」
(平成22年4月）

0% 50% 100%

コミュニケーション能

力
63.4%

業務適性

積極性

常識

54.9%

43.6%

35 2%常識・マナー

協調性

健康 体力

35.2%

32.6%

16 5%健康・体力

大学での専攻内容

資格・技能等

16.5%

11.4%

7.3%資格 技能等

個性 5.1%

ご静聴ありがとうございました


