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（総則：小中共通）

（児童）生徒が，学ぶことと自己の将来とのつ
ながりを見通しながら，社会的・職業的自立に
向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付
けていくことができるよう，特別活動を要としつ
つ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の充
実を図ること。その中で，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，組織的かつ
計画的な進路指導を行うこと。
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総則「学ぶことと将来をつなぐ」
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• 日本の若年無業者（ニート）は学力などに関す
る国際調査の成績が他国に比べて高いことが
、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が２７日に発表し
た若者の技能と雇用に関する報告でわかった。

• ＯＥＣＤは「学校から仕事へと円滑につな
げる仕組み作りが必要」と指摘した。

• ＯＥＣＤが２０１１～１２年に行った「国際成人
力調査」（略称ＰＩＡＡＣ）など複数の国際調査や
統計データを基に分析した。

• それによると、ニートはＯＥＣＤ加盟国全体で３
９００万人。日本のニートは、大学卒業以上の
学歴を持つ人が、それ以外の人よりも多かった
。ＰＩＡＡＣの「読解力」では、成績が低いレベル
だったニートは日本は３％にとどまり、他国に比
べて好成績の割合が高かった。「数的思考力」
も同様の傾向が見られた。
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15/5 読売新聞

学校から仕事に円滑につなぐ
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（第一部）Ｐ３２

子供たちに必要な資質・能力を育んでいく
ためには、各教科等での学びが、一人一人
のキャリア形成やよりよい社会づくりにどの
ようにつながっているのかを見据えながら、
各教科等をなぜ学ぶのか、それを通じてど
ういった力が身に付くのかという、教科等を
学ぶ本質的な意義を明確にすることが必要
になる。
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中教審答申「教科等を学ぶ意義」



資料：旧内閣統計局推計、総務省統計局「国勢調査」「推計人口」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年１月推計[出生中位・死亡中位推計]）
国立社会保障・人口問題研究所作成資料
（旧内閣統計局推計、総務省統計局「国勢調査」「推計人口」等、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」[出生中位・死亡中位推計]）を一

部加工
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18歳人口 1992年：205万人→2048年：74万人

2016年：119万人



IoTとセンサー技術の進化 AI (artificial  intelligence : 人工知能)の進化

 IoT（Internet of Things：センサーや機械類など“モノ”をインターネットに接続する技術）の各産業への
浸透は深化し、随所で新たなビジネスモデルを輩出。

 また、従来浸透していなかった製造業を含め、全ての産業において、既存のビジネスモデル
や産業構造の大変革が不可避に。

センサー技術の発達とIoTの進化がもたらすもの

VS

カメラやセンサーによる監視ヒトによる点
検

交通
情報

設備の老朽化
データに加え、
自然・気象現
象、人の行動
などがセンサー
で取得可能。

公共インフラや工場における点検・組立ても、セ
ンサー技術やロボット技術の進歩により機械に
置き換わる可能性。

VS

話し言葉を認識す
る

AI型コンピュータ

クイズ王
（人間） あなたはおそらく急性胃腸炎よ。

人間

急性胃腸炎：97.3％。
サルモネラ腸炎：2.1％。

類似症状から腎炎に発展：5.3％

膨大な医療データに接続した
AI型コンピュータ（会話可能）

ＡＩの進化がもたらすもの

高度な知的労働において
ＡＩがパートナーに。

自らカイゼンを考える工場の出現 自動運転 医療

第4次産業革命 （IT＋ロボット技術
による新たな産業革命）を、「関連技
術の国際標準化」と「技術開発支援
（ 「考える工場」プロジェクト：２億
ユーロ）」で狙う。

センサーやインターネット等から、車両
位置、標識、白線のデータ、過去の
事故の場所や原因データ等を入手し、
ＡＩが運転方法を
決定する自動運転車
を開発中。

リアルタイムの生態情報を
センサーで入手し、遺伝子
情報等を含めＡＩが分析。
予防医療やオーダーメード
治療が可能に。
ロボット技術と組み合わせ
全自動手術も。

経済社会構造の革新的変化（IoT・AIの影響）

＋

（例：人間とコンピュータの医療での協働）

人間と
コンピュータの連携

＋ （協働）

人間より強いコンピュータ

VS
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社会構造の革新的変化（IoT・AIの影響）
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子供たちの未来



設問 実施学年 割合

就職後の離職・転職など、人生上の諸リスクへの対
応に関する学習

１年 16.4%
２年 18.2%
３年 44.9%
なし 49.3%

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有無について、
実施学年の中からあてはまるものをすべて選んでください［学校調査］

選択項目 割合
1 自分の個性や適性（向き・不向き）を考える学習 29.9%

2 社会人・職業人としての常識やマナー 26.5%

3 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 卒業後の進路（進学や就職）選択の考え方や方法 19.7%

5 上級学校（大学、短期大学、専門学校等）の教育内容や特色 18.2%

自分の将来の生き方や進路について考えるため、ホームルーム活動の時間などで、
どのようなことを指導してほしかったですか［生徒調査］（全17項目中、上位5項目を抜粋）

※卒業生調査でも，類似の傾向が見られる。

「人生上の諸リスクへの対応」
H24総合的実態調査



各学校においては，生徒や学校，地域の実態
を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に
必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で
組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評
価してその改善を図っていくこと，教育課程の実
施に必要な人的又は物的な体制を確保するとと
もにその改善を図っていくことなどを通して，教
育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の
教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カ
リキュラム・マネジメント」という。）に努めるものと
する。
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総則「カリキュラム・マネジメント」



各学校においては，生徒や学校，地域の実態
を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に
必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で
組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評
価してその改善を図っていくこと，教育課程の実
施に必要な人的又は物的な体制を確保するとと
もにその改善を図っていくことなどを通して，教
育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の
教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カ
リキュラム・マネジメント」という。）に努めるものと
する。
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総則「カリキュラム・マネジメント」



どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか

知識・技能

理解していること・できる
ことをどう使うか

思考力･判断力・表現力等

学びに向かう力
人間性等

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化
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総則「資質・能力」の三本柱



（第一部）Ｐ３１

こうした枠組みを踏まえ、教育課程全体を
通じてどのような資質・能力の育成を目指
すのかは、各学校の学校教育目標等として
具体化されることになる。（中略）特に「学び
に向かう力・人間性等」については、各学校
が子供の姿や地域の実状を踏まえて、何を
どのように重視するかなどの観点から明確
化していくことが重要である。
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中教審答申「資質・能力」
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目標と評価は表裏一体
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Ｓpecific

Ｍeasurable

Ａttainable

Ｒesult-based

Ｔime-oriented

目標設定は「ＳＭＡＲＴ」に

具体的か？

数値等で測定可能か？

達成可能なレベルか？

評価を意識しているか？

期限が明確か？



（第一部）Ｐ６１

「学びに向かう力・人間性」には①「主体的に学習
に取り組む態度」として観点別評価（学習状況を
分析的に捉える）を通じて見取ることができる部分
と、②観点別評価や評定にはなじまず、こうした評
価では示しきれないことから個人内評価（個人のよ
い点や可能性、進歩の状況について評価する）を
通じて見取る部分があることに留意する必要があ
る。これらの観点については、毎回の授業で全て
を見取るのではなく、単元や題材を通じたまとまり
の中で、学習・指導内容と評価の場面を適切に組
み立てていくことが重要である。 18

中教審答申「評価」



（総則：小中共通）

（児童）生徒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
入れるように工夫すること。

（特別活動 内容の取扱い：小中共通）

学校，家庭及び地域における学習や生活の
見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新
たな学習や生活への意欲につなげたり，将来
の生き方を考えたりする活動を行うこと。その
際，（児童）生徒が活動を記録し蓄積する教材
等を活用すること。
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総則、特活「学習を見通し、振り返る教材の活用」



20

「キャリア・パスポート」は３つのステージでまとめ、紡ぐのは「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」



（第一部）Ｐ５７

高等学校の就業体験（インターンシップ）について
は、これまで主に高等学校卒業後に就職を希望す
る生徒が多い普通科や専門学科での実習を中心
に行われてきたが、今後は、大学進学希望者が多
い普通科の高等学校においても、例えば研究者や
大学等の卒業が前提となる資格を要する職業も含
めた就業体験（いわゆる「アカデミック・インターンシ
ップ」）を充実するなど、それぞれの高等学校や生
徒の特性を踏まえた多様な展開が期待される。

中教審答申「普通高におけるインターンシップ」



※公立高等学校については全て全日制における体験者数の割合

※高等学校については、3年間を通して1回でも体験した3年生の数を体験者数とし、3年生
全体に占める割合。（高等学校の場合、インターンシップを夏季休暇などに任意で参加を
求めるプログラムとしているところが多い。）

※中学校は、原則全員参加のためデータが存在せず。

資料：国立教育政策研究所生徒指導研究センターの公表資料を基に作成

※公立高等学校については全て全日制における実施率

公立
中学校

公立高等学校

全体 普通科 職業に関
する学科

総合学科

H16年 89.7 59.7 45.1 81.2 76.3

H21年 94.5 72.6 64.2 91.7 88.5

H27年 98.3 81.8 75.5 87.5 89.5

公立高等学校

全体 普通科 職業に関
する学科

総合学科

H16年 20.5 8.9 50.0 －

H21年 29.9 17.3 63.5 45.0

H27年 32.2 20.1 65.3 43.7

職場体験・インターンシップを実施している学校の割合 在学中にインターンシップを経験した生徒の割合

0

20

40

60

80

100

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

％

公立高等学校（全体） 公立高等学校（普通科）

公立高等学校（職業に関する学科） 公立高等学校（総合学科）

公立中学校

0

20

40

60

80

100

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

％

公立高等学校（全体） 公立高等学校（普通科）

公立高等学校（職業に関する学科） 公立高等学校（総合学科）

○ 中学校における職場体験実施率は98.4％であり、ほぼ全ての中学校で実施している。
○ 高等学校におけるインターンシップ実施率は、82.0％である一方、在学中にインターンシップを経験した生徒の割合は22.2％であり、特に普通
科においてインターシップを体験した生徒が少なく、課題が残っている。

職場体験・インターンシップを実施している学校の割合 在学中にインターンシップを体験した生徒の割
合
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インターンシップ実施率



（略）多様な他者と協働することの重要性などを実
感しながら理解することができるよう，各教科等の特
質に応じた体験活動を重視し，家庭や地域社会と
連携しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫す
ること。
（略）学校や学級内の人間関係や環境を整えるとと
もに，職場体験活動やボランティア活動，自然体
験活動，地域の行事への参加などの豊かな体験を
充実すること。また，道徳教育の指導内容が，生徒
の日常生活に生かされるようにすること。その際，い
じめの防止や安全の確保等にも資することとなるよ
う留意すること。

総則「職業に関する体験活動」



（第一部）Ｐ１７～１８
学校教育に「外の風」、すなわち、変化する社会の
動きを取り込み、世の中と結び付いた授業等を通じ
て、子供たちがこれからの人生を前向きに考えてい
けるようにすることや、発達の段階に応じて積み重
ねていく学びの中で、地域や社会と関わり、様々な
職業に出会い、社会的・職業的自立に向けた学び
を積み重ねていくことが、これからの学びの鍵となる
。（中略）学校と社会との接続を意識し、子供たち
一人一人に、社会的・職業的自立に向けて必要な
基盤となる能力や態度を育み、キャリア発達を促す
キャリア教育の視点も重要である。

中教審答申「開かれた教育課程」



各学校においては，生徒や学校，地域の実態
を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に
必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で
組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評
価してその改善を図っていくこと，教育課程の実
施に必要な人的又は物的な体制を確保するとと
もにその改善を図っていくことなどを通して，教
育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の
教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カ
リキュラム・マネジメント」という。）に努めるものと
する。

25

総則「カリキュラム・マネジメント」



小学校 中学校 高等学校

学級活動・ホームルーム活動におけるキャリア教育 80.2% 83.2% 79.8%

道徳におけるキャリア教育 65.4% 46.8% －

総合的な学習の時間におけるキャリア教育 92.3% 89.8% 82.9%

各教科におけるキャリア教育 72.2% 32.4% 32.0%

キャリア・カウンセリング 5.7% 55.9% 61.6%

キャリア教育にかかわる体験的な学習 74.9% 87.4% 89.8%

上記に該当するものはない 0.0% 0.0% 0.0%

小学校 中学校 高等学校

1 計画がある 46.7% 76.7% 80.4%

2 計画はない 53.3% 23.3% 19.6%

貴校には、キャリア教育の年間指導計画はありますか［学校調査］

年間指導計画には、以下の内容が具体的に記されていますか［学校調査］

（キャリア）カウンセリングの誤解
H24総合的実態調査



(1) 学習や生活の基盤として，教師と生徒との信
頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を育
てるため，日頃から学級経営の充実を図ること。
また，主に集団の場面で必要な指導や援助を
行うガイダンスと，個々の生徒の多様性を踏ま
え，一人一人が抱える課題に対して個別に対
応した指導を行うカウンセリングの双方により，
生徒の発達を支援すること。

27

総則「生徒の発達を支える指導の充実」

カウンセリングとは専門家に委ねることや，面接
や面談に限ったものではなく教師が意図を持った
生徒との日常的な「対話」を含めた広義なもの。



（３） 学校生活への適応や人間関係の形成，進
路の選択などについては，主に集団の場面で
必要な指導や援助を行うガイダンスと，個々の
生徒の多様な実態を踏まえ，一人一人が抱え
る課題に個別に対応した指導を行うカウンセリ
ング（教育相談を含む。）の双方の趣旨を踏ま
えて指導を行うこと。特に入学当初においては，
個々の生徒が学校生活に適応するとともに，希
望や目標をもって生活できるよう工夫すること。
あわせて，生徒の家庭との連絡を密にすること。
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特別活動「内容の取扱い」



29

指導計画の作成や研修資料に

パンフレット「学習意欲の向上を
促すキャリア教育」

平成26年3月

パンフレット「キャリア教育を一歩
進める評価」

平成27年3月

パンフレット「個々のキャリア発達
を踏まえた“教師”の働きかけ」

平成28年3月


