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３．①「高等学校・学校調査」結果 

 

問１   貴校の生徒数について、当てはまるものを一つ選んでください（平成 24

年５月１日現在）。 

     

   「600 人以上 1,000 人未満」が 51.7％と最も高く、次いで「300 人以上 600 人未

満」30.4％、「300 人未満」9.9％、「1,000 人以上」8.1％の順になっている。  
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問２ 貴校に設置している学科（学校基本調査におけるいわゆる「大学科」）

について、当てはまるものを一つ選んでください。なお、貴校に複数の「大

学科」が設置されている場合は、在籍人数が最も多い学科についてお答え

ください。 

   

   「普通科」が 62.6％と最も高く、次いで「職業に関する専門学科（農業・工業・

商業・水産・家庭・看護・情報・福祉などに関する学科）」27.2％、「総合学科」

9.4％、「そのほかの専門学科（理数・体育・音楽・美術・英語などに関する学科）」

0.8％の順になっている。 
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問３＊ 貴校のキャリア教育の企画や全体計画等の作成に主に関わる担当者や

組織についてお尋ねします。  

(1) キャリア教育の企画や全体計画等の作成を中心となって進める担当者の

方は、校務分掌上、次のいずれに該当しますか。当てはまるものを一つ選

んでください。 

  

  「ほかの担当と兼任している」が 88.1％と最も高く、次いで「キャリア教育の

みを担当している」9.1％、「担当者はいない」2.8％の順になっている。 
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(2) (1)で「ほかの担当と兼任している」と答えた方にお尋ねします。  

キャリア教育の企画や全体計画等の作成を中心となって進める担当者の兼

任の状況について、当てはまるものを全て選んでください。 

     兼任の状況は、「進路指導主事（主任）と兼任している」が 78.0％と最も高く、

次いで「第 1・第 2 学年のホームルーム担任・副担任あるいは学年主任と兼任して

いる」16.1％、「第 3 学年のホームルーム担任・副担任あるいは学年主任と兼任

している」15.0％、「上記以外の主任と兼任している（人権教育担当や道徳教育

担当等）」10.3％、「教務主任と兼任している」7.6％、「研究主任（研究主担当）

と兼任している」3.0％、「生徒指導主事（主任）と兼任している」1.4％の順に

なっている。 
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(3) 以下(3)～(7) は、(1)で「１ キャリア教育のみを担当している」「２ ほ

かの担当と兼任している」と答えた方にお尋ねします。キャリア教育に関

わる担当者の現任校における当該担当者としての在任期間について、当て

はまるものを一つ選んでください。 

  

キャリア教育担当者の在任期間は、「2 年目～3 年目」が 43.0％と最も高く、

次いで「1 年目」23.0％、「4 年目～5 年目」17.1％、「6 年目以上」16.9％の順

になっている。 
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(4) キャリア教育に関わる担当者の週あたり担当授業時数（教科、ホームルー

ム活動、総合的な学習の時間を含む）について、当てはまるものを一つ選

んでください。 

  

「13～15 時間」が 39.0％と最も高く、次いで「16～18 時間」31.8％、「10～12

時間」20.9％などの順になっている。 
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(5) キャリア教育の企画や全体計画等の作成を主体となって進める校務分掌

組織上の構成について、当てはまるものを一つ選んでください。 

   

      「進路指導委員会等、進路指導に関わる分掌組織と兼ねた組織（部・課・係・

委員会等）である」が 68.8％と最も高く、次いで「キャリア教育を中心に行う専

門組織（部・課・係・委員会等）である」12.6％、「1～4 以外の分掌組織と兼ね

た組織（部・課・係・委員会等）である」7.0％、「キャリア教育に関わる担当者

が中心となって行っており、特に組織は設けていない」6.7％などの順になってい

る。 
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(6) キャリア教育の企画や全体計画等の作成を主体となって進める校務分掌

上の組織の名称には、「キャリア」という文言が入っていますか。当ては

まるものを一つ選んでください。 

   

「『キャリア』という文言は入っていない」が 77.2％と最も高く、次いで「『キ

ャリア』という文言が入っている」16.9％、「特に組織は設けていない」5.9％の

順になっている。 
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(7) キャリア教育の企画や全体計画の作成を主体となって進める校務分掌上

の組織（本務者）は何人で構成されていますか。当てはまるものを一つ選

んでください。 

      「6～10 人」が 48.6％と最も高く、次いで「11～15 人」16.5％、「5 人」8.6％ 

「4 人」8.2％などの順になっている。 
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問４＊ 貴校の平成 24年度のキャリア教育に関する計画についてお尋ねします。

以下の設問にお答えください。  

(1) 全体計画についてお尋ねします。  

① 貴校には、キャリア教育の全体計画はありますか。（「計画がある」と

は、その内容が文章としてまとめられ、教員に周知されているものをいい

ます。）当てはまるものを一つ選んでください。 

   

     「計画がある」が 70.4％、「計画はない」が 29.6％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 221 - 
 

② ①で「１ 計画がある」と答えた方にお尋ねします。全体計画には、

以下の内容が具体的に記されていますか。当てはまるものを全て選んで

ください。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「キャリア教育の全体目標」が 81.8％と最も高く、次いで「学校全体で身に

付けさせたい能力や態度（基礎的・汎用的能力との関係）」77.3％、「学校課

題や重点目標」75.8％、「各学年の重点目標」75.0％、「各学年で身に付けさ

せたい力（基礎的・汎用的能力との関係）」65.3％などの順になっている。 

       一方、「生徒の実態」45.6％、「教師の願い」32.7％、「保護者や地域の実

態・願い」29.1％などは低く、中でも「キャリア教育の成果に関する評価計画

（キャリア教育アンケートやポートフォリオ等）」は 20.7％と最も低くなって

いる。 
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(2) 年間指導計画についてお尋ねします。  

① 貴校には、キャリア教育の年間指導計画はありますか。（「計画があ

る」とは、指導の目標・内容や実施時期などが文章としてまとめられ、

教員に周知されているものをいいます。）当てはまるものを一つ選んで

ください。 

   

        「計画がある」が 80.4％、「計画はない」が 19.6％である。 
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② ①で「１ 計画がある」と答えた方にお尋ねします。年間指導計画には、

以下の内容が含まれていますか。当てはまるものを全て選んでください。 

   

 

「キャリア教育に関わる体験的な学習（インターンシップや社会人による講話

など）」が 89.8％と最も高く、次いで「総合的な学習の時間におけるキャリア教

育」82.9％、「ホームルーム活動におけるキャリア教育」79.8％、「キャリア・

カウンセリング（進路相談）（全生徒を対象にした進学や就職等に関する相談）」

61.6％などの順になっている。 

 一方、「各教科におけるキャリア教育」は 32.0％と最も低くなっている。 
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(3) そのほかの計画についてお尋ねします。貴校には、以下の計画はあります

か。当てはまるものを全て選んでください。（全体計画の中に含まれてい

る場合も「当てはまる」とお答えください。） 

   

   「『進路の手引き』等の作成（進路状況、職業研究、受験手続、合格体験記な

ど、生徒が進路を考えるうえで参考となる情報を掲載し、生徒に配布する資料）」

が 92.3％と最も高く、次いで「校外関係諸機関などとの連携計画」64.8％、「保

護者に働きかけたり、保護者と連携したりするキャリア教育に関する活動の計画」

42.8％などの順になっている。 

     一方、「校内におけるキャリア教育に関する教職員の研修計画」27.2％、「卒

業生への追指導」19.0％などは低くなっている。 
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(4) 貴校が平成 24 年度のキャリア教育の計画を立てる上で、重視したことが

らはどれですか。当てはまるものを全て選んでください。 
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  「具体的な進路（就職先や進学先等）の選択や決定に関する指導・援助を行うこと」

が 81.1％と最も高く、次いで「就業体験（インターンシップ）や社会人による講話な

ど、職業や就労に関わる体験活動を充実させること」75.8％、「生徒の実態や学校の

特色、地域の実態を把握し計画に反映させること」74.0％、「現在の学びと将来の進

路との関連を生徒に意識付けること」72.3％、「大学等の体験入学や学校紹介など、

上級学校に関わる体験活動を取り入れること」71.6％などの順になっている。 

   一方、「生徒が、学年末や卒業時までに『○○ができるようになる』など、具体

的な目標を立てること」30.3％、「貴校のキャリア教育で育てる力と基礎的・汎用的

能力との関連を整理すること」28.1％、「取組の改善につながる評価を実施すること」

16.6％、「卒業生への追指導を行うこと」11.8％などは低くなっている。 
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問５ 総合的な学習の時間で自己の在り方生き方を考えさせる等、キャリア教

育に関する内容にどのくらい時間を当てていますか。学年ごとに、当てはま

るものを一つずつ選んでください。 

     

     全ての学年において、「1～15 時間」が最も高く、次いで「16～35 時間」、「0

時間」の順になっている。 

学年ごとに見ると、第１学年では「1～15 時間」40.8％、「16～35 時間」29.6

％、「0 時間」23.0％、第２学年では「1～15 時間」41.8％、「16～35 時間」35.2

％、「0 時間」16.8％、第３学年では「1～15 時間」39.7％、「16～35 時間」32.7

％、「0 時間」16.2％などとなっている。 

前回調査では、「総合的な学習の時間における進路に関する学習の時間」につい

て調査しており、全ての学年において「1～15 時間」が最も高くなっている。1 年

次の「0 時間」を比較すると今回の調査の方が 13.1 ポイント上がっている点と、3

年次の「0 時間」が 21.2 ポイント下がり、「16～35 時間」が 10.1 ポイント上がっ

ている点に特徴が見られる。このことは、総合的な学習の時間におけるキャリア教

育（進路に関する学習）の時間が、1 年次では減少し 3 年次では増加していること

を示している。 
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問６＊ 「就業体験（インターンシップ）」に当てる時間（事前・事後指導は含

まない）は、平成 24 年度の年間指導計画にどのくらい位置付けられていま

すか。学年ごとに、当てはまるものを一つずつ選んでください。 

 

全ての学年において、「0 日」が最も高く、次いで、「2～3 日」、「1 日」、

「4～5 日」の順になっている（ただし、第 2 学年においては、「1 日」よりも「4

～5 日」の方が若干高い）。このことは、就業体験（インターンシップ）の時間

が十分に確保されていないことを示している。 

学年ごとに就業体験（インターンシップ）に当てられた時間を見ると、第 1 学

年では、「２～３日」が 13.4％と最も高く、次いで「1 日」11.5％、「4～5 日」

3.4％などとなっている。第 2 学年では、「2～3 日」が 36.9％と最も高く、次い

で「4～5 日」11.8％、「1 日」9.0％などとなっている。第 3 学年では、「2～3

日」が 10.6％と最も高く、次いで「1 日」5.9％、「4～5 日」4.2％などとなって

いる。 
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問７ 今年度、貴校で実施した（実施予定も含む）研修会の内容について、当

てはまるものを全て選んでください。 

    

     

    実施した（実施予定も含む）研修会の内容では、「上級学校の理解を深める研

修」が 36.7％と最も高く、「キャリア教育の概要や推進方策全般に関する研修」

21.8％、「雇用・就職・就業の動向に関する研修」20.2％、「キャリア・カウン

セリング（進路相談）の実践に関する研修」16.3％、「職業興味検査・職業適性

検査など、諸検査に関する研修」15.7％などの順になっている。 

     一方、「キャリア教育の授業実践に関する研修」9.6％、「グローバル化などの

社会・経済・産業の構造的変化に関する研修」4.9％、「キャリア教育の評価に関

する研修」2.7％などは低くなっている。 

なお、「キャリア教育に関する研修は実施していない」は 34.6％と高い割合を

示している。 

     前回調査では、進路指導に関して実施された校内研修について調査しており、

「最近の進路指導の動向に関する研修」が 49.9％で最も高く、次いで、「教育相

談、カウンセリング、メンタルヘルスに関する研修」41.5％、「上級学校の理解

を深める研修」33.2％、「職業適性検査等、諸検査に関する研修」22.8％などと

なっている。 
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問８＊ 今年度、貴校で実施した（実施予定も含む）研修会で、活用した（予定

の）資料や情報を全て選んでください。 

 

   活用した（予定の）資料や情報として、「上記以外のキャリア教育に関する専

門図書、雑誌論文・記事等の情報や資料」が 38.0％と最も高く、次いで「高等学

校キャリア教育の手引き（平成 23 年 11 月文部科学省）」23.3％、「都道府県や

市町村、教育センター等行政機関作成のキャリア教育に関するパンフレット、手

引き及びウェブサイト」18.9％ 、「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育

の在り方について（平成 23 年１月中央教育審議会答申）」11.6％、「文部科学省

・国立教育政策研究所のキャリア教育に関するウェブサイト」10.3％などの順に

なっている。 

   一方、「パンフレット『キャリア教育をデザインする（平成 24 年８月国立教育

政策研究所）』」9.2％、「パンフレット『キャリア教育を創る(平成 23 年 11 月

国立教育政策研究所)』」4.9％、「『キャリア発達に関わる諸能力の育成に関す

る調査研究報告書（平成 23 年３月国立教育政策研究所）』」3.8％、「パンフレ

ット『キャリア教育は生徒に何ができるのだろう？（平成 22 年２月国立教育政策

研究所）』」3.5％などはいずれも低い。 

   なお、「キャリア教育に関する研修は実施していない（又はその予定はない）」

は 36.6％と高い割合を示している。 
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問９ 今年度、研修会等への教職員の派遣状況についてお尋ねします。派遣し

たもの（予定も含む）を全て選んでください。 

     

     

   「教育相談、キャリア・カウンセリング（進路相談）等に関する研修会」が 57.3

％と最も高く、次いで「雇用・就職・就業の動向に関する研修会」54.9％、「中学

校の公開授業（キャリア教育に関する授業に関わらず）」が 35.9％、「上記以外

のキャリア教育に関する研修会」31.1％、「大学や短期大学の公開授業（キャリア

教育に関する授業に関わらず）」28.2％の順になっている。 

     一方、「グローバル化などの社会・経済・産業の構造的変化に関する研修会」7.8

％、「職業興味検査や職業適性検査など、諸検査に関する研修会」7.4％、「幼稚

園・保育所の公開授業（キャリア教育に関する授業に関わらず）」3.7％などは低

くなっている。 

    前回調査では、「進路指導に関する研修会、研究大会、セミナーなど」が 92.1 

％で最も高く、次いで「教育相談、カウンセリング、メンタルヘルスに関する講演 

会や研修会など」38.6％、「大学や短期大学の公開授業」23.5％、「中学校の公開 

授業」20.6％、「社会や経済のしくみや動向に関する講演会やセミナーなど」20.0 

％の順であった。
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問 10 貴校が保護者を対象に企画・実施しているキャリア教育に関する諸

活動についてお尋ねします。平成 24 年度において、次の(1)～(12)のそれぞ

れの企画・実施の有無について、実施対象学年欄の１～４の中から当てはま

るものを全て選んでください。  
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   全ての学年において、「卒業生の進路状況についての情報提供」（1 年 85.8％、

2 年 87.7％、3 年 92.8％）が最も高く、次いで、「上級学校の内容や入試等につい

ての情報提供」（1 年 70.9％、2 年 81.3％、3 年 91.0％）、「進学にかかる費用や

奨学金についての情報提供」（1 年 60.4％、2 年 69.5％、3 年 87.0％）、「産業や

職業の状況についての情報提供」（1 年 55.9％、2 年 54.8％、3 年 66.2％）などの

順になっている。 

   一方、「卒業生（大学生・若手社会人等）による体験発表会」（1 年 22.2％、2

年 25.1％、3 年 25.6％）、「若年者の雇用・就職・就業の動向に関する講話・講演」

（1 年 18.8％、2 年 20.8％、3 年 27.7％）、「キャリア教育の企画や活動への参加

依頼」（1 年 18.3％、2 年 18.7％、3 年 18.0％）、「グローバル化などの社会・経

済・産業の構造的変化に関する講話・講演」（1 年 14.0％、2 年 12.4％、3 年 14.1

％）などは低くなっている。 

   前回調査では、「進路指導に関する保護者への働きかけ」について調査しており、

「卒業生の進路状況について情報提供する」（1 年 88.7％、2 年 91.4％、3 年 97.3

％）が最も高く、次いで、「上級学校の内容や入試等について情報提供する」（1

年 68.0％、2 年 76.3％、3 年 94.0％）、「産業や職業の状況について情報提供する」

（1 年 41.6％、2 年 46.1％、3 年 61.1％）、「進路に関するホームルーム活動や総

合的な学習の時間に、インターンシップ体験発表会などを公開している」（1 年 13.7

％、2 年 16.8％、3 年 9.9％）の順になっている。 
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問 11＊ キャリア教育の一環として、貴校が生徒を対象として行うほかの学校や

諸機関との連携についてお尋ねします。以下の設問にお答えください。  

(1) 貴校とほかの学校との連携についてお尋ねします。次の①～⑤のそれぞ

れについて、当てはまるものを、連携内容欄の１～６の中から全て選んで

ください。   

連携先は「大学・専修学校などの上級学校」が最も高く、次いで「近隣の幼稚

園、保育所」、「近隣の中学校」、「近隣の小学校」、「近隣の高等学校」の順

になっている。  

学校種との連携内容を見ると、「大学・専修学校などの上級学校」との「講話

や出前授業（出張授業）の依頼・協力」が 69.8％と最も高く、次いで「近隣の幼

稚園、保育園」との「職場見学・職場体験・就業体験（インターンシップ）の受

入依頼・受入協力」が 48.4％、「近隣の中学校」との「そのほかの活動における

交流・協力・連携等」が 43.7％などの順になっている。 

      一方、いずれの学校とも「インターンシップの報告会や発表会への参加依頼」

及び「インターンシップ以外の学習発表会への参加依頼」は低くなっている。 

また、「近隣の高等学校」とは「特に連携はしていない」が 59.6％と最も高く、

近隣の高等学校との連携が図られていない実態が見られる。 
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 (2) 貴校と諸機関との連携についてお尋ねします。次の①～⑦のそれぞれに

ついて、当てはまるものを、連携内容欄の１～６の中から全て選んでくだ

さい。  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携先は「企業や事業所など」が最も高く、次いで「卒業生による組織（同窓

会等）」、「家庭や保護者（PTA の委員会などを含む）」、「公共職業安定所（ハ

ローワーク）」などの順になっている。 

連携先との連携内容を見ると、「企業や事業所など」との「就業体験（インタ

ーンシップ）の受入依頼」が 62.7％と最も高く、次いで「卒業生による組織（同

窓会等）」、「企業や事業所など」、「公共職業安定所（ハローワーク）」との

「講話・実演等の依頼」がそれぞれ、45.7％、43.2％、38.0％、「家庭や保護者

（PTA の委員会などを含む）」との「インターンシップ以外の学習発表会への参加

依頼」が 30.1％などとなっている。 

   一方、いずれの連携先とも「インターンシップの報告会や発表会への参加依頼」

及び「インターンシップ受入先の仲介や開拓などの依頼」は低くなっている。 

   また、「地域若者サポートステーション（サポステ）」、「ジョブカフェ」、

「特定非営利法人（キャリア教育コーディネーター等）」とは「特に連携はして

いない」が、それぞれ 90.7％、83.2％、74.2％と高く、活用されていない実態が

見られる。 
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問 12＊ 貴校における「基礎的・汎用的能力」に関する指導状況についてお尋ね

します。平成 24 年度において、次の(1)～(4)のそれぞれの指導状況につ

いて、実施対象学年欄の１～４の中から当てはまるものを全て選んでくだ

さい。 

全体的に見ると、どの項目も高い割合で指導されているが、「人間関係形成・

社会形成能力」及び「自己理解・自己管理能力」の育成に関する授業・指導は１

年生・２年生での割合が高く、「課題対応能力」の育成に関する授業・指導につ

いては３年生の割合が高い。 

学年ごとに見ると、1 年生では、「『人間関係形成・社会形成能力』の育成に関

する授業・指導」が 89.5％、「『自己理解・自己管理能力』の育成に関する授業

・指導」が 87.4％と高いが、「『キャリアプランニング能力』の育成に関する授

業・指導」が 74.3％、「『課題対応能力』の育成に関する授業・指導」が 56.8％

と低くなっている。 

2 年生では、「『自己理解・自己管理能力』の育成に関する授業・指導」と「『キ

ャリアプランニング能力』の育成に関する授業・指導」がともに 79.4％、「『人

間関係形成・社会形成能力』の育成に関する授業・指導」が 79.1％、「『課題対

応能力』の育成に関する授業・指導」が 73.7％といずれも同じ程度になっている。 

3 年生では、「『キャリアプランニング能力』の育成に関する授業・指導」が

81.8％、「『課題対応能力』の育成に関する授業・指導」が 79.2％と高いが、「『人

間関係形成・社会形成能力』の育成に関する授業・指導」が 70.0％、「『自己理

解・自己管理能力』の育成に関する授業・指導」64.8％と若干低くなっている。 
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問 13＊ 問 12(4)の「キャリアプランニング能力」の育成に関する授業・指導   

について、社会的な変化に焦点を当てながらより詳しくお尋ねします。 

平成 24 年度において、次の(1)～(10)のそれぞれの企画・実施の有無に

ついて、実施対象学年欄の１～４の中から当てはまるものを全て選んでく

ださい。 
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 全ての項目において 3 年生での回答が多い傾向が見られるが、中でも、「近年、

新規学卒者の早期離職率は減少傾向にあるが、今日でもなお、高校卒業後就職し

た者の約 4 割、大学卒業後就職した者の約 3 割が、就職後 3 年以内に離職してい

ること」が 71.6％と最も高く、次いで「近年、大学生の就職率（就職を希望して

いる学生のうち就職した者の割合）は向上しているが、高校生の就職率に比べて

低い状態が続いていること」54.6％、「企業規模や業種等を問わず、社員の外国

語でのコミュニケーション能力を重視する企業が増えてきていること」54.5％、

「近年、男女共同参画社会の実現が重要視され、男性も女性も一人の人間として

能力を発揮し、様々な活動ができるようにすることが目指されていること」52.1

％などの順になっている。 

    一方、「なし」がほかを上回った項目は、「現在、日本食、映像コンテンツ、

日本文化など日本ブランドの国際発信力強化の重要性が指摘されていること」

63.6％、「企業規模や業種等を問わず、母語や文化などの異なる同僚や上司と共

に働く機会が増えてきていること」56.9％、「外国人の採用を増やす企業や、日

本人・外国人の区分を設けずに採用する企業が見られ始めていること」50.9％で

あり、いずれも国際化やグローバル化に関する項目である。 
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問 14＊ 貴校が教育課程の中で、生徒を対象に企画・実施しているキャリア教育

に関する学習の機会や内容等についてお尋ねします。平成 24 年度におい

て、次の(1)～(20)のそれぞれの企画・実施の有無について、実施対象学

年の欄の１～４の中から当てはまるものを全て選んでください。 
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   全ての学年を通して回答が多かった項目は、「生徒のキャリア発達を意識したホ

ームルーム活動の授業」（1 年 85.3％、2 年 85.7％、3 年 83.5％）、「生徒のキャ

リア発達を意識した総合的な学習の時間の授業」（1 年 69.5％、2 年 74.9％、3 年

73.2％）、「将来設計全般に関する学習」（1 年 77.0％、2 年 65.4％、3 年 65.2％）、

「自分を理解する学習（キャリア・カウンセリング、諸検査を含む）」（1 年 86.3

％、2 年 65.5％、3 年 53.7％）などであり、中でも、1 年での「自分を理解する学習

（キャリア・カウンセリング、諸検査を含む）」が 86.3％で最も高くなっている。 

   一方、「なし」の回答は、「保護者による職業についての講話」が 83.2％と最も

高く、次いで「転職希望者や再就職希望者などへの就職支援の仕組に関する学習」

76.2％、「グローバル化などの社会・経済・産業の構造的変化に関する講話・講演」

70.6％、「就職後の離職・失業など、将来起こり得る人生上の諸リスクへの対応に

関する学習」49.3％などとなっている。 
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問 15 貴校におけるキャリア教育の現状についてお尋ねします。全校的な立場

から「そのとおりである」と思うものを全て選んでください。  

    

    「就業体験（インターンシップ）や社会人による講話など、キャリア教育に関

わる体験的学習を実施している」が 81.5％と最も高く、次いで「キャリア教育の

実践によって、生徒が自らの生き方を考えるきっかけになり得ている」76.1％、

「キャリア教育を実施するための時間は確保されている」64.5％、「キャリア教

育に当たって、社会人などの参画・協力を得ている」63.3％、「教員はキャリア

教育に関して理解し、協力している」62.4％、「キャリア教育の計画の作成に当

たっては、ガイダンスの機能の充実を図るよう工夫している」61.1％などの順に

なっている。 
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  一方、「キャリア教育のための予算は確保されている」34.2％、「キャリア教

育の計画の実施について評価を行っている」33.1％、「教員は指導案の作成や教

材の工夫に努めている」29.3％、「教員はキャリア教育に関する研修などに積極

的に参加し、指導力の向上に努めている」27.8％「キャリア教育の実践によって、

学校や地域の課題解決に向かっている」22.9％などは低くなっている。 

    前回調査では、学校における進路指導の現状評価について調査しており、「進

路指導に関する校務分掌上の組織は、明確なものになっている」が 94.9％で最も

高く、次いで、「進路指導の諸計画は、計画どおりに実施されている」82.6％、

「教員は進路指導に関し理解し、協力している」82.5％、「教員は進路指導に関

する情報を収集し、活用している」81.8％、「進路指導の諸計画の作成にあって

は、『ガイダンス機能』の充実を図るよう工夫している」74.2％の順になってい

る。 

    前回調査と比較すると、「キャリア教育」と「進路指導」という文言の違いは

あるものの、全体的に今回の調査の方が低い割合となっている。特に、校務分掌

組織の確立では 43.4 ポイント、情報の収集・活用では 36.5 ポイント、計画・実

施についての評価では 32.0 ポイント、予算の確保では 31.3 ポイントそれぞれ低

くなっており、唯一「時間の確保」のみが 7.3 ポイント高くなっている。 
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問 16＊ 問 15 の選択肢８（「就業体験（インターンシップ）や社会人による講 

話など、キャリア教育に関わる体験的学習を実施している」）を選択した

方にお尋ねします。就業体験（インターンシップ）の事前指導・事後指導

について、どのような内容のものを実施しましたか（予定も含む）。次の

(1)(2)について、それぞれ当てはまるものを全て選んでください。 

 

(1) 事前指導について 

 

     事前指導については、「マナー指導（礼儀作法や挨拶の方法、電話のかけ方の

指導等）」が 82.4％と最も高く、次いで「キャリア教育の視点から見た体験活動

の目的を確認する全体指導」76.1％、「訪問先についての調べ学習」65.5％など

の順になっている。 

     一方、「キャリア教育の視点から見た体験活動の目的を個人で考えさせる活動」

46.8％、「キャリア教育の視点から見た体験活動の目的に関する個人面談・個別

指導」39.4％、「キャリア教育の視点から見た体験活動の目的についての話合い

活動」17.7％などは低くなっている。 
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(2) 事後指導について 

 

 

    「報告書、レポート等の作成」が 89.5％と最も高く、次いで「訪問先への御礼状

の作成」76.3％、「校内の生徒や教職員を対象にした発表会の実施」40.3％などの

順になっている。 

   一方、「キャリア教育の視点から見た体験活動の目的が達成できたかを考えさせ

る個人面談・個別指導」30.9％、「キャリア教育の視点から見た体験活動の目的が

達成できたかを確認する全体指導」30.8％、「キャリア教育の視点から見た体験活

動で学んだことについて話し合う活動」19.1％「保護者や地域住民、近隣の中学生

を対象にした発表会の実施」10.1％などは低くなっている。 
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問 17  貴校がキャリア教育を適切に行っていく上で、現状から見て、今後どの

ようなことが重要になると思いますか。次の(1)～(19)のそれぞれについ

て、当てはまるものを１～４の中から一つずつ選んでください。 
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    いずれの項目についても「とても重要だと思う」と「ある程度重要だと思う」を

合わせた肯定的な回答の割合が高いが、「とても重要だと思う」という回答を見る

と、「生徒の実態や学校の特色、地域の実態を反映させた計画の立案をすること」

が 72.0％と最も高く、次いで「キャリア教育に関する教員の理解と協力を得ること」

62.0％、「就業体験（インターンシップ）などの体験活動では、事前指導・事後指

導を重視すること」53.8％、「キャリア教育の計画の作成に当たって、ガイダンス

の機能の充実を図るよう工夫すること」50.7％、「発達の段階に応じたキャリア教

育の実践が行われるようにすること」49.6％などの順になっている。 

   一方、「貴校のキャリア教育で育てる力と基礎的・汎用的能力との関連を整理す

ること」35.5％、「取組の改善につながる評価を実施すること」35.4％、「キャリ

ア教育に関する研修への参加などによる指導力の向上を図ること」35.3％、「キャ

リア教育を計画とおり、確実に実施すること」32.8％、「キャリア教育に関する指

導案の作成や教材の工夫などによる指導の改善・充実をすること」26.3％などは低

くなっている。 
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問 18 貴校がキャリア教育における「生徒理解のための個人資料」として利用

するために、平成 24 年度に収集した（実施・収集予定を含む）資料につい

てお尋ねします。平成 24 年度において、次の(1)～(8)のそれぞれの資料収

集の有無について、実施対象学年欄の１～４の中から当てはまるものを全

て選んでください。 

     

全ての学年を通して回答の多かった項目は、「生徒の進路希望や進路意識に関

する検査・調査」（１年 91.7％、２年 93.0％、３年 92.7％）、「面接・相談の記

録」（１年 73.2％、２年 74.1％、３年 82.2％）、「模擬テスト」（１年 64.6％、

２年 71.4％、３年 78.9％）、「実力テスト」（１年 74.0％、２年 72.0％、３年

66.3％）などである。 

     一方、「性格・行動などに関する検査・調査」（１年 67.4％、２年 39.5％、３

年 30.0％）、「適性・興味などに関する検査・調査」（１年 65.8％、２年 46.2

％、３年 34.0％）、「体験活動や授業で使用したワークシート、レポート、作品、

感想文、自己評価カードなどのポートフォリオ」（１年 48.9％、２年 57.0％、３

年 41.5％）などは学年によってばらつきが見られる。 

     前回調査では、「生徒の進路に対する意識や希望に関する検査・調査」が 93.0

％で最も高く、次いで、「模擬テスト」81.4％、「適性・興味に関する検査」70.6

％、「実力テスト」69.6％「面接・相談の記録」63.3％などの順になっている。 
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問 19 貴校の「卒業者に対する追指導」の実施状況についてお尋ねします。平

成 24 年度に実施した(実施予定を含む)追指導の対象者について、どのよ

うな追指導の方法をとったか、次の(1)～(4)のそれぞれについて、追指導

の実施方法欄の１～５の中から当てはまるものを全て選んでください。 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い

 いずれの卒業者に対しても「なし」が最も高く、卒業生への追指導が十分には

行われていない状況が見られる。ただし、「就職者（家事従事者を含む）」に対

しては「訪問」が 33.8％と最も高く、「大学、短期大学、高等専門学校へ進学し

た者」、「専修学校、各種学校、職業訓練施設等へ進んだ者（予備校生を除く）」、

「上記以外の者」に対しては、「文書等」による追指導が多く見られる。 

   また、前回調査と比較してもほぼ同様の調査結果が見られる。 


