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・�キャリア教育を通して身に付けさせ
たい能力や態度を確認し、共通理解
を図る。
・�学級だけでなく、学年単位や学校の
教育活動全体を見通し、計画を立て
て取り組む。
・�キャリア教育の担当者を決め、推進
体制を作り、取り組む。

小学校

・�将来の生き方を視野に、キャリア教
育の視点から進路指導の在り方を見
直す。
・�職場体験等の体験活動を重視しな
がら、各教科等との関連を図った系
統的な取組を計画し推進する。
・�学校全体で推進できる組織・体制を
作り、3年間を見通した体系的な取
組を進める。

中学校

・�キャリア教育の視点から、ホーム
ルーム活動やこれまでの進学指
導、就職指導の在り方を見直す。

・�体系的な指導計画を立て、組織的・
計画的なキャリア教育に取り組む。

・�進路指導部（キャリア教育担当分
掌）を中心に学年や担任等との連
携を深め、関係機関との連携を
図った指導体制を構築する。

高等学校

・�小学校段階からのキャリア教育の必
要性を認識させるため、校内外の研
修を推進する。
・�キャリア教育に関連の深い教科等をも
とに全体計画を立てるよう指導する。
・�学級担任がすべての教科等を見渡し
やすいという特性を生かしながら、
キャリア教育の視点で教科等をつな
ぎ体系的に取り組む指導体制づくり
を促進する。

小学校

・�キャリア発達における個人差を認識
し、個々の生徒に応じた指導となる
よう助言する。
・�体験活動の指導では、事前・事後指
導と直前・直後指導との指導目的を
区別して、指導する。
・�教科部会や生徒指導部会と連携した
推進体制となるよう指導する。

中学校

・�教科の学習と社会的・職業的自立に必
要な能力との関連を伝えるとともに、
家庭・地域との連携を通じて、特色あ
る教育活動を展開するよう指導する。
・�体験的な学習機会の計画的・系統的
な提供を通して、進路を研究し、自己
の適性の理解、将来設計の具体化を
図らせる。
・�校務分掌を有機的につないでキャリア
教育に取り組む体制づくりを推進する。

高等学校

改善すべきことは何か？

※各資料については、それぞれのサイトからPDFをダウンロードできます。（裏表紙参照）

教育委員会による指導のポイント！

小学校におけるキャリア教育推進のために
「自分に気付き、未来を築くキャリア教育」

小学校

小学校
「キャリア教育の手引き」

小学校

中学校におけるキャリア教育推進のために
「自分と社会をつなぎ、未来を拓くキャリア教育」�

中学校

中学校
「キャリア教育の手引き」�

中学校

高等学校におけるキャリア教育推進のために
「自分を社会に生かし、自立を目指すキャリア教育」

高等学校
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教職員の意識改革のために
・�すべての教職員にキャリア教育を正しく理解させ、その意義と必要性を十分に認識させたうえで、日常の教育活
動の中で、具体に実践できる力を高めるための研修を充実させる。

指導計画の立案のために
・各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等をキャリア教育の視点で関連付けるよう見直す。
・子どもの実態に応じて身に付けさせたい力等を明確にし、その育成方法の具体を示す。

推進組織・体制の構築のために
・校務分掌で担当者の役割を明確にして、学校全体で取り組む推進体制を構築する。
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8　キャリア教育の更なる充実のために

小
学
校

高
等
学
校

「わたしのキャリアノート」は、児童生徒にキャリア教育に関する学習内容等を学年ご
とに１枚にまとめさせるものです。児童生徒はキャリア教育の年間指導計画や学習資料
等の関連資料も併せて、１冊のファイルとして蓄積し、上級学校へ持ち上がります。

実践
事例

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/06senior/2nd/career/02-0%20note.htmlホームページ

広島県教育委員会

わたしのキャリアノート─夢のスケッチブック─

教育委員会が積極的にリードしよう！

　キャリア教育は、一人の人間の成長にかか
わるものであり、それを考えた場合、小学校
６年、中学校・高等学校各３年における学年
間の移行や、小学校から中学校、中学校から
高等学校などの学校種間の移行には連続性
を保つことが重要です。このような発達の段
階に応じた体系的なキャリア教育の充実を図
るためには、学年間、学校種間の円滑な連携・
接続を図り一貫した取組を実現させることが
必要不可欠です。そのためには、教育委員会のリーダーシップが必須です。

一貫した取組で社会的自立を支援しよう

学年間・学校種間の連携！
高等学校

進学・

社会での活躍

中学校縦の連携

事業所
（企業）

経済団体
NPO

家庭

就労支援
諸機関

小学校

縦の連携

横の連携

横の連携

の連携縦

○�各学校が各学年・各学校におけるキャリア発達の特性や、異なる学校種の活動についての理解を深め、
その理解を前提とした系統性のある指導計画を作成できるようにすること。

○�各学校が児童生徒一人一人の発達の状況を的確に把握し、それに対するきめ細やかな支援を行うため
に、児童生徒のキャリア発達に対する情報を、次の学年や学校に確実に引き継いでいけるようにする
こと。
○学校種間の連携が円滑に進むようにすること。

目指すべき方向

【具体的方策（例）】
◉教育委員会主催の研修会、キャリア教育担当者会の開催
◉学校種間の情報交換会の設定・支援
◉�先進例の紹介、プログラム例等の提示、『手引き』『ガイドブック』等の
編集、指導カリキュラムの作成
◉�教育委員会内の密接な連携（義務教育担当と高校教育担当等）
◉�中学校・高等学校の連携について、都道府県教育委員会と市町村教育
委員会との連携・調整の強化
◉�学校種を超えたポートフォリオの継続的活用（記録を累積し、その記
録を子ども自身が持って進学する方式など）
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中
学
校 　小学校では、学級担任が基本的に全教科等の指導をしていることから、個々の

担任教師のキャリア教育に対する認識の程度や経験の違いが学級ごとの取組の
差を生むことがあります。また、児童の成長・発達が著しいことも考慮する必
要があります。そのため、教師一人一人がキャリア教育の理解を深め、児童の
発達の段階に応じた６年間を見通す取組を行うことが必要です。

○学校としてのキャリア教育の目標（育成する能力や態度）の設定。
○�児童の発達の段階（低・中・高学年）に応じ、キャリア教育の目標に即した
全体計画の作成と校内での連携・推進。

○校内キャリア教育研修会の実施。

小学校における学年間連携
大切にしたい視点

具体的な手立て

　中学校では教科担任制によるため、個々の教師のキャリア教育と教科指導と
の関係の捉え方に差が生じてしまうことが考えられます。また、学年単位での
取組が多く、学年を超えた情報や資源の共有等に非効率な面が生じることがあ
ります。そのため、進路指導主事等を中心とした指導組織・体制を確立して、
学年間の連携を密にして継続的、発展的に取組を進めることが必要です。

○学校としてのキャリア教育の目標（育成する能力や態度）の設定。
○�小学校からの系統性をもち、職場体験活動を軸とした３年間の学習や、教科学
習等とのつながりに一貫性をもたせた全体計画の作成と校内での連携・推進。
○校内キャリア教育研修会の実施。

中学校における学年間連携
大切にしたい視点

具体的な手立て

　高等学校では、卒業直後の多様な進路選択を視野に入れた指導が中心となり、
いわゆる「出口指導」に偏ってしまうことがあります。将来社会人として自立
できることを目指し、入学から卒業までの各学年において将来の社会参画を具
体的に見据え、その実現に向けた学習・活動を積み重ねられるよう指導・援助
することが求められます。また、学科の特徴や生徒の実態に応じ、学校全体で
系統的なキャリア教育を推進する意識を高めていくことが必要です。

○学校としてのキャリア教育の目標（育成する能力や態度）の設定。
○�小・中学校からの引継ぎを生かした体系的で一貫したキャリア教育全体計画の
作成と校内連携・推進。
○進学・就労に向けたインターンシップの充実。
○校内キャリア教育研修会の実施。

高等学校における学年間連携
大切にしたい視点

具体的な手立て

　キャリア教育では、小・中・高等学校の１２年間
にわたる継続的・発展的な取組が期待されています。
例えば、小学校の職場見学、中学校での５日間の職
場体験、高等学校の就業体験（インターンシップ）は、
児童生徒のキャリア発達を促す大きな成果が期待で
きる教育活動です。しかし、学校種間の連携がない
まま系統性、発展性を欠いた取組として実施されれ
ば、それらは、児童生徒にとっては新鮮さに欠け、
かつ目的意識の低い活動、受入事業所等にとっては
負担感が募る活動となってしまいます。
　そこで、キャリア教育の推進にあたっては、学校
種間で相互の取組の理解を深める機会・場の設定、
児童生徒の学習・活動の記録等を引き継ぐ校種間の
連携システムを作ることが必要です。後者としては、
下記の “実践事例 ”のように、小学校から中学校へ、
また中学校から高等学校へと、児童生徒一人一人の
キャリア形成に関する学習・活動内容やその成果等
に関する記録を作成し、それを引き継いで指導に生
かすといった工夫が考えられます。

○�異なる学校種の教職員が集まる研究会等を活用し、
相互の情報交換、キャリア発達認識の共有、指導内
容の系統的、発展的な接続を図る。
○�上級学校への入学前に、学校間連絡会等で、個々の
児童生徒のキャリア発達に関する引き継ぎを行う。
○�中学校区ごとの、小学校・中学校キャリア教育担当
者連絡会等を定期的に開催する。
○�中学校の職場体験発表会等へ学区内小学校高学年
児童が参加する。
○ポートフォリオの継続的活用を図る。

学校種間連携が重要です。
大切にしたい視点

具体的な手立て

●�ノートは、児童生徒が小・中・高等学校等へと
進学していく過程で、学年ごとにキャリア教育
に関する学習を１枚にまとめさせ、上級学校に
持ち上がらせましょう。

●�ノート以外に個々の児童生徒のキャリア教育に
関する学習の資料もあわせて上級学校へ持ち上
がらせましょう。

●�ノートは、学校の児童生徒の状況により修正し、
活用しましょう。

高等学校、高等部

●●小学校
わたしの

キャリアノート

氏名

●●中学校
わたしの

キャリアノート

氏名

●●高校
わたしの

キャリアノート

氏名

高等学校、高等部
中学校、中学部
小学校、小学部

中学校、中学部

●●小学校
わたしの

キャリアノート

氏名

●●中学校
わたしの

キャリアノート

氏名

中学校、中学部
小学校、小学部

小学校、小学部

●●小学校
わたしの

キャリアノート

氏名
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