
 

３．高等学校調査結果の分析 

 

（１） 第一次報告書に基づく再分析 

高等学校調査で用いた調査票は、①キャリア教育の実施状況と管理職の意識調査（学校

調査）、②ホームルーム担任の意識調査（ホームルーム担任調査）、③在校生の意識調査（生

徒調査）、④在校生の保護者の意識調査（保護者調査）、⑤過年度卒業者の意識調査（卒業

者調査）の五つである。 

第一次報告書では、調査票ごとに個々の設問への回答結果を整理することを主眼とした

が、ここでは、今後のキャリア教育の更なる推進・充実のために特に重要な側面に改めて

注目し、調査票間を横断的に捉えた再分析を試みる。 

はじめに、高等学校調査の再分析において設定したテーマとその設定理由を述べる。 

 

テーマ１ 発達課題に合わせた指導の在り方 

 生徒調査及びホームルーム担任調査の対象となったのは、第 3 学年（最終学年）に在籍

する生徒と、当該学年のホームルーム担任である。担任がキャリア教育で「よく指導して

いる」と回答した項目に注目すると、卒業直後の進路選択・決定に関するものが多く挙げ

られていることがわかる。このような実践は、現実的なニーズに対応する上で必要である

が、高校生のキャリア発達課題と照らし合わせた場合、現状のままで十分であるとは言い

がたい。社会的・職業的自立に向け、高校生の時期に身に付けさせておくべき能力は何か

という観点から、今後重視すべき指導について考察する。 

 

テーマ２ 将来起こりうる人生上の諸リスクへの対応 

 本テーマに基づく再分析は中学校調査に対しても行ったが、社会的・職業的自立を迫ら

れる時期を間近に控えた高校生にとって、将来起こりうる人生上の諸リスクへの対応に関

する指導は一層重要な意味をもつと言えよう。終身雇用・年功序列といった従来型の雇用

慣行が変容しつつあり、企業内教育による人材育成機能の低下が懸念される中で、若年者

の失業率・非正規雇用の割合が増加してきている。このような厳しい環境において社会的・

職業的に自立するためには、発生しうるリスクを含めた社会的な認識をもち、正しい対処

方策を知ることが不可欠である。このような観点から、ここでは諸リスクに対する指導の

現状を分析し、今後の指導の在り方、方向性について考察する。 

 

テーマ３ キャリア教育における評価  

 高校教育が多様化する中にあって、質保証に向けた評価の仕組みなどに関心が高まって

いる。生徒が将来、社会的・職業的自立に向けて切磋琢磨することが求められる高等学校

においては、キャリア教育の評価を適切に行い、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。ここでは、高等学校におけるキャリア教育の評価の現状を再分析し、

キャリア教育の評価を充実させるための方策を述べるとともに、今後の方向性について考

察する。 
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テーマ１ 発達課題に合わせた指導の在り方 

 

 

高校の教育現場で重視されている指導とキャリア発達課題に即した指導の差異 

各学校で、高等学校段階におけるキャリア発達課題の特質を踏まえた目標を設定し、 

能力育成に向けた計画的な指導に取り組みましょう。 

 

○保護者や高校生、卒業生が「指導して欲しかった」と思う上位項目は、キャリア発達

に関連する項目と一致している。 

●高校 3 年生の担任が最も重点を置いて指導していることは「進学したい学校・就職し

たい職場を選び、その実現のために努力すること」である。 

●高等学校段階のキャリア発達課題に即した指導を「よく指導している」と回答した担

任の割合は低い。 

 

 

① 「出口指導」から進路を展望する力のためのキャリア教育へ 

高校 3 年生にとって、卒業直後の就職先・進学先の決定に焦点を当てる指導（いわゆる

「出口指導」）が必要でなくなることはない。 

しかし、社会的・職業的自立を目前にした時期である高等学校段階においてより重要な

のは、「卒業直後の進路先の決定」のみに焦点が絞られるのではなく、「卒業後の生活を展

望し、働くこと・学ぶことの意義とその現実の理解を深める」ことが目指され、十分に指

導されることである。高校卒業後、「テーマ２」でも述べるように離職や失業を経験する者

は今日例外的な存在ではなく、そのような若者たちは進路の再選択や将来計画の再設定を

余儀なくされる。高校 3 年生の主たるキャリア発達課題である「自己の能力適性を的確に

判断し、卒業後の進路について具体的な目標と課題を定め実行に移す」、「理想と現実の葛

藤を通して困難を克服するスキルを身に付ける」にも関連するが（国立教育政策研究所生

徒指導研究センター『自分を社会に生かし、自立を目指すキャリア教育』（平成 22 年 2 月

発行））、「卒業直後の進路先」のみにとらわれるのではなく、進路を選び取るための力を身

に付けさせたい。 

 

② 保護者や高校生、卒業生が望む学習内容と指導の実態 

 そして、保護者たちもキャリア教育や進路指導の場面において「学ぶことや働くことの

意義を考えさせる学習」を最も期待している＊１。これは、より充実した学校生活や人生を

送る上で早期から実施したい学習の一つである。その結果、受験のためだけでない、将来

への目的意識を高くもった学びが実現され、学力向上も期待できる。 

保護者だけではなく、高校生や卒業生も「将来や進路について指導して欲しかったこと」

の 1 位若しくは 2 位に「自分の個性や適性を考える学習」の項目を挙げている（表 1）。こ

れは、より自分らしい生き方や職業選びを適える上で必要不可欠な学習である。次いで「社 
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【表 1】将来の生き方や進路について考えるために指導してほしかったこと＊４＊５ 

単位（％） 高校生 卒業生 

自分の個性や適性を考える学習 29.9（1 位） 39.3（2 位）

特に指導してほしかったことはない 29.5（2 位） 12.9（16 位）

社会人・職業人としての常識やマナー 26.5（3 位） 40.1（1 位）

 

【表２】担任がキャリア教育を行う上で重点をおいて指導している項目 

項目 単位（％）
よく指導し
ている 

ある程度指
導している

あまり指導
していない 

指導してい
ない 

1 
自分の興味や関心、長所や短所などについて
把握し、自分らしさを発揮すること 

32.8 54.0 12.4 0.8 

2 
起きた問題の原因、解決すべき課題はどこに
あり、どう解決するのかを工夫すること 

16.5 54.7 26.6 2.2 

3 
学ぶことや働くことの意義について理解し、
学校での学習と自分の将来をつなげて考える
こと 

40.2 49.9 9.5 0.4 

4 
自分の将来について具体的な目標を立て、現
実を考えながら、その実現のための方法を考
えること 

41.9 49.8 7.7 0.6 

5 
自分の将来の目標の実現に向かって具体的に
行動したり、その方法を工夫・改善すること

34.3 53.6 11.6 0.5 

6 
上級学校や職場に関する情報を収集・活用す
ること 

51.8 40.8 7.0 0.4 

7 
「進学したい学校」・「就職したい職場」を選
び、その実現のために努力すること 

64.2 33.2 2.4 0.2 

 

会人・職業人としての常識やマナー」が挙がっており、これは、高校生と卒業生が「進路

や将来の生き方を考える上で役に立った」と回答した項目でも上位だった＊２＊３。保護者の

37.4％も「指導をとても期待している」と回答している*１。 

 それでは、担任がキャリア教育を行う上で重点をおいて指導している項目はどのように

なっているのだろうか。調査結果をみると、高校生や卒業生、保護者の期待に概ね沿う一

方で，より積極的な指導が望まれる余地もある（表 2、調査項目より一部抜粋）＊６。 

高校生たちの期待や高校 3 年生の主たるキャリア発達課題に関わる項目は、表 2 の項目

1 から 5 が該当する。「よく指導している」と「ある程度指導している」を足した値でみる

と、保護者の期待に関わる項目である「学ぶことや働くことの意義について理解し、学校

での学習と自分の将来をつなげて考えること」は 90.1％に達している。生徒や卒業生が指

導してほしかったことに関連する「自分の興味や関心、長所や短所などについて把握し、

自分らしさを発揮すること」は 86.8％に上っている。また、最も少ない項目でも 7 割を超

えており、指導の重点は生徒や卒業生、保護者の期待にも沿っている。 

ただし、キャリア教育が多くの関係者から期待されている点や主たるキャリア発達課題

がもつ重要性を考慮すると、「ある程度」の水準に留まらず「よく指導されている」ことが

望ましいともいえる。以上で示してきたように方向性は合致していながらも、指導してほ

しかったという項目に「自分の個性や適性を考える学習」が挙がっているのは、一層の指

導が必要であることを示しているとも解釈できる。 

そのように考えると、例えば基礎的・汎用的能力の課題対応能力につながる項目 2「起
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きた問題の原因、解決すべき課題はどこにあり、どう解決するのかを工夫すること」は、

割愛した他の項目も含めた全 15 項目中で最も割合が低く、表に挙げている他の項目も割合

が高いもので 3～4 割程度であり、より積極的な指導が望まれる。 

 

③ 将来の生き方や進路を考えるための指導 

 表 1 に立ち戻り、高校生や卒業生が望む、将来の生き方や進路について考えるために指

導してほしかったこととして、高校生で 3 位、卒業生で 1 位に挙がっている「社会人・職

業人としての常識やマナー」について考えたい。職業社会における常識やマナーを身に付

ける機会を学校での日常生活のなかに用意することは不可能ではないだろうが、より適切

な機会はインターンシップやボランティア活動といった体験学習の場にあるだろう。実際、

今回の調査結果では、インターンシップの事前指導の内容として、82.4％の学校が「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）」、事後指導で 76.3％が「訪問先

へのお礼状の作成」を挙げている＊７。とりわけインターンシップが、職業観・勤労観をは

ぐくむ場としてだけではなく、「社会人・職業人としての常識やマナー」に触れる機会にも

なっていることがうかがえる。 

また、全く同じではないけれども、卒業後に経験する職業生活に近い状況を、インター

ンシップを通じて生徒に体験させることができる。「起きた問題の原因、解決すべき課題は

どこにあり、どう解決するのかを工夫すること」について身をもって体験させ、その経験

を振り返らせながら指導することは、勤労観・職業観を養いつつ、課題解決能力をはぐく

む絶好の機会といえよう。 

しかしながら、インターンシップやボランティアといった体験活動については、高校

生・卒業生ともに「取り組んでいない」「指導はなかった」との回答が 3 割から 4 割強にも

上っている＊８＊９。周知のとおり、特に普通科においてはインターンシップの参加率には上

昇の余地を残しており、更なるインターンシップ推進を図る必要がある。複数回は望めな

いとしても、一度でも経験し、指導を受けることは生徒の心構えが変わるきっかけになる。

特にインターンシップは、職場を実体験し、働く人を観察して学び、勤労観・職業観を育

成する上で有益な活動である。 

 

④ 今後の方向性 

 高校生が卒業後の生活を展望し、働くこと・学ぶことの意義とその現実の理解を深める

ためにキャリア教育を一層充実させていかなければならないが、今後の展望に明るい材料

はある。まだ普及の途上である体験活動だが、体験活動の意義をより多くの教員が理解し、

教育現場で実践されていく兆しがみえている。例えば学校調査では「キャリア教育を適切

に行っていくうえで今後とても重要になると思うこと」として、46.2％の回答者が「キャ

リア教育に関わる体験活動を実施すること」をあげている（19 項目中 8 位）＊10。担任調査

でも、同様の項目において、46.3％が「就業体験（インターンシップ）や社会人講話など、

キャリア教育に関わる体験的な学習の充実」について「とても重要だと思う」と回答して

いる（19 項目中 5 位）＊11。 
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 生徒の社会的・職業的自立のために、キャリア発達課題を考慮しながら、高校段階で身

に付けるべき能力の獲得を目指した指導が行われることが期待される。 

 

参考：第一次報告書における参照データ 

＊1  P304 高等学校・保護者調査 問 9 

＊2  P289 高等学校・生徒調査 問 14 

＊3  P324 高等学校・卒業生調査 問 11 

＊4  P291 高等学校・生徒調査 問 15 

＊5  P328 高等学校・卒業生調査 問 13 

＊6  P259 高等学校・ホームルーム担任調査 問 6 

＊7  P243・244 高等学校・学校調査 問 16 

＊8  P288 高等学校・生徒調査 問 13 

＊9  P324 高等学校・卒業生調査 問 11 

＊10  P245 高等学校・学校調査 問 17 

＊11  P264 高等学校・ホームルーム担任調査 問 9  
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テーマ２ 将来起こりうる人生上の諸リスクへの対応 

 

 

人生上の諸リスクに遭遇したときの対処法を伝えられる機関は、高校 

卒業後の厳しい現実社会で、諸問題に遭遇し、 

リスクを背負ったときに対処する方法を指導しましょう。 

 

○保護者は諸リスクへの対応に関する指導を期待している。 

●将来の諸リスクに関する具体的な知識・技能の指導は全ての高校において実施するべき

である。 

●高校入学から上級学校進学も含め、中退することなく卒業し、社会に出て 3 年以内に離

職せずにすむ生徒は、全体の 6 割前後に過ぎない。 

 

 

① 高校卒業後に起こりうる諸リスク 

早期離職等の人生上の諸リスクは決して軽んじてよいものではない。卒業後の状況をみ

ると、経済的な側面はもちろん、様々な困難に直面しかねない者（一時的な仕事に就いた

者、無業者、早期離職者）は、単年度あたり、後期中等教育段階で約 18 万人、高等教育段

階で約 34 万人に及ぶとの推計がなされている。高等教育機関から中退する者が約 7 万人い

ることも看過されるべきではないだろう（図 1）。 

 

【図１】後期中等教育段階・高等教育段階における進路状況 

 
 

 

 

出典：中央教育審議会「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（答申）」平成 23 年 1 月注釈関係資料（データ編）より一部抜粋 
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【図２】新規学卒者の 3 年以内離職率 

 
 

 

【表１】将来の生き方や進路について考えるために指導してほしかったこと＊１＊２ 

単位（％） 高校生 卒業生 

自分の個性や適性を考える学習 29.9（1 位） 39.3（2 位）

特に指導してほしかったことはない 29.5（2 位） 12.9（16 位）

社会人・職業人としての常識やマナー 26.5（3 位） 40.1（1 位）

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 23.1（4 位） 26.1（6 位）

（参考）転職希望者や再就職希望者などへの就職支援の仕組 15.0（10 位） 16.8（12 位）

 

特に、新規学卒者の 3 年以内の離職率は、一時減少傾向が見られたものの、直近の 2 年

間（平成 22・23 年 3 月卒）をみるかぎり、再び離職率が上昇する兆しがみうけられ（図 2）、

問題が一層深刻化する恐れもある。 

 

② 将来のリスクに対する予防・対処策としてのキャリア教育 

上述のとおり、就職後 3 年以内の「早期離職」、進学者も含めて考えれば「中退」とい

った問題に直面する可能性は決して低くない。一方で、人生上の諸リスクは「離職」や「中

退」を始めとして様々なものがあり、高校生が前もって自分にも降りかかりうるものとし

て想像するのは難しくもあるだろう。例えば、「進路について指導して欲しかったこと」と

して「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」を挙げてい

るのは、高校生では 23.1％、卒業生でも 26.1％であり、四人に一人である（表 1）。 

ただし、「指導してほしかったこと」の選択肢として設定された 18 項目（「特に指導し

てほしかったことはない」を含む）全体の中での順位を見ると、高校生の回答では 4 位、

出典：厚生労働省「新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移」 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/24-02.pdf 

－ 75 －



 

卒業生の回答では 6 位と、上位に挙げられている。現実の早期離職などの状況を考慮すれ

ば、高校在学時に諸リスクへの対応についての学習機会をより多く設定すべきであるし、

表 1 のとおり、「自分の個性や適性を考える学習」のような指導への生徒の期待も高い。そ

の際、生徒の興味関心を基にした自主的・実践的な活動を通した学びに並行して、教員が

ハローワークなどの外部機関の支援を得つつ、より積極的に系統的な指導を展開すること

が望まれる。 

ただ同時に、いかに事前に諸リスクについて学べたとしても、想定していなかった、あ

るいは学んでいなかったリスクに直面することは当然起こり得る。生徒たちが困難に遭遇

した際に相談や支援が得られる手立てを知っておくことも重要となる。卒業生調査では「学

校や職場などで学んだり働いたりすることが困難な問題が起こったときに相談できる機関」

について、45.8％が「機関に関する情報提供の有無について覚えていない」、16.8％が「情

報提供はなかった」と答えている＊３。つまり、6 割以上の生徒は相談機関の知識がないま

ま社会に出ているということになる。これらも早急に改善されるべきポイントである。 

 

③ 諸リスクへの対応に関する実態 

 保護者の過半数が将来起こりうる諸リスクへの対応に関する指導を期待しているが、学

校はそこまで重視しておらず、情報提供を行っている教員は 30.1％、学習の機会がない学

校は 49.3％に上る（図 3）＊４＊５＊６＊７＊８。現実をみると、高校入学から上級学校進学も含

め、社会に出て 3 年以内に離職せず順調に進む生徒は、目の前にいるうちの 6 割程度であ

る（図 1）。卒業後に起こる諸リスクには個人の想像の範疇を超えていて防ぎようがないも

のもある。問題が発生したときの解決手段を知っているか、解決のために支援を求められ

るか否かで、その後の人生は大きく変わりうる。高等学校が指導を通じて果たしうる役割

は大きい。 

           

【図３】諸リスクへの対応（学校調査・担任調査・生徒調査・保護者調査・卒業生調査） 

 

※ 「とても期待している」、「ある程度期待している」の計 

 

 

30.1%

49.3%

42.4%

34.8%

53.5%

61.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

情報提供に取り組んでいる担任

学習の機会や内容「なし」と答えた学校

学習に取り組まなかった卒業生

（指導がなかったを含む）

学習に取り組んでいない高校生

転職希望者や再就職希望者などへの就職支援の仕

組みに関する学習
就職後の離職や失業など、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

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

保
護
者
が

高
校
で
の

キ
ャ
リ
ア

教
育
や
進

路
指
導
に

期
待
し
て

い
る
学
習

内
容

※

就職後の離職・失業など、
将来起こりうる人生上の

諸リスクへの対応   
 

保護者が高校での
キャリア教育や進
路指導に期待して

いる学習内容 

－ 76 －



 

④ 今後の方向性 

今日これほどキャリア教育が必要とされる背景の一つに、社会の変革の大きさと早さが

ある。雇用のあり方が変化するのに伴い、様々な制度や支援機関も変化してきている。保

護者世代が若年時に経験した雇用状況・慣行とは大きく異なっている面もあり、家庭のみ

ならずまた別のルートからも適切な支援を生徒が得られることが肝要である。場合によっ

ては、家庭が生徒の進路選択により深く関わることを支援すべく、今日の進路選択の実情

を家庭に提供することも有意義であろう。 

 生徒自体、まだ明確に諸リスクへの指導の意義を実感できる状況ではない。諸リスクへ

の対応指導が「役に立った」と目にみえる数値で表れないのは、高校 3 年生や卒業生（卒

業から 1 年未満）という調査の時期的に当然の帰結であろう。 

 だからこそ、将来の職業や生き方についての自覚を促すためにも、将来起こりうること

や対処法について正しい知識に高校段階から触れさせ、身に付けさせることが重要となっ

てくる。正しい知識がないために、将来を必要以上に悲観したり、投げやりになったりす

ることも考えられる。加えて、想定されるリスクに対処する方法を具体的に身に付けるよ

う指導すれば、過度の不安を与えずにすむ。上級学校進学希望者であっても、将来、社会

人・職業人になることに変わりはなく、身に付ける時期として早すぎるとか上級学校に指

導を先送りするといった考えは、責任転嫁に過ぎない。生徒が必要な情報を得る場として、

高校が果たせる役割は大きい。 

高等学校においては、生徒自身が予見可能なリスクを正しく認識し、困難な問題が起こ

ったときに相談できる機関の活用を含んだリスクへの対処の方策を理解するための指導が

求められる。これらを通じて、社会に参画できるための力を養うことこそ、「社会的・職業

的自立」というキャリア教育の目指すところと言えるのではないだろうか。 

 

参考：第一次報告書における参照データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1  P291 高等学校・生徒調査 問 15 

＊2  P328 高等学校・卒業生調査 問 13 

＊3  P322 高等学校・卒業生調査 問 9 

＊4  P256 高等学校・ホームルーム担任調査 問 4 

＊5  P239 高等学校・学校調査 問 14 

＊6  P324 高等学校・卒業生調査 問 11 

＊7  P289 高等学校・生徒調査 問 14 

＊8 P304 高等学校・保護者調査 問 9 
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テーマ３ キャリア教育における評価 

 

 

キャリア教育の推進にはキャリア教育の評価が不可欠 

キャリア教育の評価に対する認識を深め、評価の工夫改善を行うことで、 

キャリア教育を推進しましょう。 

 

●校内研修において「キャリア教育の評価に関する研修」が実施されている割合は極め

て低い。 

●キャリア教育についてのホームルーム担任の悩みは、「実施の時間が少ない」、「評価の

仕方がわからない」がともに 3 割を越えて突出している。 

●キャリア教育について、学校管理職とホームルーム担任との間に認識の違いが見られ

る。 

○生徒や卒業生は、将来の生き方や進路を考える上で役に立った指導内容として、「様々

な教科における日々の授業」をあげている。 

○学校管理職は、キャリア教育を学校評価に関連付けて総括することが必要。 

 

① キャリア教育の評価に対する認識について 

 キャリア教育の全体計画があると回答した学校のうち、全体計画に記されている内容と

して、「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）」をあげた割合は 20.7%で、最も低くなっている（図 1）＊１。 

また、キャリア教育の年間指導計画があると回答した学校のうち、キャリア教育の計画

を立てる上で重視したこととして、「取組の改善につながる評価を実施すること」をあげた

割合は 16.6％であり、「卒業生への追指導を行うこと」（11.8％）に次いで低くなっている

(図 2)。これに対して、「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」（81.1％）、「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％）、「大学等の体験入学や学校紹介 

 

【図１】全体計画に記されている内容（学校調査） 
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【図２】キャリア教育の計画を立てる上で重視したこと（学校調査） 

 

 

【図３】今年度実施した（実施予定も含む）研修会の内容（学校調査） 

 

 

など、上級学校に関わる体験活動を取り入れること」（71.6％）などは高い値を示している

＊２。このことから、就職及び進学に関する指導や体験活動の充実など目標の達成状況を総

括的に把握することにつながる具体的な取組については計画立案の上で重視されるものの、

評価項目・指標の設定や評価の実施などキャリア教育全体の中での達成状況を形成的に捉

えることについては比較的重視されていないことが見て取れる。 

 PDCA サイクルの重要性が指摘されているキャリア教育において、「取組の改善につなが

る評価を実施すること」は不可欠であり、教員はこのことに対する認識を深める必要があ

る。 

 

② キャリア教育の評価に関する研修の実態と在り方 

 学校調査において、「今年度実施した（実施予定も含む）研修会の内容」では、「キャリ

ア教育の評価に関する研修」が 2.7％で最も低い（図 3）＊３。 

しかし、担任調査における「ホームルームのキャリア教育について困ったり悩んだりし

ていること」では、「キャリア教育の計画・実施についての評価の仕方がわからない」が

31.0％と上位 2 番目となっている（図 4）＊４。このことは、生徒に直接関わる担任が評価

の仕方に不安をもっているにもかかわらず、学校としての評価に関する研修が十分でない 
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【図４】ホームルームのキャリア教育について困ったり悩んだりしていること（ホームル

ーム担任調査） 

 

 

ことの表れであり、学校の研修体制の在り方に課題があることを示している。また、この

回答については前回調査（平成 17 年度）では評価について悩んでいる学級担任は 5.5％で

あり、今回は 31.0％（25.5 ポイント増）と大幅に増加している。キャリア教育への認識が

広がる中、キャリア教育における評価についての関心が高まり、必要性を強く感じている

ものの、具体的な評価項目の設定や評価方法については苦慮していることを示唆している。 

キャリア教育では、複数の教員が生徒との様々な関わりの中で、生徒一人一人の成長や

変容に触れ、臨機応変にかつ細やかな指導や支援を行うことが求められる。そのためには、

学校内において生徒に関する情報交換や指導の方向性を揃えるための職員研修が必要であ

る。とりわけ、高等学校段階においては生徒の成長や変容が著しいことから、生徒の発達

の段階に応じて職員研修を行い、活動内容はもとより評価の指標等についての共通理解や

共通認識をもつことが必要である。 

 

③ キャリア教育の評価を充実させるための留意点 

キャリア教育の評価を充実させるためには、学校や生徒の実態等について共通理解や共

通認識を図ったうえで、評価指標の作成に取り組むことが第一義である。ところが、今回

の調査ではいくつかの項目において学校管理職とホームルーム担任との間に次のような認

識の違いが見受けられた。 

「キャリア教育を実施するための時間」について、学校調査では「確保されている」が

64.5％である＊５のに対し、ホームルーム担任調査では「十分な時間の確保ができない」が

34.6％である＊６。また、「キャリア教育による生徒の変容」について、学校調査では「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」が

76.1％＊７であるのに対し、ホームルーム担任調査では「生徒の進路意識や進路選択態度に

34.6%

31.0%

5.5%

26.1%

25.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

キャリア教育を実施する十分な時間が確保できない

キャリア教育の計画・実施についての評価の仕方がわか

らない

《参考》前回(平成17年度）調査結果「学級担任教員の進路

指導についての悩み」進路指導の計画・実施についての

評価

キャリア教育の適切な教材が得られない

キャリア教育と進路指導の違いがわからない

－ 80 －



 

望ましい変容が見られない」が 24.2％＊８である。 

各学校においては、教員アンケートや意見交換会などにより学校の実態を適切に把握し

課題を明確にして、キャリア教育の推進に向けた方向性を見いだすことが重要である。そ

のためには、評価に際して次のような点に留意することが求められる。 
 

○ 各教科、総合的な学習の時間、特別活動の目標やねらい、また、各教科等の評価規準

にキャリア教育の視点を盛り込むこと 

○ 人間としての在り方生き方の探求や、豊かな自己形成に関する視点を盛り込むこと 

○ 進路指導の評価にキャリア教育の視点や内容を取り入れること 

 

④ 今後の方向性 

今回の生徒調査及び卒業生調査での質問「将来の生き方や進路を考える上で役に立った

指導内容」において、「役に立った」と「少しは役に立った」と回答した割合の合計が最も

高かったのが、「様々な教科における日々の授業」であった＊９＊１０。このことは、日々の

授業で行う教科学習とキャリア教育との関連が深いことを示している。 

評価の目的は、生徒の成長や変容を把握することであり、その評価に基づいて取組の改

善につなげることである。したがって、キャリア教育の評価は、「生徒の成長や変容に関す

る評価」と「教育活動としてのキャリア教育全体の評価」の視点が必要となる。 

今後、キャリア教育における評価について、教員、学校管理職には次のことが求められ

よう。 

 

○ 教員は、教科・科目での指導をキャリア教育の視点で見つめ直し、個々の生徒に対応

するとともに、キャリア教育の視点をもって指導と評価の一体化に取り組む。 

○ 学校管理職は、学校評価にキャリア教育に関する評価項目を設定するとともに、結果

については経年変化などの分析も加えて教員間で共有し、自校のキャリア教育を総括

する。そのためには、自校の目標及び育成する能力や態度、教育内容・方法等との関

係から、生徒にどのような力が身に付いたのか、その育成のための教育活動は効果的

であったか、指導計画は適切であったかなどの視点をもって、多面的に評価する必要

があろう。 

参考：第一次報告書における参照データ 

＊1 P221 高等学校・学校調査 問４（１）② 

＊2 P225 高等学校・学校調査 問４（４） 

＊3 P229 高等学校・学校調査 問７ 

＊4 P262 高等学校・ホームルーム担任調査 問８ 

＊5 P241 高等学校・学校調査 問 15 

＊6 P262 高等学校・ホームルーム担任調査 問８ 

＊7 P241 高等学校・学校調査 問 15 

＊8 P262 高等学校・ホームルーム担任調査 問８ 

＊9 P289 高等学校・生徒調査 問 14 

＊10 P324 高等学校・卒業生調査 問 11 
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（２）クロス集計の結果 

 

分析結果のハイライト  

① 担任がホームルームでキャリア教育を行う上で、全体計画は重要な意味をもつ。 

② 事前・事後指導を伴う就業体験により、学習意欲の向上が期待できる。 

③ いずれの学科でも、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校では、様々

な面でキャリア教育を円滑に進めている。 

 

〈分析によって得られた示唆〉 

① 全体計画の重要性 

１）全体計画では、重点目標や具体的な目標を設定（学校調査より） 

7 割の学校が全体計画を設定し、そこには現状把握や評価計画よりも、重点目

標や具体的な目標を記している学校が多い。 

２）現状把握や評価計画が、担任の指導を促進（学校調査、担任調査より） 

全体計画があり、そこに現状把握や評価計画を具体的に記している学校の担任

の方が、ホームルームで積極的にキャリア教育に取り組んでいる。 
② インターンシップ（就業体験）の効果 

１）事前・事後指導も十分に行っている担任は半数（担任調査より） 

インターンシップなどの将来の職業に関わる体験活動を実施している担任は

58.0％、それに加えて事前指導・事後指導も十分に行っている担任は 47.3％で

あった。 

２）事前・事後指導は、生徒のキャリア教育への取組を促進（担任調査より） 

インターンシップの事前・事後指導を十分に行っている担任の方が、生徒は自

己の生き方や進路を真剣に考え、キャリア教育に関する学習や卒業後の進路に

関する学習を含め、学習意欲が向上していることを実感している。 
③ 学習意欲向上の要因 

１）2 割の学校でキャリア教育を通じて学習意欲が向上（学校調査、担任調査より） 

キャリア教育を通じて、生徒の学習全般に対する意欲の向上が見られる学校は、

普通科 20.9％、職業に関する専門学科 19.5％、総合学科 19.4％と、学科を問

わず 2 割程度である。 

２）学習意欲向上には、全校的なキャリア教育の円滑さが関連（学校調査より） 

いずれの学科でも、キャリア教育を通じて、生徒の学習全般に対する意欲の向

上が見られる学校では、全校的にキャリア教育を円滑に進めている。ただし、

どのような取組と特に関連が見られるのかは学科により異なる。 

３）学習意欲向上には、ホームルームや学年でのキャリア教育の円滑さも関連（担

任調査より） 

いずれの学科でも、キャリア教育を通じて、生徒の学習全般に対する意欲の向

上が見られる学校では、ホームルームや学年の様々な面でキャリア教育を円滑

に進めている。ただし、どのような取り組みと特に関連が見られるのかは、学

科により異なる。 
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高等学校調査結果に対するクロス集計に当たっては、キャリア教育推進の重要

な課題として、「全体計画の重要性」、「インターンシップ（就業体験）の効果」、

「学習全般に対する意欲向上の要因」という三つのテーマを検討した。  

 

① 全体計画の重要性 

キャリア教育を推進する上では、各学校のキャリア教育の全体的な方針や計画

を内外に示す全体計画の策定が重要な役割を果たす。それでは、全体計画がある

学校とない学校では、また、全体計画がある学校の中でも、具体的に記している

内容によって、担任の指導にどのような違いが見られるのであろうか。  

 

１）全体計画では、重点目標や具体的な目標を設定（学校調査より） 

学校調査の結果によると、全体計画がある学校は 70.4％、全体計画がない学校は 29.6％

であり、7 割の高等学校にキャリア教育の全体計画がある。 

さらに、全体計画のなかで具体的に記している内容によって、以下の 4 つの観点にあて

はまる学校とそうでない学校とでそれぞれに分けて分布を見た。 

第 1 は「現状把握」であり、「生徒の実態／保護者や地域の実態・願い／教師の願い」

を具体的に示している学校である｡あてはまる学校は 12.9％であった。 

第 2 は「重点目標の設定」であり、「学校課題や重点目標／キャリア教育の全体目標／

各学年（学年グループ）の重点目標」を具体的に示している学校である｡あてはまる学校は

36.5％であった。 

第 3 は「具体的な目標設定」であり、「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）／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）」

を具体的に示している学校である｡あてはまる学校は 40.2％であった。 

第 4 は「評価計画」であり、「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）」を具体的に示している学校である｡あてはまる学校は

14.5％であった。 

なお、「上記全部が揃っている」学校にあてはまる学校をみてみると、4.5％に留まっ

た。 

以上の結果から、全体計画のなかでは重点目標や具体的な目標が設定される傾向にあ

る｡それに比べて、現状把握や評価計画について記している学校は少ない｡また、全てを全

体計画のなかで記している学校は少数派であった。 

 

２）現状把握や評価計画が、担任の指導を促進（学校調査、担任調査より） 
担任調査にて「ホームルームでキャリア教育を行う上で、特に重点をおいて指導してい

ること」を尋ね、各項目に「よく指導している」と回答した割合を、全体計画との関連で

示したものが図 1 から図 3 である。 

全体計画の有無と担任の指導との関連を検討したのちに、全体計画のうち「現状把握」

と「評価計画」の二つをとりあげ、全体計画の具体的内容と担任の指導との関連について 
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【図１】全体計画の有無別に見た担任の指導内容（学校調査・担任調査） 

 
※ 回答は「よく指導している」「ある程度指導している」「あまり指導していない」「指導していない」か

ら一つを選択する形式であったが、図では「よく指導している」という回答の割合のみを示した。 

※ χ 2 検定の結果、有意差が見られたのは、「上級学校や職場に関する情報を収集・活用すること」（χ
2(3)=11.758,p<.01）、「調べたいことがあるとき、自ら進んで資料や情報を集め、必要な情報を取捨選

択すること」（χ2(3)=8.804,p<.05）、「起きた問題の原因、解決すべき課題はどこにあり、どう解決す

るのかを工夫すること」（χ2(3)=8.400,p<.05）、「学ぶことや働くことの意義について理解し、学校で

の学習と自分の将来をつなげて考えること」（χ2(3)=8.468,p<.05）であった。 

 

も示す（ここで取り上げていないものに関しては、巻末の附表を参照願いたい）。 

全体計画がある学校の担任の方が、全般的に「よく指導している」割合が高く、ホームル

ームでのキャリア教育実践が充実している傾向が見られた（図 1）。中でも「上級学校や

職場に関する情報を収集・活用すること」（5.2 ポイント差）で差が見られる。 

全体計画で具体的に記している内容に目を向けると、「現状把握」を具体的に記している

学校の担任の方が、全般的に「よく指導している」割合が高く、中でも「上級学校や職場

を選ぶに当たって、その合格の可能性や採用の可能性を考慮すること」（9.4 ポイント差）、

「相手が理解しやすいように、自分の考えや気持ちを整理して伝えること」（7.5 ポイン 
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32.9% 

48.1% 

61.7% 

40.1% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

様々な立場や考えの相手に対して、その意見を聴き

理解しようとすること 

相手が理解しやすいように、自分の考えや気持ちを

整理して伝えること 

自分の果たすべき役割や分担を考え、周囲の人と力

を合わせて行動しようとすること 

自分の興味や関心、長所や短所などについて把握

し、自分らしさを発揮すること 

喜怒哀楽の感情に流されず、自分の行動を適切に律

して取り組もうとすること 

不得意なことや苦手なことでも、自分の成長のため

に進んで取り組もうとすること 

調べたいことがあるとき、自ら進んで資料や情報を

集め、必要な情報を取捨選択すること* 

起きた問題の原因、解決すべき課題はどこにあり、

どう解決するのかを工夫すること* 

活動や学習を進める際、適切な計画を立てて進めた

り、評価や改善を加えて実行したりすること 

学ぶことや働くことの意義について理解し、学校で

の学習と自分の将来をつなげて考えること* 

自分の将来について具体的な目標をたて、現実を考

えながらその実現のための方法を考えること 

自分の将来の目標の実現に向かって具体的に行動し

たり、その方法を工夫・改善したりすること 

上級学校や職場に関する情報を収集・活用すること

** 

「進学したい学校」・「就職したい職場」を選び、

その実現のために努力すること 

上級学校や職場を選ぶに当たって、その合格の可能

性や採用の可能性を考慮すること 

全体計画がある学校 

全体計画がない学校 
**p<.01、*p<.05 
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【図２】全体計画内での「現状把握」の記述の有無別に見た担任の指導内容（学校調査・

担任調査） 

 

※ 回答は「よく指導している」「ある程度指導している」「あまり指導していない」「指導していない」か

ら一つを選択する形式であったが、図では「よく指導している」という回答の割合のみを示した。 

※ χ2 検定の結果、有意差が示されたのは、「上級学校や職場を選ぶに当たって、その合格の可能性や採用の

可能性を考慮すること」（χ2(3)=9.919,p<.05）のみであった。 

 

ト差）、「上級学校や職場に関する情報を収集・活用すること」（7.1 ポイント差）、「不

得意なことや苦手なことでも、自分の成長のために進んで取り組もうとすること」（5.9

ポイント差）に差が見られる（図 2）。合格可能性や採用可能性の考慮といった項目に表

れているように、全体計画内で現状把握が盛り込まれていることが、ホームルーム担任に

生徒の実態を踏まえることを促し、きめ細やかなキャリア教育の実践に結び付いているも

のと考えられる｡ 

同様に、全体計画で「評価計画」を具体的に記している学校の担任の方が、全般的に「よ

く指導している」割合が高く、中でも「自分の将来について具体的な目標をたて、現実を

考えながらその実現のための方法を考えること」（5.8 ポイント差）、「自分の将来の目

標の実現に向かって具体的に行動したり、その方法を工夫・改善したりすること」（5.3 
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34.1% 

50.9% 

63.8% 

40.0% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

様々な立場や考えの相手に対して、その意見を聴き理解しよ

うとすること 

相手が理解しやすいように、自分の考えや気持ちを整理して

伝えること 

自分の果たすべき役割や分担を考え、周囲の人と力を合わせ

て行動しようとすること 

自分の興味や関心、長所や短所などについて把握し、自分ら

しさを発揮すること 

喜怒哀楽の感情に流されず、自分の行動を適切に律して取り

組もうとすること 

不得意なことや苦手なことでも、自分の成長のために進んで

取り組もうとすること 

調べたいことがあるとき、自ら進んで資料や情報を集め、必

要な情報を取捨選択すること 

起きた問題の原因、解決すべき課題はどこにあり、どう解決

するのかを工夫すること 

活動や学習を進める際、適切な計画を立てて進めたり、評価

や改善を加えて実行したりすること 

学ぶことや働くことの意義について理解し、学校での学習と

自分の将来をつなげて考えること 

自分の将来について具体的な目標をたて、現実を考えながら

その実現のための方法を考えること 

自分の将来の目標の実現に向かって具体的に行動したり、そ

の方法を工夫・改善したりすること 

上級学校や職場に関する情報を収集・活用すること 

「進学したい学校」・「就職したい職場」を選び、その実現

のために努力すること 

上級学校や職場を選ぶに当たって、その合格の可能性や採用

の可能性を考慮すること* 

「現状把握」を具体的に記している学校 

「現状把握」を具体的に記していない学校 *p<.05 
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【図３】全体計画内での「評価計画」の記述の有無別に見た担任の指導内容（学校調査・

担任調査） 

 

※ 回答は「よく指導している」「ある程度指導している」「あまり指導していない」「指導していない」か

ら一つを選択する形式であったが、図では「よく指導している」という回答の割合のみを示した。 

※ χ2 検定の結果、有意差が示されたのは、「活動や学習を進める際、適切な計画を立てて進めたり、評価や

改善を加えて実行したりすること（χ2(3)=9.091,p<.05）」のみであった。 

 
ポイント差）に差が見られる（図 3）。全体計画内で評価（チェック）を明示しているこ

とが、キャリア教育を担う担任に、計画（プラン）や改善（アクション）への意識付けを

促す効果があるものと考えられる｡ 

これらの結果によると、担任がホームルームでキャリア教育を行う上で、全体計画は重

要な意味をもっている。実態や願いといった現状を把握し、キャリア教育の成果に関する

評価の観点をもち、具体的にそれを記しているような全体計画の下では、担任の指導も全

体計画に応じたかたちで促されているものと推測される。各学校で展開したいキャリア教

育を実現する上で、全体計画にどのような内容を盛り込んでいくのか、各校の実態を踏ま

えつつ議論し、策定することが有効と考えられる｡ 

 

 

37.9% 

33.3% 

47.2% 

29.5% 

30.9% 

36.2% 

29.4% 

16.3% 

20.6% 

41.5% 

46.8% 

38.8% 

55.3% 

67.0% 

44.8% 

38.5% 

33.0% 

44.5% 

33.4% 

31.3% 

36.5% 

30.6% 

16.5% 

21.5% 

40.0% 

41.0% 

33.5% 

51.2% 

63.7% 

40.6% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

様々な立場や考えの相手に対して、その意見を聴き理解し

ようとすること 

相手が理解しやすいように、自分の考えや気持ちを整理し

て伝えること 

自分の果たすべき役割や分担を考え、周囲の人と力を合わ

せて行動しようとすること 

自分の興味や関心、長所や短所などについて把握し、自分

らしさを発揮すること 

喜怒哀楽の感情に流されず、自分の行動を適切に律して取

り組もうとすること 

不得意なことや苦手なことでも、自分の成長のために進ん

で取り組もうとすること 

調べたいことがあるとき、自ら進んで資料や情報を集め、

必要な情報を取捨選択すること 

起きた問題の原因、解決すべき課題はどこにあり、どう解

決するのかを工夫すること 

活動や学習を進める際、適切な計画を立てて進めたり、評

価や改善を加えて実行したりすること* 

学ぶことや働くことの意義について理解し、学校での学習

と自分の将来をつなげて考えること 

自分の将来について具体的な目標をたて、現実を考えなが

らその実現のための方法を考えること 

自分の将来の目標の実現に向かって具体的に行動したり、

その方法を工夫・改善したりすること 

上級学校や職場に関する情報を収集・活用すること 

「進学したい学校」・「就職したい職場」を選び、その実

現のために努力すること 

上級学校や職場を選ぶに当たって、その合格の可能性や採

用の可能性を考慮すること 

「評価計画」を具体的に記している学校 

「評価計画」を具体的に記していない学校 *p<.05 
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② インターンシップ（就業体験）の効果 

では、担任の指導により、生徒のキャリア教育への取り組みや成果に違いが見られるの

だろうか。ここでは、高等学校でその取組の遅れが指摘されている就業体験（以下、イン

ターンシップ）に焦点をあて、インターンシップを実施している担任や事前・事後指導ま

で行っている担任と、そうとはいえない担任とでは、生徒のキャリア教育への取組や成果

に対する実感がどのように異なるのかをみる。 

 

１）事前・事後指導も十分に行っている担任は半数（担任調査より） 
担任調査において、インターンシップなどの将来の職業に関わる体験活動を実施してい

るかを尋ねた。実施している担任は 58.0％、実施していない担任は 42.0％であり、インタ

ーンシップを実施している担任はおよそ 6 割を占め、普及しつつあることがうかがわれた。 

しかし、事前指導・事後指導を十分に行っているかを尋ねたところ、十分に行っている

担任は 47.3％、十分に行っていない担任は 52.7％であり、事前・事後指導まで十分に行っ

ている担任は半数に満たなかった。 

 

２）事前・事後指導は、生徒のキャリア教育への取り組みを促進（担任調査より） 
担任調査にて、生徒のキャリア教育への取組や成果を尋ねた。インターンシップを実施

している担任と実施していない担任別に結果を示したものが図 4 であり、インターンシッ

プの事前・事後指導を十分に行っている担任と十分に行っていない担任別に結果を示した

ものが図 5 である。 

インターンシップを実施している担任の方が、卒業後の就職や進学に関する一部の取組

を除いて、生徒のキャリア教育への取組や成果を実感している割合が高く、インターンシ

ップがキャリア教育の実践全般に好影響を与える様子が見られた（図 4）。中でも「キャ

リア教育を実施する中で、生徒は自己の生き方や進路を真剣に考えている」（9.8 ポイン

ト差）、「生徒はキャリア教育に関する学習に積極的に取り組んでいる」（6.4 ポイント

差）に差が見られる。大きな差とまではいえないが、「生徒はキャリア教育に関する学習

や活動を通して、学習全般に対する意欲が向上してきている」（4.6 ポイント差）にも差

が見られた｡キャリア教育のもつ効果はキャリアに関わる学びに留まらず、学習全般にも波

及しうることが示唆されている。 

さらに、インターンシップの事前・事後指導を十分に行っている担任の方が、全般的に

高い割合で、生徒のキャリア教育への取組や成果を実感している傾向にある（図 5）。中

でも「生徒はキャリア教育に関する学習に積極的に取り組んでいる」（12.5 ポイント差）、

「キャリア教育を実施する中で、生徒は自己の生き方や進路を真剣に考えている」（12.1

ポイント差）には 10 ポイント以上もの差が見られ、「生徒はキャリア教育に関する学習や

活動を通して、学習全般に対する意欲が向上してきている」（7.5 ポイント差）にも 5 ポ

イント以上の差が見られる。インターンシップそのものにも効果が見られたが、インター

ンシップで経験することの意味付けや振り返りをきめ細かく行うことで、更なる効果が見 
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【図４】担任の就業体験の実施別に見た生徒のキャリア教育への取組や成果（担任調査） 

 

※ χ2 検定の結果、有意差が示されたのは、「キャリア教育を実施する中で、生徒は自己の生き方や進路を真

剣に考えている（χ 2(1)=19.373,p<.001）」、「生徒はキャリア教育に関する学習に積極的に取り組んでい

る（χ 2(1)=8.167,p<.01）」、「生徒はキャリア教育に関する学習や活動を通して、学習全般に対する意欲

が向上してきている（χ2(1)=4.262,p<.05）」であった。 

 

込めると考えられる。 

 これらの結果からわかったことは次の 3 点である。1 点目は、担任がインターンシップ

を実施することにより、生徒がキャリア教育に関する学習や、自己の生き方や進路を真剣

に考えるのを促進しうることである。2 点目は、さらに事前・事後指導も十分に行うこと

によって、生徒の卒業後の就職や進学に関する学習も促されることである。3 点目は、就

業体験の事前・事後指導を十分に行うことは、キャリア教育に関する学習のみならず、学

習全般に対する生徒の意欲の向上につながることである。 

キャリア教育に関する学習や活動は、自身の進路に関する学びにとどまらず、学習全般

に対する意欲の向上にもつながる点はとりわけ重要である。 
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【図５】担任の就業体験の事前・事後指導の実施別に見た生徒のキャリア教育への取組や

成果（担任調査） 

 
※ χ2 検定の結果、有意差が示されたのは、「生徒はキャリア教育に関する学習に積極的に取り組んでいる」

（χ2(1)=33.052,p<.001）、「キャリア教育を実施する中で、生徒は自己の生き方や進路を真剣に考えてい

る」（χ2(1)=29.933,p<.001）、「生徒はキャリア教育に関する学習や活動を通して、学習全般に対する意

欲が向上してきている」（χ2(1)=11.599,p<.001）であった。 

 

③ 学習意欲向上の要因 

今日、学習意欲の向上は高等学校においても大きな課題となっている。前節で

は、キャリア教育を通じて、学習全般に対する意欲が向上することが確認された。 

では、キャリア教育を通じて、学習全般に対する意欲の向上が見られる学校で

は、どのような取組をどう進めているのだろうか。ここでは、学校調査及び担任

調査に基づき、「全校的な立場」と「担任の立場」の両面から「キャリア教育を

通じた学習意欲の向上が見られる学校」を抽出し、そこでのキャリア教育の取り

組みについて、高等学校の学科別（普通科・職業に関する専門学科・総合学科）に具体

的にみる。なお、回答数の関係上、職業以外に関する専門学科は分析に含めていないので、

留意されたい。 

 

１）2 割の学校でキャリア教育を通じて学習意欲が向上（学校調査、担任調査より） 

学校調査にて「キャリア教育の実践によって、学習全般に対する生徒の意欲が向上して

きている」と回答し、なおかつ、担任調査にて「生徒は、キャリア教育に関する学習や活

動を通して、学習全般に対する意欲が向上してきている」と回答している場合を、ここで

は「キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校」とする。 

普通科のうち 20.9％、職業に関する専門学科のうち 19.5％、総合学科のうち 19.4％が

該当しており、いずれの学科でも「キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校」

はおよそ 2 割であった。 
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２）学習意欲向上には、全校的なキャリア教育の円滑さが関連（学校調査より） 
学校調査の結果から、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校とそうでは

ない学校別に、全校的に見たキャリア教育の現状を示したものが図 6 から図 8 である（図

6 は普通科、図 7 は職業に関する専門学科、図 8 は総合学科）。 

普通科では、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校の方が、全校的にキ

ャリア教育を円滑に進めている（図 6）。中でも、当てはまると回答した項目で 20.0 ポイ

ント以上もの差が見られたのは、「保護者は学校のキャリア教育に関して理解し、協力し

ている」（25.9 ポイント差）、「キャリア教育の計画の実施について評価を行っている」

（22.9 ポイント差）、「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」

（21.6 ポイント差）であった。普通科においては、保護者や社会人といった学校外の関係

者との関わりの点に特徴が見受けられる。また、学校内の要因として、評価が定着しつつ

ある点にもポイントがあり、PDCA サイクルに基づく効果的なキャリア教育の実践が学習意

欲の向上に結び付いているものと推察される。 

普通科同様、職業に関する専門学科でも、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見ら

れる学校の方が、全校的にキャリア教育を円滑に進めている（図 7）。中でも、当てはま

ると回答した項目で 20.0 ポイント以上もの差が見られたのは、「キャリア教育を実施する

ための時間は確保されている」（27.2 ポイント差）、「保護者は学校のキャリア教育に関

して理解し、協力している」（26.9 ポイント差）、「教員はキャリア教育に関して理解し、

協力している」（22.4 ポイント差）であった。職業に関する専門学科においても、普通科

と同じく、学校外の関係者の理解と協力に特徴が表れている。同時に、職業に関する専門

学科に特有な点としては、時間の確保や教員間の協働など、しっかりとしたキャリア教育

の体制づくりを行えているかという点に違いが表れているところである。職業に関する専

門学科での教育は普通科のそれに比べれば職業との関わりが強いゆえに、キャリア教育を

きめ細かく行う体制を整備することで、学校での学び全般への意欲喚起によりつながりや

すいものと考えられる。 

総合学科においても、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校の方が、全

校的にキャリア教育を円滑に進めている（図 8）。当てはまると回答した項目で 20.0 ポイ

ント以上の差が見られたのは、「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」（31.6 ポイント差）、「教員はキャリア教育に関する情報を

収集し、活用している」（27.0 ポイント差）であった。生徒の個性を生かした主体的な学

びを特徴とする総合学科においては、収集した情報を利活用する力や指導力を備えた教員

集団のほうが、より生徒の学習を促しうるものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

－ 90 －



【図６】学習意欲の向上の有無別に見た、全校的に見たキャリア教育の現状（普通科）（学

校調査） 

 

※ χ2 検定の結果、いずれにおいても有意差が示された。「キャリア教育の諸計画は、計画どおり実施されて

いる」（χ 2(1)=13.335,p<.001）、「キャリア教育に関する担当者を中心とする校務分掌組織が確立され、

機能している」（χ 2(1)=17.643,p<.001）、「教員はキャリア教育に関して理解し、協力している」（χ
2(1)=30.184,p<.001）、「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」（χ2(1)=23.594,p<.001）、「教員は指導案の作成や教材の工夫に努めている」（χ2(1)=27.550,p<.001）、

「教員はキャリア教育に関する情報を収集し、活用している」（χ 2(1)=26.118,p<.001）、「キャリア教育

を実施するための時間は確保されている」（χ 2(1)=15.761,p<.001）、「キャリア教育のための予算は確保

されている」（χ2(1)=34.218,p<.001）、「保護者は学校のキャリア教育に関して理解し、協力している」（χ
2(1)=56.003,p<.001）、「 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 」（χ
2(1)=40.021,p<.001）、「キャリア教育の計画の実施について評価を行っている」（χ2(1)=48.392,p<.001）、

「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」（χ2(1)=4.597,p<.05）であった。 
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【図７】学習意欲の向上の有無別に見た、全校的に見たキャリア教育の現状（職業に関す

る専門学科）（学校調査） 

 
※ χ 2 検定の結果、有意差が示されたのは、「教員はキャリア教育に関して理解し、協力している」（χ

2(1)=17.936,p<.001）、「教員は指導案の作成や教材の工夫に努めている」（χ2(1)=15.347,p<.001）、「教員

はキャリア教育に関する情報を収集し、活用している」（χ 2(1)=12.047,p<.001）、「キャリア教育を実施

するための時間は確保されている」（χ 2(1)=25.331,p<.001）、「保護者は学校のキャリア教育に関して理

解し、協力している」（χ2(1)=24.455,p<.001）、「キャリア教育の諸計画は、計画どおり実施されている」

（χ2(1)=9.164,p<.01）、「キャリア教育のための予算は確保されている」（χ2(1)=9.511,p<.01）、「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」（χ2(1)=5.189,p<.05）、「キャリア教育の計画

の実施について評価を行っている」（χ2(1)=7.454,p<.05）であった。 
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【図８】学習意欲の向上の有無別に見た、全校的に見たキャリア教育の現状（総合学科）

（学校調査） 

 

※ χ2 検定の結果、有意差が示されたのは、「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」（χ 2(1)=14.423,p<.001）、「教員はキャリア教育に関する情報を収集し、活用し

ている」（χ 2(1)=8.433,p<.01）、「キャリア教育の計画の実施について評価を行っている」（χ
2(1)=4.394,p<.05）であった。 

 

以上の分析結果より、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校は、全校的

にキャリア教育を円滑に進めている傾向が見て取れた。普通科においては学校外の関係者

との関わりと評価、専門学科では体制づくり、総合学科は生徒を支援する教員集団の存在

と、学科によって少しずつ特徴的なポイントは異なっているが、共通するのは学科の性質

などを踏まえながらキャリア教育が実践されている学校が、全般的な学習意欲の向上にも

結び付いている点である。キャリア教育の推進は、各学科の特徴を基に様々な側面でなさ
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れる必要があることがうかがえる。 

 

３）学習意欲向上には、ホームルームや学年でのキャリア教育の円滑さも関連（担

任調査より） 
続いて、担任調査の結果から、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校と

そうではない学校別に、ホームルームあるいは学年におけるキャリア教育の計画・実施の

割合を示したものが図 9 から図 11 である（図 9 は普通科、図 10 は職業に関する専門学科、

図 11 は総合学科）。 

普通科では、一部の項目を除き、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校

の方が、ホームルームや学年におけるキャリア教育を円滑に進めている（図 9）。中でも 20.0

ポイント以上もの差が見られたのは、「ホームルームのキャリア教育は計画に基づいて実施

している」（20.9 ポイント差）であった。前節で、キャリア教育の実施に対する評価の項

目に特徴が見られたが、こちらの分析結果からも、普通科においては PDCA サイクルが機能

していることが学習意欲向上に結び付く可能性がうかがえる。 

職業に関する専門学科でも、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校の方

が、全般的に、ホームルームや学年におけるキャリア教育を円滑に進めている（図 10）。

中でも 20.0 ポイント以上もの差が見られたのは、「ホームルームのキャリア教育の計画は、

生徒のキャリア発達の課題に即して作成されたものである」（26.5 ポイント差）、「キャ

リア教育を実施するための時間は確保されている」（20.7 ポイント差）、「キャリア教育

の成果についての評価（アンケートやポートフォリオなど）を行っている」（20.5 ポイン

ト差）であった。前節の分析同様に、時間の確保が特徴として表れている。また、発達課

題に即した計画や、評価といった項目にも大きな差が見られている。前節の分析結果から

も示唆されるように、しっかりとしたキャリア教育の体制を背景としながら、教員がホー

ムルームや学年において、目標を明確に設定し、成果や課題を検証し、必要な改善を図っ

て新たな取組に反映させる PDCA サイクルを確立することが極めて有効だと推察される。 

総合学科では、一部の項目に限られるが、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見ら

れる学校の方が、ホームルームや学年におけるキャリア教育を円滑に進めている（図 11）。

中でも 20.0 ポイント以上もの差が見られたのは、「ホームルームのキャリア教育の計画は、

生徒のキャリア発達の課題に即して作成されたものである」（26.4 ポイント差）と､「ホ

ームルームのキャリア教育計画を実施するための時間は確保されている」（22.0 ポイント

差）であった。前節の分析結果は、情報活用力や指導力を備えた教員集団の存在が影響力

をもつことを示していたが、まさにその力を発揮する場であるホームルームや学年におい

て、発達課題に即した計画や、計画を実施するための時間の確保など、実践に移れるかが

大きな違いを生み出すものと考えられる。 
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【図９】学習意欲の向上の有無別に見た、ホームルーム・学年におけるキャリア教育の現

状（普通科）（担任調査） 

 
※ χ2 検定の結果、有意差が示されたのは、「ホームルームのキャリア教育の計画は、学校全体のキャリア教

育の計画に基づいて作成されたものである」（χ 2(1)=31.743,p<.001）、「ホームルームのキャリア教育の

計画は、生徒のキャリア発達の課題に即して作成されたものである」（χ 2(1)=23.656,p<.001）、「ホーム

ルームのキャリア教育は計画に基づいて実施している」（χ 2(1)=35.565,p<.001）、「ホームルームのキャ

リア教育計画を実施するための時間は確保されている」（χ 2(1)=20.587,p<.001）、「キャリア・カウンセ

リング（進路相談）を実施している」（χ 2(1)=32.675,p<.001）、「キャリア教育に関する指導案や教材の

作成等を工夫している」（χ 2(1)=19.020,p<.001）、「キャリア教育に関する研修などに積極的に参加し、

自己の指導力の向上に努めている」（χ 2(1)=29.148,p<.001）、「進学にかかる費用や奨学金についての情

報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる」（χ2(1)=21.957,p<.001）、「グローバル化など社会・経

済・産業の構造的変化に関する情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる」（χ2(1)=25.818,p<.05）、

「社会人や保護者の講話など地域や家庭の教育力の活用に努めている」（χ 2(1)=12.011,p<.001）、「キャ

リ ア 教 育 の 成 果 に つ い て の 評 価 （ ア ン ケ ー ト や ポ ー ト フ ォ リ オ な ど ） を 行 っ て い る 」（ χ
2(1)=41.472,p<.001 ）、「 卒 業 後 の 就 職 や 進 学 に 関 す る 情 報 資 料 を 収 集 ・ 活 用 し て い る 」（ χ
2(1)=7.027,p<.01）、「就職後の離職・失業など、人生上の諸リスクへの対応に関する情報提供や生徒主体

の情報収集に取り組んでいる」（χ2(1)=10.086,p<.01）、「近年の若年者の雇用・就職・就業の動向に関す

る情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる」（χ2(1)=4.013,p<.05）であった。 

70.7% 

58.2% 

69.5% 

59.0% 

89.1% 

29.3% 

21.9% 

82.5% 

85.5% 

42.6% 

34.4% 

25.8% 

44.5% 

36.7% 

48.8% 

28.5% 

51.0% 

41.2% 

48.6% 

43.1% 

71.7% 

17.1% 

9.5% 

74.0% 

71.1% 

35.8% 

24.5% 

12.8% 

45.5% 

35.1% 

36.9% 

12.1% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ホームルームのキャリア教育の計画は、学校全体のキャリ

ア教育の計画に基づいて作成されたものである*** 

ホームルームのキャリア教育の計画は、生徒のキャリア発

達の課題に即して作成されたものである*** 

ホームルームのキャリア教育は計画に基づいて実施してい

る*** 

ホームルームのキャリア教育計画を実施するための時間は

確保されている*** 

キャリア・カウンセリング（進路相談）を実施している

*** 

キャリア教育に関する指導案や教材の作成等を工夫してい

る*** 

キャリア教育に関する研修などに積極的に参加し、自己の

指導力の向上に努めている*** 

卒業後の就職や進学に関する情報資料を収集・活用してい

る** 

進学にかかる費用や奨学金についての情報提供や生徒主体

の情報収集に取り組んでいる*** 

近年の若年者の雇用・就職・就業の動向に関する情報提供

や生徒主体の情報収集に取り組んでいる* 

就職後の離職・失業など、人生上の諸リスクへの対応に関

する情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる** 

グローバル化など社会・経済・産業の構造的変化に関する

情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる*** 

就業体験（インターンシップ）などの将来の職業に関わる

体験活動を実施している 

就業体験（インターンシップ）での体験活動の実施では、

事前・事後指導を十分に行っている 

社会人や保護者の講話など地域や家庭の教育力の活用に努

めている*** 

キャリア教育の成果についての評価（アンケートやポート

フォリオなど）を行っている*** 

学習意欲の向上が見られる学校 

学習意欲の向上が見られるとはいえない学校  ***p<.001、**p<.01、*p<.05 
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【図１０】学習意欲の向上の有無別に見た、ホームルーム・学年におけるキャリア教育の

現状（職業に関する専門学科）（担任調査） 

 
※ χ2 検定の結果、有意差が示されたのは、「ホームルームのキャリア教育の計画は、生徒のキャリア発達の

課題に即して作成されたものである」（χ 2(1)=25.372,p<.001）、「ホームルームのキャリア教育計画を実

施するための時間は確保されている」（χ 2(1)=15.038,p<.001）、「キャリア教育に関する研修などに積極

的に参加し、自己の指導力の向上に努めている」（χ2(1)=17.453,p<.001）、「グローバル化など社会・経

済 ・ 産 業 の 構 造 的 変 化 に 関 す る 情 報 提 供 や 生 徒 主 体 の 情 報 収 集 に 取 り 組 ん で い る 」（ χ
2(1)=13.028,p<.001）、「キャリア教育の成果についての評価（アンケートやポートフォリオなど）を行っ

ている」（χ 2(1)=31.174,p<.001）、「ホームルームのキャリア教育は計画に基づいて実施している」（χ
2(1)=10.192,p<.01 ）、「 キ ャ リ ア 教 育 に 関 す る 指 導 案 や 教 材 の 作 成 等 を 工 夫 し て い る 」（ χ
2(1)=10.537,p<.01）、「卒業後の就職や進学に関する情報資料を収集・活用している」（χ2(1)=8.738,p<.01）、

「就職後の離職・失業など、人生上の諸リスクへの対応に関する情報提供や生徒主体の情報収集に取り組

んでいる」（χ 2(1)=9.746,p<.01）、「ホームルームのキャリア教育の計画は、学校全体のキャリア教育の

計画に基づいて作成されたものである」（χ 2(1)=6.436,p<.05）、「近年の若年者の雇用・就職・就業の動

向に関する情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる」（χ 2(1)=5.603,p<.05）、「就業体験（イン

ターンシップ）での体験活動の実施では、事前・事後指導を十分に行っている」（χ 2(1)=5.442,p<.05）、

「社会人や保護者の講話など地域や家庭の教育力の活用に努めている」（χ2(1)=7.239,p<.05）であった。 
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キャリア教育に関する研修などに積極的に参加し、自己の指導

力の向上に努めている*** 

卒業後の就職や進学に関する情報資料を収集・活用している** 

進学にかかる費用や奨学金についての情報提供や生徒主体の情

報収集に取り組んでいる 

近年の若年者の雇用・就職・就業の動向に関する情報提供や生

徒主体の情報収集に取り組んでいる* 

就職後の離職・失業など、人生上の諸リスクへの対応に関する
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グローバル化など社会・経済・産業の構造的変化に関する情報

提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる*** 

就業体験（インターンシップ）などの将来の職業に関わる体験

活動を実施している 

就業体験（インターンシップ）での体験活動の実施では、事

前・事後指導を十分に行っている* 

社会人や保護者の講話など地域や家庭の教育力の活用に努めて

いる* 

キャリア教育の成果についての評価（アンケートやポートフォ

リオなど）を行っている*** 

学習意欲の向上が見られる学校 

学習意欲の向上が見られるとはいえない学校  ***p<.001、**p<.01、*p<.05 
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【図１１】学習意欲の向上の有無別に見た、ホームルーム・学年におけるキャリア教育の

現状（総合学科）（担任調査） 

 
※ χ2 検定の結果、有意差が見られたのは、「ホームルームのキャリア教育の計画は、生徒のキャリア発達の

課題に即して作成されたものである」（χ2(1)=8.151,p<.01）、「グローバル化など社会・経済・産業の構

造的変化に関する情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる」（χ2(1)=7.487,p<.05）であった。 

 

これらの結果から、キャリア教育を通じた学習意欲の向上が見られる学校の方が、ホー

ムルームや学年においても、様々な側面で、キャリア教育を円滑に進めていると考えられ

る。全ての学科に共通しているのは、計画や実施、評価に関わる点が学習意欲向上に関連

している点である。すなわち、ホームルームや学年単位でキャリア教育を進める際に小さ

な PDCA サイクルが機能しているかが、全般的な学習への意欲に波及するかを左右している

ものと推察される。 

一方で、学科により異なっている点としては、特に上記では触れてこなかったが、重要

なものの一つに、普通科・総合学科におけるインターンシップの位置付けがある。両学科

では、インターンシップに関する活動が学習意欲の向上に結び付いていない。職業に関す

る専門学科において進学に関する情報収集が学習意欲の向上と関連しないのは自然な成り
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行きとしても、高等学校普通科・総合学科におけるキャリア教育の推進、ひいては生徒の

学習意欲の向上をさらに推し進めていくうえで、インターンシップをどう積極的に活用し

ていくか、可能性を探る余地があるように思われる。 
 

④ まとめ 

改めて全体をまとめると、今回の分析結果は、高等学校においてもキャリア教育は有効

かつ重要であることを示している。各校にとって必要な取り組みを踏まえながら全体計画

を策定して教員の取組を促し、外部の協力も得ながら、キャリア教育を進めていくことが

求められる。キャリア教育の実践が学習全般の意欲向上に繋がることを考えると、キャリ

ア教育を狭いものとして捉えるのではなく、高等学校の学び全体に密接に関わるものとし

て広く捉えるべきである。どのようなキャリア教育実践が生徒の学習意欲の向上に結び付

くかは学科によって差もあるが、各学科においてより効果の大きい実践を軸として進めて

いくべきである（学習意欲の向上については、高等学校（３）P99 も参照のこと）。 
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（３）学習意欲（向上）との関連（高等学校編）  

 

高等学校においては、「体系的・系統的なキャリア教育」の計画及び実践により、生徒

の学習意欲が向上する。 

学校管理職・担任ともに「キャリア教育が生徒の学習意欲を向上させている」と認識す

る高等学校（以降、「キャリア教育により学習意欲の向上が見られる学校」）に見られる

特徴とは、自校や自校の生徒の現状をベースにした計画を立てている点である。現状を踏

まえてキャリア教育に取り組むことで、自校や自校の生徒の課題を意識し、取組に対する

評価や改善も適切に行うことが可能になるものと思われる。なお、この結果は学科を問わ

ず同じである。 

 

※「キャリア教育により学習意欲の向上が見られる学校」かに対して、「学科」、「キャリア教育の計画を立てる

上で、重視したこと」（学校調査）が影響するか、2 項ロジスティックモデルを用いて分析した。その結果、

キャリア教育の計画を立てる上で、①「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」を重視していると約 1.5 倍、②「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」を重視していると約 1.6 倍、③「個人資料に基づき生徒理解を深めることや生徒に正しい自己理解を

得させること」を重視していると約 1.3 倍、「キャリア教育により学習意欲の向上が見られる学校」である可

能性が高まることが明らかになった。 

 

また、計画のみならず、適切なタイミングで適切な内容の教育を行うことも重要である。

1 年生に対しては「人間関係形成・社会形成能力」に関する授業・指導を、2 年生に対して

は「キャリアプランニング能力」や「課題対応能力」に関する授業・指導が特に効果的で

ある可能性が高い。 

 

※基礎的・汎用的能力の育成に関する指導状況に焦点をあて「ホームルームでどの程度重点をおいて指導

しているか」（担任調査）がもつ影響を考慮すると「キャリアプランニング能力」、「課題対応能力」の育成に

関する指導状況がプラスに影響する（いずれも約 1.1 倍）ことが明らかになった。特に「キャリアプランニング

能力の育成に関する授業・指導」を「2 年」で実施していると「キャリア教育により学習意欲の向上が見られ

る学校」である可能性が約 1.5 倍高まる。ほかにも「人間関係形成・社会形成能力の育成に関する授業・

指導」を「1 年」で実施していると約 1.7 倍、「課題対応能力の育成に関する授業・指導」を「2 年」で実施し

ていると約 1.4 倍、「学習意欲の向上が見られる学校」である可能性が高まるという結果であった。 

 

以上より、体系的なキャリア教育を計画し、計画に基づいて教育活動を展開することの

重要性がうかがえる。これまでも「体系的・系統的なキャリア教育」の計画及び実践の重

要性が訴えられてきたが、本分析結果は、この充実により生徒の学習意欲が向上する可能

性を示し、発達段階に応じた適切なキャリア教育が学びの下支えになることを明らかにし

た。これらを参考にしていただき、生徒の学習意欲の向上につながる各校ならではのキャ

リア教育の計画をたて、実践に取り組んでいっていただきたい。 

※ 分析の詳細については、附表欄（P142～144）を参照してほしい。 
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