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まえがき

周知のように､新しい年を迎えた我が国は､世紀末を目前にして激しい社会変化のさな

かにある｡その影響は､政治､経済はもとより､少子 ･高齢化など家庭､家族に至るまで

既存の社会構造の隅々にまで及んでおり､社会生活の各側面で様々な困難や課題が表面化

しつつある｡そのひとつ､教育の世界とて決して例外ではなく､21世寿引こ対応する新しい

教育の在り方､とりわけ､学校における職菓教育 ･進路指軌 まそのねらいや内容､方法等

の改善 ･充実をどう推進するかという教育課題に直面している｡

このため､これまでの10数年余､臨教審を始め数多の教育会議の答申･報告が公にされ

ているが､それらのいずれにおいても､職業教育や進路指導に関わる教育改革の方向や指

針が明らかにされている｡例えば､この2カ年に取っても､ ｢生きる力｣と ｢ゆとり｣を

キーワー ドとした ｢中教審第1次答申｣ (平8.6)､21世紀を展望した教育の在り方を

テーマとする ｢同第2次答申｣ (平9.6)､教師教育の抜本的改正を目指す ｢教養蕃第

1次答申｣ (平9,7)､専門高校における職業教育の在り方を張った ｢理産等 (中間ま

とめ)｣ (平9.10)､選択の拡大と濃集内容の慮連を柱とする ｢故課蕃 (中間まとめ)｣

､並びに関連答申をうけた ｢高校入学者遺族の改善 (文部省通知)｣ (平9.ll)などが

矢継ぎ早に打ち出されている｡

我々｢職業教育 ･進路指導研究会｣は､こうした教育改革の流れのなかで､先年､文部

省から ｢職業教育及び進路指執 こ関する基礎的調査研究 (平成8､9年度)｣の委託を受

けた｡

これにより､本研究会は､全国的視野に立って職業教育 ･進路指導の専門家を糾合､こ

れまでの2ヵ年間､フォーマルな研究会戦だけでも､稔会を7回､職業教育分科会を9回､

進路指導分科会を11回開催し､先行研究･文献のレビュー､各委鼻の意見･情報交換､委

員外関係者からのヒヤリング､欧米先進清国への視察､実情調査を計画的に実施するなど

級密な調査研究を重ねてきた｡今回の r最終報告青｣は､時間的な制約などもあって､調

査研究の目的を十二分に達成できたとはいえないが､この3月､委託契約の期限がきたの

で､ひとまず､これまでの我々の調査研究結果をまとめたものである｡その詳細は本文に

譲るが､この報告内容の具体化に当たっては､なお関係者の捻力を結集した改革努力に倹

つ課題も少なくないことも指溝しておきたいO

おしまいになったが､我々の研究会の運営に際し､多大のご理解､ご支漢を賜わった行

政当局を始め内外の講究に厚くお礼申し上げるとともに､この報告書が今後の我が国にお

けるこの分野の発展はもとより､それぞれの学校段階における職業教育 ･進路指等充実の

ための基礎的資料として大いに活用されんことを念じてやまない｡
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研究の経過と概要

Ⅰ.職業教育分科会

1.委託株居と分科会の検討殊居について

本研究会は全体として4つの委託研究株居を与えられた｡稚業教育分科会は､そのうち

3つ､すなわち①職業教育の国麻比較 (アメリカ､イギリス､ドイツ､フランス等)､②

教育 (学校)と蒋業 (社会)との嬢続､③学校と企業との連携について研究を手がけた｡

分科会の検討を島て､それぞれの研究方針を確定した｡①職業教育の国際比較について

は､すでに個々の国ごとの教育制度の紹介は多数あり､詳細なものもあるけれども､むし

ろそれらを共通の枠組みで比較しつつ､比較可能な稚実な什報を盤理した研究が欠けてお

り､本分科会では､国ごとの研究および国際機関の研究成果などもふまえつつ､そうした

比較枠組みとそれにもとづく各国の位置づけをしていくこととした｡

対象国の範囲については､アジア諸国なども含めて議輪があったけれども､研究の実施

可能性の面から､当初の欧米4ヶ国と日本との比較とした｡

っぎに職業教育の範囲について､掛 こ国蘇比較においては国ごとの独自の制度枠組みが

あるため､わが国の高校の専門学科に対応する制度を他国に探すことは必ずしも適当では

ない｡そこで､国際比較において､職業教育をなるべく広軌 こ定義し､普通教育の制度の

中で行われている根菜教育プログラムも､職業訓練制度として展開しているものも､また

中等後教育に関わるものも含めて検討することとした｡

比較のポイントは､職業教育の教育内容 ･方法などのカリキュラムや履修状況の把握､

学校から林業への凍鰍 こ関わる実態や指導､教育の実施に関わる学校と企業などの学校外

の社会との連携の実態などであり､国ごとに比重の置き方は変えた｡

もちろん､これらは､本研究の主局である日本の稚業教育のあり方を考える枠組みにも

波及する｡委託課居の②③も含めて､研究の焦点は高校の職業教育におくけれども､必要

に応じて､中等後教育や林業訓練､労働市場の側面まで議輪をひろげていく方針をとった｡

本研究は､政策的な現居を研究するものであり､検討の内容は教育課程辛蔑会や理産事

などの議席とも重なる面があろうけれども､本研究では､現在の林業教育行政の施策展開

とは一旦は距離をおいて､多角的な検討を目指した｡

2.研究の経過

本分科会では､初年度に4回の研究会､および1回のワーキンググループ会乱 2年度

別こは､5回の研究会および2回のワーキンググループ会議を開催した｡研究会では､国

内の職業教育の現状と取掛 こついての検討と､国際比較の枠組みの検討を並行して進める

形態をとり､またアメリカ､ドイツ､イギリスの3ケ臥 およびヨーロッパの ｢ヨーロッ

パ職業教育訓練開発センター｣､デンマークの実験的教育施設 r若者の街｣の海外網査を

実施した｡この間に国内外で多数の職業教育関係者に貴重なご協力､ご支嬢をいただいた｡

-7-

この場を借りて御礼申し上げたい｡

2年間にわたる研究会の主な議席を列記すると､以下の通りである｡｢職業教育 ･訓練

の国際的動向｣､ ｢学校現場からみた高等学校職業教育の現状と今後の方向｣､ ｢中等教

育の日米欧比較の視点｣､ r文部省の職業教育政策の展開｣､ ｢海外調査企画｣.､ r高等

学校商業教育の現状と裸軌 ､ r高等学校工業科教育の現状と扶懸｣r高等学校福祉科の

現状と喋膚｣､ ｢職業教育の国際比較の枠組み｣｢職業教育の国際比叡報告J､ r職業教

育における日本からの間顔蜂起｣などである｡

3.本報告の構成

本報告では､まず､日本の高校段階での職業教育の抱える閉居を具体的にかつ直裁に指

摘することを行った｡これにもとづいて､欧米4ヶ国の比較の枠組みと基本的な特色につ

いての帯織を提示する｡ ドイツ､フランス､イギリス､アメリカについての各国の報告は､

委託事項である ｢学校と企業､地域社会との連軌 ､ r学校から社会-の接続｣などの共

通の枠組みを念頭に置きながら､各国の職業教育 (訓練)の瓢博に即して輪じた｡さらに､

補足的にヨーロッパにおける先端的な取り組みとして2つの機関の活動を紹介している｡

最後に､これらを頼まえて､今後の職業教育の在り方について､若干の先導的試行をふく

めて珠麿の提起を行った｡執筆においては､個々の各論についての執筆者の間での見解の

差異は一定範囲でみとめつつ､分科会での議論をふまえて､その基本枠組みについては分

科会の共通見解として捷起したものである｡

(吉本 圭一)

Ⅱ.進路指斗分科会

11名の研究費負から構成されている進路指導分科会は､産業 ･職業構造の変化と教育

界の変化を騰まえ､学校教育と産業界との連携を深めながら､新たな時代に生きる青少年

の発達を援助するための進路指導の構造化に向けての研究を行った｡初年度 (平成9年

度)は､各学校段階で実施されている進路指導の現状と問題点をあきらかにし､小学校か

ら高等学校までの12カ年を統合的にとらえた進路指導の構造化-の検討珠層とその方向

性を検討した｡二年目 (平成10年度)はその結果に基づいて､12カ年一斉の構造化の

枠組みを作成し､それにもとづいたプログラムのモデルを見解することを目的として､研

究が進められた｡

ほぼ毎月開催された研究会は3期に分けられる｡第1期 (4月から6月)は､石川県立

金沢伏見高等学校､東京都立晴海高等学校をはじめ､小学校､中学校の先進的実践につい

てのヒアリングを行い､学校全体の体制作りの必要性､教師の理解を深める研修の重要性

などを指摘を得た｡第2期 (7月､8月)はアメリカにおける最近の進路指導の視察を行

い､教育全体に位置つけられたモデル例､職業教育の新たな試み (オレゴン州ポーオラン

ド)､学校と企業との新たな協力プログラムの実践 (ボストン)､全米職業情報整備委員

会による進路指導プログラム開発のプロセスと具体的モデル (ワシントン､D.C.)Lなど.

構造化に役立つ資料の収集と実践を見聞した｡最後の第3期 (9月から12r月)は､'､収集

した国内外ゐ資料の分析を行いながら､現状の閉居と秩題に対処できも進路指導05構造化
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について検討を行ない､12カ年を通しての進路指導全体の概念的枠組みと学校種別の実

践プログラム例､構造化を実現するための条件整備について思秦を作成した｡その検討内

容を要約する｡

1 これからの進路指導の意義､基盤と方向性

今なぜ構造化が必要か､また構造化する意義は何かについて検討を行った｡また､

12カ年を通しての進路指導が進路発達理論に基づいていることを再認識し､進路発

達理論を正確に理解するのに不可欠の概念を明確化した｡

2 進路指導構造化の概念モデルの構築

欧米の最近の進路指導に共通する候向を分析し､我が国の状況をふまえて構造化の

枠組みを作成した｡その結果､各国の進路指導に共通している rcohPetenCy-based-

progra皿(育成する具体的能力を基盤としたプログラム)｣の考え方を導入し､4つの

能力領域 (キャリア設計能力領域､キャリア情報探索 ･活用能力領域､意思決定能力

領域､人間会計能力領域)｣を中核概念とした｡

3 キャリア発達プログラムの構造モデル

上述の4つの能力領域の内容を発達視点に立って詳細に検討し､具体的の行動的表

現で説明した｡この構造モデルは以下に続く学校種別のプログラムの作成のための枠

組みともなり､また､進路指導の目康と評価のための基準､さらに 教科や特別活動

等の教育活動全体と進路指導との関連付けを考えるための枠組みとなることが期待さ

れる｡

4 構造化による進路指導の実践プログラムの検討｡

4つの能力領域を中核とした構造化を推進 ･実践するための体制を検討して､さら

に学校種別の実践プログラムの例を作成した｡小学校は児童の発達の特徴を考慮して､

低学年､中学年､高学年に分けた｡中学校は学年別に作成した｡高校に関しては､琳

場体験学習､進路相鉄､上級学校見学等の具体的プログラムを通して､4つの能力領

域を総合的に育成する指導のあり方を検討した｡付加的に高校卒業後をプログラム例

を検討した｡

5 構造化を生かす指導評価の方法と留意事項

他の国々においてもまた国内においても強翻されていたことは､プログラムを開発

だけではこれから進路指導を発展させることはできないということであった｡必要な

ことは､特に r能力を育成するプログラムjでは､指導のあり方とその結果の評価が

以前にもまして重要となる｡そこで､能力を育てるための指導のポイント､留意点を

十分に検討した｡

また､このようなプログラムの実践には､学校内の体制作りと地域との連携は不

可欠であること､および､担当教員の能力育成に主眼をおいた研修体制が不可欠であ

ることも強調され､具体的な擾案をまとめた｡

(渡辺 三枝子)
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■ lqL 暮暮&書分科会

第 1章 日本からの問題提起

1 高等学校における職業教育の展開

学校教育法の規定によれば､すべての高等学校は､高等普通教育と専門教育を施すこと

を目的としており､そのために､普通科 ･専門学科 ･嬢合学科が､学科の特色､生徒や地

域の実態を生かしながら､調和のとれた教育課程を籍成し実施することになっている｡

しかし､今日までの高等学校教育の実態を概観すると､この教育理念が実現されている

とは言えない｡また､高校生の能力 ･遵性､進路希望等の多様化やかなりの中途退学者の

存在､あるいは経済社会の変化の中で､従来の普通科の高等学校や職業学科 (専門学科の

うちの職業教育を主とする学科)を置く高等学校 (専門高校)は､教育内容 ･方法の改善

を求められている｡以下に､墳集教育の改善を必要とする背景や都鳥を挙げてみたい｡

1.普遍科志向 ･職業教育離れ

平成8年度の学科別学校数 ･生徒数 (表1)をみると､普通科の占める割合が､56.‡%､

73.9%と多くなっている｡その大きな理由として､高等学校への進学率の上昇に伴い､よ

り上級の高等教育棟閑への進学シフトが強くなり､進学希望に対応する敦育課程を実施す

る普通科高校を重視してきたことが挙げられる｡普通科の高等学校では､今まで高等普通

教育を施すことが中心で､聡美に粥する教科 ･科目の足催､つまり､ ｢職業に粥する専門

教育｣は軽視され､上述の高等学校の目的 ･理念が十分に実現 していない状況にある｡

<義1>

区 分 学科別学校数 (比率) 生 徒 数 (比率)

合 計 8.451校 (loo粕) 4.539,694̂ (loon)

普通科 4,802 (56.8) 3.356.845 (73.9)

職主菜と赦す育るを学料 小計 3,061 (36.2) 1,076,177 (23.7)

農業 424 ( 5.0 128,622 ( 2.8)

工 837 ( 9.9) 402.620 ( 8.9)

商業 1,097 (13.0) 424,174 ( 9.3)

水産 52 ( 0.6) 12,928 ( 0.3)

家庭 509 ( 6.0) 84,476 ( 1.9)

看護 142 ( 1.7) 23,357 ( 0.5)

の専門学科 543 ( 6.4) 92.525 ( 2.0)
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2.生徒の多様化と中途退学の問題

職業学科の高等学校においては､職業に関する教科 ･科目を約30単位履修させるなど

専門教育を施 して､有為な人材を産業界に貸出してきた一方で､生徒の多様化や社会の変

化 ･地域の要請に対応していない状況がみられる｡

(1)戦果学科の入学者逮抜試験への応募率の低下

毎年の応募率をみると､全般的に普通科に比べてかなり低く､定点に満たない学科もあ

る｡この背景として､中学生 ･保護者 ･中学教師などが､前述のように高学歴志向の強ま

る中､職業学科は高等学校卒菓後の継続教育､特に大学進学について不利であるとの印象

を持っていることが挙げられる｡また､学業成軌 こよって普通科と職業学科に振り分ける

中学校の進路指導の実態や､高等学校の職業教育を不要とする社会の人々の考えも問題と

して指溝できよう｡

(2)載薬学科生徒の学校生活不適応 ･学業不振と中途退学

今日､多くの耽美学科の高等学校において､専門教育の充実に努めて成果を上げている

反面､不本意入学､学校生活不適応 ･学業不振の生徒が少なくなく､その対応に苦慮 して

いる｡彼らに対 して学習指導上の工夫や生活指導の充実を囲っているものの､学年中途で

通学する生徒は一向に改善の兆 しが見えない｡ (表2 公 ･私立高校中途退学者数等)

専門学科の中途退学率は2.8%と､普通科の1.5%に比べて多い｡

このような状況に対応するためには､もはや､日的意敦の頼成､資格取得への奨励など

専門教育を書初することだけでは､効果が上がらない｡職業学科に入学してくる生徒の学

力､興味 ･関心､進路希望などの多様化に対応する耽美教育の在り方を見直すことが必要

になっている｡

<表2>

課程 . 学集 閃鹿 進路 家庭の 学業不 その他 秤 rl)過比率

学科 不振 行動等 変更 事情 適応等

乙ヽ七辛全普通科 3.16 2.391 22.062 2,558 14.829 4,910 50.218 1.5

日刺専門学科 3,26 1,041 14.531 -I,622 9,360 3.369 33.191 2,8合学科 3 59 3 21 10 101 2.0

小ヨ† 6.7Jll 3,II35 36.652 IL183 24.21.0 8.28g 83,510 I.8

(8.I) (A.]L) (Jl3.9) (5.0) (29.0) (9.9)

定時制 1.01 439 5.892 1,151 3.825 2.349 14,669 ll.0

(6.9) (3.0) (10.2) (7.8) (26,1) (16.0)

計 7.754 3.874 12.544 5,334 28.035 10.638 98.179 2.1

*3l'-･成9咋2月 文部省調喬より作成 ( )内は中途退学者数計に対する比率

(3)職業学科生徒の卒業後の進路の多様化

かっては､職業学科の生徒の大部分は卒業後就職をしていた｡ しかし､近年､大学 ･各

種学校等への進学希望者が増えており､専門高校は､今､就職希望者と進学希望者の様々
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なニーズにきめ細かく対応することが要請されている｡特に大学進学について ｢袋小路｣

の印象を与えられ続けた専門高校としては､普通科目をより多く選択履修できる教育課程

の改善や大学の関連学部の推薦入学の拡大などに努めるなどして､進学実績をあげるべく

努めているところである｡

専門高校の生徒の中に､目的意識や進路意識の定かでない生徒や卒業年次になっても就

職 ･進学とも決めかねている生徒も少なくない状況である｡学校として､日頃から様々な

機会を活用 して､生き方に迫るような進路指導に努めなければならないと考える｡

(4)普通科の生徒に対する職業教育の現状

生徒の多様化に対応 して､普通科高校の中で､職業教科 ･科目や職業関連のコースを設

けたり動労にかかわる体験的な学習を実施 している学校が増えつつあるものの､依然とし

て旧来の普通教育一辺倒の教育課程を編成 ･実施 している学校が多い｡学習指導要領には､

普通科において破業に関する科目を履修させる場合の科目として基礎的 ･基本的な科目を

示 しているが､普通教育中心の教育課理解成から脱却できていない｡学校教育法に規定さ

れた ｢高等学校のEl的｣に別 して､普通科の高校においても､生徒が職業的な学習経験を

し､政幸的意識や基礎的な収集的な支質を身に付けることが望まれる｡

II 職業教育実施上の間鳥

高等学校職業教育の実施上､今後改善を要する問掛 こついて次に述べてみたい｡

1 校内における実験 ･実習の限界

今まで､農業 ･工業 ･商業などの各学科でIi.戦業に的する実験 ･実習 ･実践を重視 し､

専門的な学習の捻合化を図ってきた｡言い換えれば､実習や実践を通して､座学により得

た知識を活用 したり職業観 ･協調性などを培ったりしてきた｡しかし､学校内におけるこ

れ らの栓合的な学習には､現実の企業 ･実務における切実な問題解決の過程との関連が稀

薄である｡

実際の企業現場で働 く人々に接 したり､製品の生産過程 ･マーケテイングのプロセスの

一端にでも参加できるようになれば､学校教育と実際の職業との隔たりは､徐々に狭まり

生徒の学習への取組にも積極性が生ずるとともに､企業側の高校我業教育への理解が深ま

るものと考える｡今後､企業との連携の拡大を図り､企業などの現場実習を通して､仕事

の手順やグループワークの進め方を知り､職業意識 ･職業観を身に付けることが必要であ

る｡

2 企業等の実習先の確保

長年､学校全体で企業との連携に取組み､定期的に現場実習を実施している専門高校が

ある｡最近では､現行学習指導要領の職業教科の科目として ｢課題研究｣が設置されたり､

実際的､体験的な学習の意義が学校と企業に理解されるようになったりして､｢企業現場

等における実習｣を行なう学校が増えてきている｡

しか し､必ず しも学校から企業への協力依頼が実現されるわけではない｡猪股の事情で

断 られるケースも多い.例えば､福祉マンパワー養成を目指す福祉科の高校では､必修科

目となっている ｢社会福祉実習｣を老人福祉施設や養護学校等の協力を得ながら実施する

のであるが､急増 している福祉系の専門学校や短期大学の看護科からの要望ともかち合っ
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てしまい､実習先の確保が難 しくなっているのが実情である｡

3 経済社会の変化に伴うミスマッチ

近年､農業の分野では､バイオテクノロジーの発展､工業の分野では､産業の空剛 ヒの

傾向､商業の分野では､情報化 ･サービス化の進展､福祉の分野では､高齢社会の到来な

どがみられ､それらへの専門教育の対応が求められている｡

特に､情報化の進展は､農業 ･工業 ･商業などの境界を低くめており､ ｢業｣としての

狭い専門的な知識 ･技術に限定 してきた職業教育の転換を促す要因になっているO例えば､

食品産業の場合､原料の調達から加工､流通､販売､消費までを追っていくと､それは従

来の職業学科の枠からいえば､多くの学科にかかわってくるのであるQ従来の枠組みにこ

だわった指導内容 ･方法は､もはや現実の産業構造や職業構造の変化にそぐわないものと
なっている｡

札 高等普通教育と専門教育との統合の間曳

先に､高等学校教育の目的は､高等普通教育と専門教育を施すことにあると述べた｡し

たがって､高校段階では､第-に､中学校の普通教育の上に､更により進んだ普通教育を

学習 して一般教養を広め､専門教育の基礎になる学力を培うこと､第二に､生徒の特性や

地域の実態などに対応し多様な選択科目 (職業科目を含む)を設けて履嵯させることの2
点が強く求められるのである｡

1･普通科にか ナる高等普通教育と専門教育の扶合の間庵

進学志向を目的とした普通科の教育課程は､通常､ほとんど普通科に関する教科 ･科目

から構成されている｡このため､生徒の関心の大部分は､最終的にどの大学などに進学す

るかにあって､普通教科の学習成果を職業や仕事の中で生かすことや戦業的な知識や技術

を身に付ける学習機会を逸しているo専門高校の生徒にみられる目的意識や資格取得に燃

やす学習意欲に匹敵するものがみられない｡職業教育を含む専門教科 ･科目を選択科目と

して設置するなどして､普通科の教育課程の弾力化を図り､生徒の進路意識 ･職業観の商

巷や職業的社会化を進めることが求められる0

2.掩合学科における職業教育の在り方

平成9年度の絵合学科の設置高校は､前年から29校増え合計74校である｡平成10

年度の設置予定校数は､31校 (公立28校､私立2校)であるoこの学科のねらいは､

生徒が自らの人間としての在り方生き方を探り､その進路実現に向けて､普通教科 ･科目

と専門教科 ･科目 (職業科目も含む)を選択し､意欲的に学習に取り組むところにある｡

原則履修科目である ｢産業社会と人間｣｢情報的連科削 ｢課尭研究｣は､この学科の

コア ･中核的な科目であるが､3年間に自分の関心領域や将来の進路にかかわる分野を見

極め､どのように意味のある科目履修するかが大きな鍵である｡

単に大学進学希望だから受験向けの科目選択をするのではなく､専攻する学部を見極め

商学部希望であれば､簿記会計 ･経営情報 ･マーケテイングといった内容の科目を履修す

るなど生徒が適切に判断 し選択できるよう､当該学校のカリキュラムやガイダンスの充実
が望まれるのである｡

なお､現在までの総合学科への転科は､普通科と専門学科の併置校からが最 も多く､つ
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いで専門学科からの転換が多い｡転科後の稔台学科の学校において､以前の専門学科で行

われていた体験的学習や産業現場との連携などのよさをなくすのであれば浅念なことであ

る｡地域の特性を生かした職業関連の系列のカリキュラムの充実に留意する必要がある｡

また､平成9年3月の絶食学科の生徒の就職者の割合は､29%であったが､就職先と

在学中の学習との相関がどのようなものであったのか､分析が待たれるところである｡

Ⅳ 職業資格の取得とその社会的な評価に関する開題

我が国においては,専門高校の職業教育を適 して身に付けた知識 ･技術を公的に認定す

る機関は少ない｡認定する親閲はあっても､公的な職業資格として認定を行うことはでき

ないoつまり､我が国の資格認定制掛 ま不備であり､専門学科で獲得した検定資格の社会

的な評価は低いのである｡

1.耽美資格の社会的な評価の実態

職業学科の生徒にとって､公的､社会的な職業資格の取得を目指すことは､ ｢夢の追求｣

であり､職業の教科 ･科目への学習意欲の向上や目的意識の高軌 こもつながるものである｡

このため､特に専門高校においては､投薬や放課後において職業資格の取得を目指した指

導が行われている｡

また､職業資格については､工業の関連であれば､危険物取扱主任者 ･ボイラー技師 ･

第 2種電気工事士等の資格があり､その取得を通して経済的な自立を図ることができるo

一方､財団法人全国商業高等学校協会では､簿記 ･珠井 ･情報処理 ･ワープロ･英語等の

検定試験を実施 し､各等奴によって受験者である生徒 ･社会人の収集的な資質 ･能力を認

定 している｡

しかし､全商協会主催のこれらの検定試験や他の専門高校の校長会などの実施する検定

試験については､以前から文部省認定の要請が行われているが､一部の検定試験について

認定されているのみである｡今後､上記のような職業資格については､企業などが境橿的

に評価 し､その活用を図ることが望まれる0

2.職業資格に対する企集の雇用上の配点

社会全体とりわけ企業として､この職業に関する基礎的資格を取得した生徒に対しては､

該当分野の専門的職業能力の証明として正当に評価することが大事である.例えば､企業

の人事採用に当たって､こうした国家資格や検定資格を十分加味することが考えられるo

しか し､企業の人事採用上､職業資格 ･検定合格証書を持つ受験生と持たない生徒とを

区別 して､前者に対 して特別に採用上の配慮はしていない｡つまり､企業の雇用tF行上､

職業資格は評価されていないのであるO

なお､大学などの入学者選抜における職業資格の評価については､推薦入学の条件に資

格取得を加味するなどかなり配慮がみられる｡

V 学校から社会への移行の問壌

専門高校で学んだ専門的な知識や技術を自分のEI常生活や進路先 (会社や大学など)で

活用できることが望ましい｡ しかし､実際には､希望する企業に就職できず､学んだこと

が卒業後の進路に必ず しも生かされない場合があるo企業等が社員 ･職員を採用する掛 こ
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は､受験した専門高校生等の専門的な学習の成果を尊重することを期待 したい｡また､専

門高校や縫合学科の生徒の大学等への入学試験の取扱についても､同様の配慮が望まれる｡

1.等門高校から高等教育機粥への鞍挽

専門高校から､大学､短大等を含めた高等教育機関への進路の道が確保されていること

が大切であるO現在､高等学校から大学等への推薦入学の受入れ枠は､文部省と大学との

申し合わせにより､大学について30%､短期大学については50%と決められているが､

専門高校からの推薦枠がある訳ではなく､実際の専門高校生徒と普通科生徒の受け入れに

ついては､各大学等の決定に委ねられている｡

近年は､推薦入学選抜に当たり､専門高校で取得 した職業資格等を考慮する大学等も増

えている｡また､専門高校生への特別枠を設定 し､専門高校生に対する門戸を開く大学等

も少数ではあるがある｡問題は､未だ多数の大学等がこのような有効な措置を講じていな

いことであり､大学等の消極的な姿勢が問われるのである｡

また､専門高校生の大学入学後の語学力 ･数学の学力などの低さとともに､高校で身に

付けた専門性の深化が大学において進んでいない状況が指摘されている｡例えば､専門分

野の知織 ･技術を更に伸ばす教育プログラムが必ずしも用意されておらず､学生本人の遵

択にゆだねられている向きがある｡

2.号門高校からの職集への移行

職業教育を受けた生徒が､その身に付けた職業的な能力を適切に評価されて企業に就職

し､そこでの適応を円滑に図りながら自己実現を達成するならば､職業教育の担当者とし

て喜ばしいことであろう｡ しかし､実際には､生徒の学校から職集社会への移行は､必ず

しも旨くいっていない｡すなわち､産業構造や就業構造の変化により､生徒が､各学科で

習得した専門的な知識 ･技術を生かせる職業に就きたいと希望 しても､労働市場の要請と

合わない場合が少なくない｡例えば､情報処理科を卒業して会社に就職しても､情報処理

の専門的な仕事を担当しないことはよくあるケースである｡場合によっては､小売商の販

売員になることもある｡

これ らの ミスマッチの要因として､不況の影等や企業の雇用債行などが考えられるが､

実は､職業学科での教育と産業界が必要とする資質 ･能力が必ずしも一致していない､つ

まり両者の間にギャップがあることを挙げることができる｡

このギャップへの対応として､各専門高校や教育委員会は､職業学科の改編や教育内容

の改善などにより対応している.また､従前より理科教育および産業教育審議会等におい

て､産業界の委員から収集教育改善に向けた種々の意見や要望が寄せられるなど､産業界

の要望等を反映するシステムは整備されている｡

しかし､従来の職業高校においては､地域社会との連携は十分ではなく､企業等におけ

る先端的な技術や具体的な実務､従業点等の働く能力 ･態度について､直接接して学習す

る横会は少なかった｡このため､産業社会における課題や企業における技術の基礎 ･基本

などを､高等学校職業教育の内容の決定等の際に生かし､授業において生き生きした教材

や地域の教育力を活用することが欠けていたのである｡ (清水 希益)
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事 1琳 II鼓す分科会

第 2章 欧米の職業教育

第 1節 欧米4ヶ国および日本の職業教育の位置づけ

I.職業教育比較の硯点

本研究会は全体として4つの委託研究課題を設定し､職業教育分科会は､そのうち①職

業教育の国際比較 (ドイツ､フランス､イギリス､アメリカ)､②教育 (学校)と職業

(社会)との接続､③学校と企業との連携について研究を手がけた｡研究方針等は中開報

告書段階で検討しており､繰り返さないけれども､単に各国の事例の紹介にとどまらず､

｢日本の職業教育にとっての示唆｣をまず第-に考えながら比較 ･紹介すべき事項を絞り

込んだ｡

詳細については､各国報告に述べるとおりであるが､これらの4ヶ国の職業教育がどの

ように位置づけられるのか､その概要を一覧表にしておいた｡

まず比較すべき ｢職業教育Jという対象を設定する必要がある｡各国において職業教育

の定義が異なってお り､共通の定義を施すことが検討の第一歩である｡OECDの

『EducatlOnataGlance』では､国際的に比較可能な教育指標を作成するにあたって 博 通

･アカデミック教育｣と対比して､ r職業 ･技術教育yocatiollalzutdtcclmlCaleduc血10n｣

を以下のように定義している｡

｢一般に中等教育もしくは大学外の中等後教育段階において国によって堆供される教育

プログラムであり､参加者に対して特定の職業､または特定の産業 ･産業群内の職業群の

ための準備をさせる目的のものである｡その修了者は､直接労働市場に入っていくことも

できるし､中等後の職業 ･技術教育のプログラムや税関-と進学することもある｡職業学

校の卒業生は､しばしば同じレベルか上級レベルの継続教育プログラムに参加してい

る｡｣ (OECD 1997,P.411)

さらに､職業 ･技術教育についても､ r学校主軸プログラム｣と r学校-職業結合型プ

ログラム｣とを､その教育の場によって次のように織別している｡

｢｢学校主軸｣の職業技術プログラムでは､教授-学習は部分的であれ排他的であれ教

育機関で行われる｡このプログラムには公的 ･私的に運用される特別の職業訓練センター

および､もし教育訓練施設としての条件を満たしていれば企業内の訓練センターも含む｡

また､就業場所での実務訓練の一部などでは､OJT要素を含んでいることもある｡これ

に対して､ ｢学校-職業結合型プログラム｣では､おもには事業所で教育訓練が行われて

いるとしても､教授-学習の場が学校と事業所の閥で協議 ･分担されているものである｡

すなわちカリキュラムのうち学校や通信教育環境内で提供される割合が75%以下であり

かつ事業所での職業主軸の訓練が 90%を超えていないものである｡｣ (ibid,
pp411-12)

本研究会では､日本の職業教育について､後期中等教育段階に焦点を絞って検討し､関

連する範囲で中等後教育および前期中等教育における職業教育､学校体系外の職業訓練も
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扱うことにした｡OECDの定義でみると､日本の高校における職業教育は､ 博 校主軸

プログラム｣ということになるが､完全にこの国際的定義ではカバーしきれないことがわ

かる｡すなわち､oECD定義では職業教育は､中等後段階での上級の職業 ･技術教育プ

ログラム-接続することを前埠としたものであるのに対して､日本では､高校職業科では

幅広い普通教育学習を組み込んだものである故に､その修了者の学習継続経路は､理論上､

普通科と対等であり､あらゆる ｢大学｣に開かれている｡実態においてはフランスなど､

技術教育プログラム修了者を念頭に開発されたIUT･STSが普通′くカロレア修了者の

選択肢となり､技術バカロレア､職業バカロレア修了者が大学-進学するという ｢クロス

オーバー｣が生じているなど､各国において実態はこの定義通りでありつづけているとは

かぎらない｡それにしても､日本で職業教育の上級段階としての学校制度が発達していな

いこと･商科大学と商業学校との接続関係が新制学校制度とともに途絶えていたこと､ま

た高専､技術科学大学などがその高い質的評価にもかかわらずひろく普及していかないこ

となど､こうした r職業教育｣の社会的な定義に関わった問題であるといえよう｡

ロ･4ヶ国の職業教育の特色

ともあれ､以下4ヶ国の職業教育の検討に入る前に､比較の要約表を掲げておく｡表 1

は ｢学校体系および資格制度全般の特色｣､表2は ｢職業教育の広がりや深さJ､そして

｢地域の企業等との連軌 ､表3では､進学や就職などの ｢社会との接続性Jについてで
ある｡

以下･ドイツ､フランス､イギリス､アメリカの職業教育を簡単にスケッチしておくこ
とにする｡

まず､ ドイツについては r学校-職業結合型｣の典型例として紹介されるデュアルシス

テム (二元制度)を中心に検討する○職業学校と徒弟訓練の組み合わせによる職業教育は､

若年失業率の高さに悩む多くの国々にとって､若年失業率を相対的に低く押さえられる有

力な切り札に見えるかもしれない｡しかしその制度の根幹は､ギル ド以来の歴史の展開の

なかで形成されてきた国家レベルでの連邦､州の深い関与､地域レベルでの企業 (会議

節)と学校との連携の緊密さに秘訣があり､今日の高学歴化､情報技術中心の経済発展､

職業技術革新のスピー ドなど､これまでの制度的慣行を揺さぶる社会変動のもとで､シス

テムの r硬直性｣に関わる喋増が持株されている.

フランスは､ r学校圭軌 の職業教育であり､ ドイツと対極的とも見える｡ただし､全

国的な資格制度とその維持 ･発展のための社会的パー トナーとの連携など､共通の側面に

もむしろ注目したい｡資格制度が学校教育と対応していることの功罪をみておく必要があ

るo圧倒的に長い伝統をもつ学校体系の中に､職業リセの上級コースとしての職業バカロ

レア資格を制度化しており･アカデミックな裸程と職業教育の課程との ｢評価の対等性

(PadtyofEsteem)｣が重要な課題となり､前述のように､現実に上級学校との接続関係

におけるねじれ現象が生じている｡

これに対して､イギリスは､これまで､学校は普通教育のみであり､継続教育や､雇用

対策としての職業訓練プログラムは学校との接続関係をもたず展開するという ｢浪合型｣

とよぶべきものであった｡しかし､1980年代後半からEU統合に関わって資格制度の棲

判 ヒの動きが急である.とくに､全国-般職業資格 (GNVQ/GSVQ)は､ r職業訓
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練の体系J､ ｢アカデミックな教育体系｣と並んで､それら両者への移行も容易な第三の

体系として､イギリスにおける教育体系の再構築の要として位置づけられており､注目さ

れる｡

アメリカ合衆国では､ ｢林業教育｣についてもっとも多様性にとみ､広義の定義を用い

ており､逆に標準化のレベルは極めて低い｡ほとんどの高校生が広く薄く職業教育を受け

ており､公立高校卒業者の8%にあたる職業専攻者についても､その職業教育科El学習の

比率は2割に満たない｡先のOECD定義が念頭に置くような ｢職業教育Jはほとんどな

いといってもよいかもしれない｡しかし､若年者の失業率の高さと､特に高卒者の職業-

の円滑な移行経路が確立していないため､大きな政策的扶層となり､ r学校から職業への

移行機会法 (sTWO法)｣が制定され､連邦が織業教育の充実と中等後段階の職業 ･技

術教育-の学習継続のための方策を推進している｡

(吉本 圭一)
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労働省職業能力開発局 『林業能力開発推進研究会報告J)1996年

-21-

表 1 4ヶ国の教育制度と職業教育

全般的特色 学校 と企業での 学歴-資格制度 職業資格制度に 総合制による普

教育訓練の二元 の発達 よる継続教育等 通教育 .報業敏

的制度 の統合化 青の統合化

学 義務教育 6- 15歳 (- 6-16歳 5-16歳 概ね 7- 16歳

校体系 年限 部 の州 で 16歳) (州により異なる)

主たる学 4-5-_1-3 5-4-3 6-5-2 6-3(2)-8(4)

攻件系 L6-1.-3｣9 ｣2-4 5-3-48-4 (学区により異なる)

前期中等 ･ハ ウ プ ト ･コレージュ ･総合制中等 ･下級 - イ ス
教 育 機 シ ュ ー-レ : :4年 学校 ;5年 クール :2-3

関 :年限 4年･実科学校:6年･ギムナジウム下級 .中級役階 : 6年 年

後期中等 ■.ギムナジウム ･リセ : 3年 ･シ ッ クスス ･上級 ハ イ ス

教 育 機 上級段階 :3年 ･林業リセ フォーム :総合 クール ;3年
関 :年限 ･職業学校 :2-4年 制中等学校の後 ･4年制ハイス

:3年･##上#*#:2年･その他 :各種の職業教育学校 期2年の裸程･シ ッ クス スフオー ム .カレッジ :2年 クール :4年

後期中等 ･定時制職業学 ･リセの技術 リ ･総合制中等学 ･ハイスクール

教育段階 校等および企業 セ鉄柱 (技術教 校におけるカリ にお け るカ リ

での主な 内での徒弟訓練 育). キユラム選択と キユラム選択と
職業教育 制度の組合せ ･職業リセ して して (キャリア

実施形態 ･見習訓練制度 ･CTCや継続教育カレッジ等 アカデミー等の裸程あり)

後期 普通教 アビトゥア 普通バカロレア GCSE 特に全国的なも

中等段階の資格制度 育 技術バカロレア のはない

職業教 商工会議所から CAP.BEP NVQ 特に全国的なも

育 専門労働者証明 職業バカロレア (1986年創設) のはない

書 (1985年創設) GNVQ (全国職業技能
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表 2 職業教育の広がりと深さ､地域との連携

ドイツ フランス イギリス アメリカ

労働人口の学磨#成 前期 中等教育段階 20代 5% 37% 17% 20%

後期 中等教育段階 20代 62% 15% _ 13% 9%

う 普 通ち 教育 未成年 22% 未成年 34% 未成年 23%

職 業教育 未成年 30% 未成年 3% 未成年 14%

高等教育 20代 13% 27% 23% 23%

敬 普通教育 ギムナジウム リセ (卒業生珊査)

育 総合制学校 148万人 進学準備専攻

秩檀荏学 66万人 うち技術課程33万人 32%専攻特化せず60%職業教育 職業学校等 職業リセ GNVQコース 職業教育専攻 ~

者数 233万人 -69万人 履修者 .25万人 8%

職業的学習の ･普通教育課程 ･普通教育裸程 ･義務教育修了 ･公立高校卒業

広が りと密度 で林業的学習は で稚業的な学習 年に 98%の生 者の97%まで

ない はない 徒 が r労 働 体 が広義の職業教

･二 元 制 度 で ･技術教育殊程 験｣をもつ 育科目を履修

は､4分の 3の では半数の時間 ･総合制学校 に ･職 業 集 中者

時間は企業実習 が職業関連の科 おいて職業教育 24,3%は 3単位

に当てられる 目 科 目の学習が可 以上の履修 (-

学校 で も7割が ･職業 リセでは 能となっている 総 単 位 数 の 1

職業関連科目 職業関連の科 目は半数以上 7%)

職業的学習の ･二元制度にお ･職業資格の改 ･政策的に､教 ･教 育 パ ー ト

方法お よび地 いては､連邦 レ 訂､準備教育の 育雇用省で ｢教 ナ-シップ法､

域との連携 ベル､現場の敏 内容の決定には 育 ビジネス リン STWO法など

育 レベルで課程 職業諮問委員会 ク｣のプログラ で､職業学習に

の設定か ら運用 で経営者､労働 ムを推進 おいては地域社

まで教育サイ ド 組合か らの意見 ･地域の企業等 会 との連携は重

と企業サイ ドが 聴取お よび承認 との リンクは､ 要な条件

密接な連携 が必須 具体的には技術 ･実態でも企業

･職業的学習で ･職業 リセでは 的ア ドバイスや による学校内牧

は企業内での学 企業実習が 10 寄付など 備寄付は一般的
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表 3 職業教育と社会との接続

社 職業教育 ･職業学校かぢ ･進学にはバカ ･GNVQか ら ･職業専攻でも

ATギ か ら高等 の 進 学 は ア ビ ロレアの取得が の進学は制度的 コミュニティー

と 教育-の トケア等の修了 原則 に可能 カ レッジ等-の

の 接続 証を持たない場 職業バカ ロレア ･大学での現実 進学は可

接 合に不可 は､中等後の技 の学生受け入れ ･TechPrepプ

続 た だ し ､ ア ビ 術教育課程-の 実態は多様 ログラムで､中

トウアを もつilI 進学の鐘路 とし ･継 続 教 育 カ 等教育 と中等後

練生が増加 て位置づけ レツジにおける の教育昧程の重

･政策的に職業 ･バカ ロレア水 高等現程 (中等 複 .冗長 さを排

上梓学校な どに 準 (最終学年) 後の職業 .技術 し､接続性を高

よる専科大学進学促進 到達者 の 7割が資格取得+進学 操短)の設置 める方向-

職莱 若 年労 働 男子失業率'94年16.19# 6.8% 16-19歳 21.9% 15-19歳 20.8% 15-19歳 19.0%

への 市場 26-64歳 6,9% 25-54歳 9.7% 26-54歳 9.8% 25-54歳 4.9%職 業 ･普通教育のみ ･普通バカロレ ･NVQな ど全 訓練を通 して席

移 へ の で申就職は非常 ア リセでは普通 国的資格制度 の 用実現を図る多

行 移行 に困難 教育課程 よ りも 整備 様な政策的実験

･二元制度によ 技術教育保税で ･見習い訓練 の プ ロ グ ラ ム

る職業訓練 自体 就職良好 重視 (JobCorp,Job
は最終的な就職 ･放業バカ ロレ 訓練-の塀導の St且rtなど)､地

ではないけれ ど アは普通バカ ロ ために青年を最 域での連携 (ボ

も､資格取得者 レアよ り就職 良 低賃金適用除外 ス トンコンパ ク

の 79%は訓練 好 (1986年 度 か トなど)

職種 と同 じ職種 ･BEP.CA ら) ･全国技能標準
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兼1耶 半兼教書分科会 書2* 欺米のJtJE故事

第 2節 ドイツ2元職業教育制度とその動向

一文献資料と聞き取 り調査から-

Ⅰ.2元型職業教育訓練制度の概要

1.中等教育全体の構造

ドイツの中等教育は､前期中等段階の分岐制度と後期中等段階の2元職業教育制度が大

きな特徴である｡基礎学校 (小学校)を終えた生徒は､ギムナジウム､実科学校､基幹学

校と3つに分かれた前期中等教育 (中等段階Ⅰ)に進む｡ギムナジウムは後期中等 (中等

段階Ⅱ)の第13学年まで普通教育を施して総合大学につながる学校であり､実科学校は後

期中等段階 (中等段階Ⅱ)の専門上級学校を経て専門大学につながる学校である｡それに

対し､基幹学校の卒業者は18歳に達するまでの2-3.5年のあいだ､訓練生 (徒弟)として

企業で訓練を受ける傍ら定時制の公立職業学校に通い､専門労働者 (職人)の資格を取っ

て就職する｡その一部は専門上級学校に進み､専門大学をめざす｡

【中等教育の構造】

表 1 中等鼓音韻学校の学故政､生徒A :洗学ji券は洪6魚-1BA (羊12学年^丁)

や 等段階Ⅲ (普通教育､斗薬教育) :削 1学年 (16-17歳)-第13学年 (18-19歳)

学校軌='93 汁 計
ギムナジウム 培舎利学校 (含i 翠 ■★EI+ ■3tA* 宗 慧 専門ギムナ 専門学校 その他

生徒放/如学校赦 ll-13学年 自由ノルドルフ) (2乃制度で定時制) 早 舟■ヰ(両方全日多) 学校(全日) 学故(両方) リウム(両方) (両方)4.099 3.143 956 9.06& I.843 1.484 2.627 787 ill 1.446 370

生徒放 660,592 610.lt】2 50.490 2.328.815 1.621,55151,727 34.810 294.07278,03985.943 156,GIS

中等段砥 t (普通汲帝) :第5学年 (10-Il東)-弟10学年 (15-16魚)

学校数主■93生徒扱;■94 計 3分岐に関わちTrいオ リエンテーション段帝
ギムナ 実科 基幹 基幹 龍金側 自由パルドルフ学校
ジウム5-10学年 学校5-10学年 学校5- 9学年 実科統合 学校

5-10学年 学級 5-6学年

学校数 17.591 3,143 3,527 6.187 I.3EIO 956 2.401

賢 料出所 :TheEducatLOnSystem intheFederalRepublicofGer暮Iarly,bySecretariatoE theStanding
Corllercnceofthey川 lSterSOIEdtJClt10nandCultural Affairsof theL.anderintheFederalRepublic
ofGeTnally.1995.ppla†-139

2.職業教育系統の諸学校の概喝

2元制度は大学へ行く系統とマイスターをめざす系統を中学校段階 (9-11歳)で分ける

分岐型が基盤である｡後者が<企業訓練+職業学校>の2元職業教育訓練dualmodelof

vocatiollaleducationandtr･ainingと呼ばれている｡

1950年代までの民衆子弟にとって､手=業や製造業の徒弟訓練を受けて親方を自指すの
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が理想であった｡しかし60年代の教育爆発以降､並の能力を持つ若者ならばほとんど誰で

も大学を目指すようになった｡その結果2元制度の系統からも大学にたどりつける経路が

着実に成長してきた｡

【職業教育系統の学校の種頬】
12元輔Jt (匪受■兼31*=初暮)詐JE

L ■異学枚 (BerufDBChule):企業のPL練生 (醒定謙♯瑞穂)が通う定時制の学校 (2元制度)｡群‡削ま後述.全El制就学義務9年

間の♯7証 (=基幹学校tF7匹)が必軌 会議所からの8集群格と学校の♯了荘苔がもらえる｡学校の捗7証は中は甘7匹 (実科学挟

甘7圧)と同等で専門上b学校への入学fE枯となる｡

b ■兼ZI中年 (BelLlfBVOrhertitLLDPjd)r):特別な理由で基幹学校甘了正をもたず.企業訊練生にもILれない若者のために作られ

た収集基礎叔青年｡

C ■男基ヰ故青年 (BemfqrvrKlbHdunpjahr) :1978年の文部大臣金鉄で大月協定.2元制度のJI兼学枚教育の第1年El.2元利

姓 (払力形庫)で､または多くは全El籾の学校形態 (♯集基礎学故年)で行われる.全日制就学轟初 (9年周)の♯7狂が必乱 基幹

学校を中退した都 まqE梁基礎赦青年を書了すると基幹学政体了と同等と必定される.

a t兼専門草枕 (8eftJfBlaclpChtIIe):1971年の文爵大臣金策で大A払定.1年-3年間の全日制の■兼学払 多くは2元制度のiE

定訓擁■掛 こつき企業崩横瀬問の-鉢を代替する｡中には､甘了すると設定荊♯暮種の城巣Pl頼bt取持できる学校や､単独で■兼甜片

せ7証を発行する学峨 (2年卸の高等戦薬専門学校の例)がある.2年制のqt発専門学校の中には中強食7証を取持できる学校もある.

2 中kt兼*枯取書～連

Q 書rl幸せ (-■dhBdltLle):基幹学披または書兼学投の修了証､謎定誹撫t種の最推試t一台特産の保持者に対して1年または2年浦

の全日制または定時制の専門赦膏を推し､中抜レベルのヰ糞資韓 (軽営､項塊､社会相杜､拍庶政育､等々)を与える.2年制の専門

学校について文か大臣会JkLま1980年に大月IB定.

3 高等87r入学書特MI

L ■井上#学校 (bnJf4AufhudChle):1965年文部大臣会式で大月協定.基幹学校tB7狂の保持者に､全日制または定時制で最低

I.20C時間の (年限多様)やii軟膏及び専門鼓膏を施し､中放♯7狂 (実科苧枚♯了狂同等)を与えて専門学校入学や特を可掛 こする.

& 書円上■草枕 (F■d血 rBdTLIIc) :1969年の文部大臣会jEで大群協定｡中Jl♯7旺 (実科学校書7女梅同等)の所持者に2年間の

全日嗣もしくは走時粥の普通.専門叔書を施して､♯了拭戦合格者に専門大学入学骨格を与える.

h 書T'lギムナジウムp-亡如 iLA (+兼ギムナジウムbTIJfp itJL) :名称､小溝､甘7軒略がまだ州に上って多様.中瀬♯7

妊 (乗科学壊せ7正岡等)の保持者に3年間の普通､専門教育を鹿して専攻別大学入学やNIFaChBetltJrNleneucchschul一eiEeの瀬得を可

l削こする.一枚的大学人専守特はアビトゥア妖Bに合格すると取持できるが､この拭Bの申IiZt程を持つ専門ギムナジウムに朗しては､

1988年文部大臣金Jkで大月が隆史された.

l コレーク･5/ユーL'(hllepchJe):ノルトライン･ヴェストファーレン州の実t*学校.2元制度のヰ兼学枚が､全日粥または

定時制の形好で､専門大学入学帯織と一般的大学入学軒l削こつなが寺社31鼓青虫よU専門故青を行う.

J Jt合q大学 ((bdthodbd)blo):1960年代､7時 代に主とし{ノルトライン･ヴェストフT-L,ン州で拭みられた大学故事の美

か}捻合大学Uni㈹r8ihtと専門大学FiChhochschLlleをef殺し.専門大学入学争梢入学者は基中学≠年を姫で地合大学に移TL古.

出A :クリストフ･フユール書､天野正治･木戸稚 ･長島昏邑訳 rドイツの学校と大学J玉川大学出版辞､1996年3月､170-194貢､

235貫､316貫

Ⅱ.2元職業教育訓練制度の仕組みの概要

1.2元制度の仕組み

徒弟訓練を受けようとする著は､義務教育修了と同時に職業安定所の職業相談や新聞広

告 ･宣伝あるいは縁故などを利用して訓練先企業を探し､その企業との間で私法上の訓練

契約を結ぶ｡それにより訓練参加者は企業の徒弟と職菓学校の生徒という2重身分になるO

訓練期間は訓練職種によって違うが2ないし3年半である｡男子に多い職種は自動車製造

工､電気工､機械錠前工､女子に多いのは店員､美容師､事務員､医療助手などである｡

徒弟訓練最終試射 こ合格して熟練=､事務員､職人として訓練先や別の企業に就職し､数

年間の現場経験を経て親方 (マイスター)試敦を目指すのが､2元制度の下で伝統的に理

想とされてきたキャリアである｡親方資格は独立自営や工場の職長の条件とされてきた｡
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【2元制度の仕組み】
閣1 法梯的にみた仕凍み

軒料 出所 ･Rol一ArnoLdAJoachlI仙TtCh.qUEST10MS州DANSYEkS州 THBDUALSYS†H OFVOCATJONILTRAIN川G
川 GERNANY.FederalHLntStryforEdLlCati川,SclenCe.ReseaTCh抑dTechTLOLoly.1995.p1

陶2 生徒の苧胃､大輔 からみた仕軽み

【点拝jAb合格】
i

会JL所か ら :
(専門労中音政明書 (PBchlrbeiterbrief))
または (4人証明さ (GeSCHenhrieI)I
-専門草枕をめ ざす}Jtt､枚方兼格を目指す.

Jl兼学故から ,
(中Ja♯了妊 (AittLerer811durlが&bschluz18)I
--1寺門上牧手放へ､書rl大学入学す格を目指す.

臥 まデュ ッセル ドルフ日本繭=会Jl所 &ノル トライン ･ヴ3Lス トファー レン州は済省 r今なぜ ドイツ/
か-21世紀の対軟牧格 を考 える11996年9月､86頁 よ り作成.*格 に粥するE述は､ クー)ス トフ ･フ

着前掲古､181頁

2.企業における実践的訓練の規制

2元制度の中心は企業の現場訓練である｡訓練期間中のほぼ4分の3の時間は現場訓練

で占められるOこれは職業教育法 (1969)､青少年労働保護法 (1976)､経営体規則法

(1972)によって連邦政府が統括している｡連邦職業教育研究所､経営者団体連合､労働

組合の3着は協議の上で訓練規定を作り､訓練職種､訓練目的､訓練内容､言式崇 (中間､

最終)規定などを定めている｡この規定に基づいて訓練の運営にあたるのは手工業組合や

商工会議所などの超企業的組織である｡訓練施設､訓練指導員人件費､教材費､訓練期間

中の徒弟賃金などの費用の-切は企業が負担する｡企業の訓練場所の摸供は義務制ではな

い｡近年､大企業が訓練定員を抑制する傾 向が社会問掛 こなっている｡

【企業訓練の泉制】
1. ■乗A骨法 (FLolflrnoldAJoachiAHunch.opcit‥p.39)

企熟 こおける実践的鯛蝕を規制する鎖満法称i｢♯典故帝法｣ (1969年)である.この絵掛i以下を定めているq①冶用刈魚 (■兼

扱臥 横瀬訓健､無税訊拙､円弧拙)②織兼訓耗契約③訊擁指呼臥 Pl拝企兼 (34格差申)④胡准加東､P♯規定⑤拭■ (辞書季JI余･

登録､拭放資粥)⑥乾せ 規制 (藍色EZl休､訓練診断士､州葬見合)⑦拙攻耕触､所bq披.

2. 研■規定 (RolfArTIOhlaJoachi爪hnch.op.cLt,PP.45-4g)

企業における実践的訓帆 ま連邦政伽 .公布する訓練規定に基Ijいてなされる.この耕妊規定は止せ料､以下の中称 こ湘する定めを含

んでいfLけれはいけない.①加地様様の指定②訓練JVlt桐(2年以上3年末肖)③講織B稜のブイロフィール (知it･技術技能の内争)

④訓仙人耕 (調触科目と矧鎧板三当)⑤試嬢の弊件.
この訓練規定は以下のようなプロセスを蛙てPq発､決定､公布される少この-連のプロセスは2年以内になされることとされているV

【弟1段階 :革集の作成1越知味禁教別 状 所 (TheFede,aH t.StituteofV∝ltiorLalTriinlml)机 粥迎当部者Bl体 (繕営者何件･

91他者ul体)からのL･m 委員とJt同で､訊緋規定集を作成する}巡拝牡果軟膏研究所はこのたか こtは 分析､企薬剤圭､専門家粥蓋､

文献分析などを行うU
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[隼2枚FB:+異学故との粥t]叫共学校の学習拍額紫蘭RIi各州 (16州)が作成し文部大臣会誌で瓜耗粥堆されるが､この城共学校

の街村宰領と企兼の加披加重 (述作13r)とのあいだの食い追いを避けるf=桝 こ､連邦-州到盤素見金 目972年諌止)において調整が

ILされる.これには内達当那着 (は営名節休､労幼者柑ti)も参加すろ｡

【串3枚帝 :羊毛の封Jt･拡択〕洞畦をはた革尖1ま.州､当事者団体､連邦政脚からの代表で捕成さLJLる各種羨月余で肘よされ､尾括

的に頼刑として全見一致により採択される.

[串4枚船 :法令としての公布】捉択された訊片規定は.連邦教育学術省の同恵の下で連邦経済省規則として公和される.

3. 当事者EZl件 (SccillPArtne柑) (RoけArrKlhiAJoachLrlHunch.opcit..p.24)

以下のはtf省間休ならびに射線幸田外か預金や労娩条件に酌する労Ib脇杓の持掛 こ幽わるとともに､政肘の掘祉政策や分点政恥 こ深

く慣わっている.Il文耕it-の脚わりもその一局である.捷営壱EZl体=金鉄所 (強迫兼26EZ]休､油菜4EB体.手工兼2日]休､点薬1日】休､

BI行1En体､浬始4団体､保挨IEZl体､その他4団附 .労曲名団休-労抽抱合 (ドイツ労烏岨合挽同盟 (DCB)に巷加する16の産巣別且

台､ ドイツ官吏同盟 (Dab)､ ドイツ中身牡見労也抱合 (DIG)､ ドイツキリスト鼓労助抱合連盟 (CGS)).

4. 如 t兼87f研究所の中央≠Jl会 (Rol一lrrN)ld4JcAChl■ bluhCh.opcit.p.25)

連邦qL頚救膏研究所には中央委見合があり､研究所の干打や研究計車を決定するとともに､連邦政府のあ間故関として稚菜赦宵の基

本間掛 こついて蕃iL助言し､毎年の牧兼教育報告翁を作成する.この香魚会は.連邦政府泰郎 名 (IS架).は営春田体重月16名 (16

Zt)､労林寺団体垂月16名 (16票).州政府素見16も (16兼)から構成される.

5. 台1所の細 くRoJfATN)Lda Jo■chlLkulY九〇pclt.pp.26-27,p.82)

会札所 (工商会JL所､手=発会護所､点薬全集所等々)は■兼汲膏法の規定に基づき､妊営舌側委郎 名､労蝕舌側重点6名､織兼学

枚8N助言者6名により構成されるA集Jk育素見会を範ヰし､以下のことを行っている.①訊J*企灘､Zq斡センター.P穎拍串良､訓挿

生のfE特まま.改着 ･q♯差し止め命令②ZANi契杓の古式決定と更新③訊頼企典､荊4*指事A､訓練生への拍帝 .助貫と戦果iXJkの促

進④ElBt契杓をめぐるJa争の村仲⑤拭片瀬関の廷ZIや矩梅の敗走⑥七井叫沖の監視⑦中間 ･J&推拭幹の拭Qb規定の作成⑧bC虫垂見合の

召集､中間 ･見終ji曲の実姓⑨合特正さの弗行 (書女学校からの暮壬Aとともに).

8. 任土色J(朋とd+足長の不足■向 (RolllrrKHdAJoIChib KuTM九〇p.ctt.,p33)

4斗載帝鼓の規定に上り以下の事項は甘別企兼が決定する.①A拝の実施*たは井実施⑧実施する荊拝也種の選択③受け入れるjJil

生の牡､JIJ*生のJ捷④机♯4所 (生産現JB､清孝二g､企集内鼓室書々)のjE択⑤aN拝拍串良の遭接と任命⑥耕♯方法と鼓材⑦EEI休

tB約で定められたdJt生FE金への甘みJYL.つまり､耕叫は市JA原理に基づいて月別企兼か任恵に決定することになっているV*2甘*生 (徒弟)引*受け+の企Jt頼榊 箆

従業員規模 ト4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 1000 計

書3 胡■ (料 )安Aの不足状況

内 Pt(斗位 :千人) 旧西 ドイツ 統- ドイツ
･… i1985 1890 1991 1992 I993 1994 1995

1715.5 1831.3 1476.9 1430.2 1666.6 1629.3 1579.9 1579.3
薪規 に抵ほれた胡Jt契約数 650.0 697.1 545.令 53B.5 595.1 570.1 568.1 572.a

44.6 22.0 LIB,9 128.5 126,6 85.7 54.2 44.2

帝料出所 :MmELICALDARONETER1996/971SoJleEdtJCatiorLarldResearchStatistics.TheFederallirtistryoI
Education.ScI即Ce.Researchi爪dTechnology.J).29

この冶男､所持場所の捷伽 こついては､中小企巣か過剰に提供し大企兼が且小に提供するという不均n'か生じている. (表2)例え

Ll1987年の西 ドイツでは､500人以上頬悦の大企薬が全労島人口2,700万人のうち且単軌を占める1.410万人を歴用していたにも拘わら

T､訓練生の引き受け串は171弱にととまった. (bけIrnoLdAJo&ChiRNuTtCh.oJ).Cit‥p.6)

90年代に入って大企苑の胡軒供給手控えの傾向は一樹勤まり､91披場所にありつけない若者か増え始め､大きな社会間掛 こなってき

た･(P3)労地租合は達哉化を主張している机 は営着Pは それに反対している, (blfArnoldaJoachi･hrK丸opcit･.p･33)

3.2元制度における職業学校

職業学校は州政肘文部省の管理に属する｡大きく工業 ･技術学校､商業 ･管理学校､家

政 ･看護学校､農業学校､鉱業学校などに分かれるが､学科 ･科目構成は各州 ･地域によ

り違う｡施設 ･設備費､教材費は州政府が負担するが､教員人件費は連邦政府が負担して
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いる｡授業は通常8時に始まり13時に終わる｡授業が終わると若者は午後に再び企業に戻り

働く｡過当たり授業時数は地域によって違うが､平均的には職業科目6-8時間､普通科目

(ドイツ語､政治 ･経済)3時間の過日時間である｡ブロック授業の場合は､年間総授業時

数に相当する授業が数日間まとめて施され､若者はその間労働を免除される｡普通科目に

は宗教科目が含まれることが多く､また希に体育が含まれる｡

1970年代の初頭から､多くの職業の基礎となる幅広い教育を施し､併せて若者の賢明な

職業選択を援助することを目的とする職業基礎教育年が導入された｡基礎教育年は訓練期

間の最初の-年目を専ら職業学校で過ごす全日制形態と､企業現場の労働と職業学校への

定時制就学を並行させ争連携形態の2種類ある｡全日制形態では企業現場での労働 ･訓練

は一年間短縮され,連携形態では触業学校への出席日数が遇当たり2ないし2.5日に増える｡

【職業学校の親潮】
1. tt事故の分甘書JA (hllArnoldAJtnchiJLhJY:h.op.cit..pp.68-70)

■兼学枚は34帝､書門&科の内さにモくして耗*､工JE､推考､家政､社会枯牡､AJL V乱 牡兼に分片されている.しかし学牧

の実鞍の分野甘皮は&市塊&や産集♯虜によってJtなっている.大書市blではt兼分耶 4に寺rll化した■hA*学校 (単一AJtクラス)

が一般的だが､中秘境以下の8市やA村J&帯では■kのtJt分8卓8服 するいわゆる地tI兵学校 (●*グループクラス)も存在する.

2.t*学枚のカlJ+ユラム (hllArrKIldI J8■Chi■NtyLCh.op.cit..pp.68-70)

A兼学枚のカリキュラムは①書jL鼓科 (ドイツ鳶.社会科､轟&､♯書､希に外Eil議など)⑳社a一的■典故科 (工暮､工Jth学､エ

兼艶臥 会計･柴兼学､等々)⑨実EI的tBt政科 (工*美妓､実■､タイプ実技､■理事々)の3gitから■放される.字号拍ilrt

は･各州の専門委Jは が州点書軒先所 ･センターと書力してn果し州立俳書が発行する.■兼&科 (理Jl的､*且的)のJB創 王女辞大

臣会iが作成する拍i8苧熊大■かよQになり､州によってはそれi･♯正なしに操用する.次はラインラント･プ77ルツ州の巾であa.

才4 ラインナント プフTルツ州のt*学牧カlJキ>ラム (■当たtIヰ■)

科目 基礎段階 専門段階Ⅰ 専門段階Ⅱ 専門段階Ⅲ

断 '

8 63)/8 63)/8 5])

1)地に特別の指定かない18台

2)月々の科目毎の時間配当は幼♯A掛 こ対応して指定される

3)■兼理iii科目を集故しない所*■種の中台

4)取払調集士のiJ書生は基中段FBで14時周､公功A及びJtl払月暮士のa書生は寺門段kで14時印､JI剤士胡it生は専門段官で1碑 向

5)上兼中背年または■兵基QA青年のtl7割 i､体育とI兼科目1科Elを軸漉し.■兼理浜をJは すもd片帆 のql合に12時Pqを10

時間に､■糞理由車重初しない邦書■溝の中台に10時抑制腑 閑に短JBする

6)DIJit鷹の再福劇 こ対応する文鉢大臣会kの決定に上り変更されち

鞍料出所 :払IIArlY)ldlJoachil‖lunch.op.cit..p.70

【企業訓練と職業学校教育の羽毛】
I.向蛙的d生 (恥tIlrnOIdAJoadlIAhzd,op.cit‥pp.64-69)

各州文辞省か弗行する牡兼学枚の学習指噂蛮領某と連邦放射は折省の公布する企兼荊♯規定とのあいだの如 ､遭いは､前述のように､

企業訓Ji規定の作成途上において酎連当事者 (控営青田体､労■者用件)も舎加する連邦一州封集重点金 (1972年役立)がdXする.

2.定ま的れJt(Rol一lrnoldaJoadliれhnch.op.cit.pp.63-69)

直接の調蝶は､企薬の耕片拍串良と♯美学故の救良のあいだの個別の抜放に上ってなされる.先進事BIとして､企兼hl学枚叔鼻をd

辞現叫に招待する､牡兼学枚bl企薬の別&指導且に授業さ概をさせら.抽斗良と*且の研究集会が托かれるなどがある.平均するとd

B拒萌良の5DX.学校改良のTSXbtl学期に1庇は相手方との接触を行っている.新たに再ヰされた*推据え付け=､屯気工事士､自由
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手並や工などの■種では操Alか頻繁だが､萌新書や手工業■捷 (3gJg､理美容など)ではそれほどでもない.

両者のせし合いの対生事項は.個々の胡Jt生 ･Ji徒の日常のil*､学習状況や生活根株､中開 ･蛋練鉄政の申儲状況などが主であり､

企兼のd*と学校の授兼の中味の粥掛 こ粥することは少ない.話し合いは面会や唱岳でなされるのかせ通である｡中間 ･頼終拭政の洪

散華見合の瀬上における連特会も接カのdt会であるが､これに参加するのは企菜ZI♯拍称且のlgX､学校改良のlSKに逢すない.Jt携dL

兼叔帝の挨村会への事加なども位粥である.

Ⅱ.2元軽業教育訓練制度と労働市場の接続

訓練を引き受ける企業が中小企業もしくは手工業部門に偏り､経済全体の3次化にいさ

さか遅れをとってきたことを除けば､2元職業教育訓練制度はこれまで､労働市場との関

係では良好な成果を挙げてきた｡

【2元戦業教育訓練から労輸市場へ】
1.中iB事､JL拝扶■合枯事 (blllrwldlJoachitlhnch.op.cit..pp.93-94)

2元俄鹿JIJt(徒弟Zl暮)の*加着hlしだいに祐B化 ･高学JE化す引 こつれて､研jkの中途済約串が上昇してきた｡18jtをiLざると

会暮所の肝可なしに荊片の群別 咋 さることと､古学居着はと胡扶JR境に満足せずに進韓変更するからである (大学の中退*はもっと

高い).中退割 こ現して1990年に行われた月壬によれは､46Xは別な荊片に変更し､19Xは新しい所*を捷喪中､301は進J8を変更 (Jl

行や保洪全社のd*生の4台は全日制学校や高等鼓書への変更が多くjその他の桝 のql台は失集や牡tbI如 .った)していた.別な

d*に*軍した者のうち90X以上は別なZl*企兼に移り､50Xは銅片蛸 を変えていた｡

&5 2元★Jlill書の中iB (中J#拍)事

産業分野 旧西ドイツ 醤独里独瞳 ~

1980 1982 1984 1986 1988.1990 1991 1992 1992 1992

豪裏芸芸潤 …毒…等.;壱:i呈套…享呈喜…§ !!賢.i芸毒…篭…毒…葦23蔓…毒蔓蓋…喜
★科出所 :RollArncldAJoachiれNuJICh,op.cit.,pp.93-94

朱8 JLJF扶■費■着た.合格者A (JI位 :千人)

産業分野 i 1992 1993 1994 1995
受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 貴染着 合格者

壷 蓋喜≡…驚喜字書邑…毒 芋茎毒…蔓 号9時曇苧喝…蔓号9i邑:;.隻 鷲 .琶手篭皇-i..隻

賞料出所 :BasLCardStnJCturaIDlta.bytheFederalNinistryofEducation.Science.Res飽rChandTechl701Dの㌧1996/97.m.66-67

位推試小の合格叫は1991年には88.紙だったが､92年87,5X､93年861X､94年855X.95年84.5Xと任下悼向にある,不合格者は､

①訊♯基幹i6カ月延長して丙愛せする②別な鵬 と企業で訓練をJa初からやり直す⑨胡接をあきらめ不敗捷労偽者として蹴破する

喧)耕♯をあきらめ失兼者となる､の何れかの進均をたどることにlsる｡

2.d*嶋 と従典●我のil合性 (YolH)ietlichGreirLert,OPClt.PP104-108)

(1)訂k企先からの秒J5

1970年に沼用fL菜研究所 (theJnstltLlteforLabrMarketandYccatiorlaLbsearch)が行った粥壷で､訊擁職種とその掛 こ従業

する鵬 とのあいだの大きなギャップが明らかにされた｡功幼生の611は手=薬部門に在籍していたが､就業人口の47Xは工業部門､28

Wtその他の缶Plで､手=菜部門は25Xに過ぎなかった.

この点果,BERtJFS8】LDUMiSBERTCH†.1993によれは詞群生の過半掛 ま親族終了後の2年間に自分がAsl糠を受けた企薬から別の企射 こ移
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っている.この移曲事は､1,000人以上規模の企乗の中台にlTL 500-I,ODO入社群の企兼のq,合に221､5-〇人泉損の企JtのJI合には ､

5人東浜規模の企業のqi合に421であった.

(2)■*井了暮のた■ ･失*伏臥 P+暮兼からの書A

このように訳書企兼からの移曲が多くみられるとはいえ､ilJiA兼からの抄Jlは多くなく､2元利徒弟JA*はJt*特7*の暮4との

適合性は削 ､｡BERUPSZIILDUNGSBERICHT,1993によれは旧西 ドイツで2元fl徒弟ZI特を受けた毛のうちTgIIid♯Aflに批暮して由り､

zI♯鵬 から他の称美に#ってittした者はOX､さらにJE投書井AI■にとと*った着が31であり､失*した書は2帖 とと*った.

DERUFSBILDU71CS8ER】CtTr.1989によれば､ ドイツ産兼が全体としてy冶兼からサ-ビス井に比事かflりつつあるにも拘わらず､2元4

薬資格をJFる着の比事はむしろその逆にbいて台た.艶冶井の中でIiJLエV理が書類や格取持書が鵬 iANで石材加Zが供始不足であ

り､サービス菜の中ではJk禿 ･営兼か■JEや格取得者が供冶A判で光れ水供給や対■サービスが供冶不足である.IL書Iflと芳書市V

のこのギャップは耕♯♯7社のtJB移l削こよりJtめられる.

ま7 ■*■耳と労●希書の&兼用■JAのギャップ
注 :Aは2元制度徒弟il♯のJi特技■合格者の比革､Bはその■熊の桝 書 (社会促■加入書)の比事.

弊L造兼 .ZkTt合計 Jt林水&加工 Jt和す好加工 石材加工 ■★吋生JE 触 .不●産小計 姓丑 不hJi JLJtBtJLIT1

A .a A a A a A B A a A a A tl A a A a

1977 45.338.6 2.8 1.4 0.1 0.a 1.tI 8.I 6ー0 7.8 6.8 7.9 2.3 4.7 4.5 3.221.7 l2.8
198047.637一丁 3.4 I.4 0.4 8,7 J.9 7.8 7.2 1.5 9.8 8.8 4.A 4,8 5.8 3.a25.I12.7
1986 47.236.2 3.5 1.も ○★6 0.6 2.1 7.0 7.2 1.0 9.8 7.2 3.8 3,I 5.a 3.224.2 l2.8

サービス兼 サービス兼 研究一円尭 tJIt書 k兼 .賞Jt 対人サービ 村中サービ 光れ水供■ 全■■

光熊水仇始合計 小打 オフィス■書 ス■ ス■ JL

A B A a A a A a A a A a A a A a A a

197754.861.454.753.9 3.3 令.115.5 17.d22,I10.8 8.4 7.4 4.4 10.8 0.1 8.6100.100.
198052.462.352.354.2 2.6 6.3 14.7 18.a21,4ll.I 8.8 8.1 4.6 10.7 0.2 8.2loo.loo.

yf科 出所 :Yolf･DletllChGreinert.op.cit‥T■bLelS(pp.106-107)

3.■■■了書の1女.学■別Jt仝格き

ず8 苧JF*特別★*柑

】 1976 1989
男性 女性 男性 女性

習 字血業学校 圭電歪圭誓書 王墓雪壬等§

fF料 出所 :lolトDietlLChGreinert,Bp.Cit.,T▲ble20(I.Il一)

Ⅳ .2元型職業教育訓練制度の危換

ドイツ2元型職業教育訓練制度は競争力の強い経済を支えて､ブルーカラ-層に相対的

に高い貸金を実現したり､若年失業率を低く抑えるなどの成果を挙げて､他の欧米諸国の

賞賛の的となってきた｡しかし近年は2元制度の危機ということが言われるようになった｡

それには以下の3つの面がある｡

1.経済的変化 :費用便益の不均衡

徒弟訓鰍 ま中小零細企業に対して低真金の若年労働力を供給し､費用を上回る便益をも

たらしてきた｡しかし､職業基礎教育年や共同訓練センターの普及は訓練期間や労働時間
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を短縮し､徒弟の法定貸金の上昇傾向とあいまって､経済な利点を消しつつある｡訪問し

たデュッセルドルフ手工業会議所でも､加盟企業のうち訓練を実施しているのは3分の1
にとどまるという｡

大企業は巨額な費用を負担しつつ､労働市場経費 (広告宣伝費なしで多数の熟練工候補

者を抱え優秀な者を自由に選抜できる)の節約にかろうじて便益を兄いだしてきた｡しか

し､自動化 ･省力化が進み､工場生産は高等教育卒の少数の技術者と自励機械の操作や監

視をする多くの半熟練工が遂行するようになり､伝統的な万能工的熟練の必要性は薄れた｡

半熟練工の技能は垂直的な職務 (昇進)階梯に即応したOJT (職務上訓練)教育体系で

考成できる.

訪問したマンネスマン棲械工養成所は､68名の徒弟に3年6カ月の訓練をしているが､10

年前 (1986/87)に企業訓練の最初の1年4カ月は共通の内容とする改革がなされたので､個

別会社ごとに同じ訓練をする無駄を省くため他社から20名の徒弟を受け入れ受託訓練を始

めた｡訓練期間中に訓練費用を回収するために､1990年には全て受託訓練とすることを企

画しているという｡

大企業が訓練定員を削減する更なる要因は経済のグローバル化である｡訪問した帝人株

式会社ヨーロッパ事務所の談話では､ドイツの大手企業が､人件費､エネルギーコスト､

官僚制コスト (許認可業務費用)の高陳の為､中東欧5カ国に生産拠点を移す動きが目立

ってきたという｡これは90年代初頭から強まり､訓練をしない企業からの罰金を訓練企業

の助成に回す謙徴金助成制度LeyyGrantSystemが議論されている.

【2元祐美教育訓株制度の費用】
1.畑のJt用Aも :JEJt分書臥 企*租t別

2元軸旋では企集れ書にかかるtt用は企兼糾 ､つさい負担する.1991年度1年間に企Jibl研書生 (徒弟)-人当たりについてA担し

たt用は､グt]スで29.573マルクだったが､粥洪生生産高が11,111マルクだったので､ネット丑用は17,B62マルクだった.産兼分野別

にみると･耗=兼分肝ではグロス31.824マルク.生産高11,315LTルク､ネット20.509マルク.手=典分野ではグロス24.889マルク､生

&布12･536マルク･ネット12.352マルクであった.芋=集分野では荊♯生の生産高が大きくて企兼のネットtt用を抑制しているのに対

し･頼=*分野では荊♯生の生産高か小さくてネット舟用を押し上げている.同じ現象は､企兼規郎 帖 みても札崇でさる.中′ト 事

*企巣ほと荊書生の生jt祐btか ､のに比べてPl片生fj金か低いことが企兼のネット枚用を押えているが､大企兼ほどt相 生の生産高が

小さいのに比べてZI*生甥金か誘机､ことbl企兼のネット井用を高めている｡

*9 生井が一年nIに■JE生 (徒弟)一人当たりに負也する*用 ;1糾1年

*用熊g! 企 巣 規 模 別 平 均
1-9人 10-49人 5O-49人 I 500人 以上

マル ク 甘 皮比 マル ク 併成比 マル ク E#威比 1マル ク 沖 成 比 マル タ *J&Jt

開 票生 産 布 95131711 100.039.6 2747312221 川0.044.5 2817611465 100.040.7 9034412100 loo.0399 3561032i1 100.02897862 604 15252 55.5 16711 59.3 18245 60Ll 253 71:I

蔓騨 荘 重 44350329 48.834.9 123369887 44.933.1 135629793 48.134.8 1582711170 52.2368 15811137224 44.4313

11652 39.4 11943 43.5 11799 4l.9 lO973 36■2 133 37一4

ff料 出所 :TolトDietlichGreinert,叩 Clt,.Table24(I.128)

2.d書生 (徒弟)文金

夷lo i■書生 (徒弟)-人当たり月fHl998年 (マルタ)

全産業平均 産業分野別平均 (年齢加算済み賃金)

拍蟹 葺願 金 公務 璽萎 舶 農業 手工業
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群料 出 所 :YoLf-DietlJChGreinert,op.clt‥Diagr川2(p130)

兼11 御井生 (徒弟)月食の上昇

1976 1977 1978 1979 1980 198l 1982 1983 1984 1985 l9郎 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Fl廿 395 416 446 474 507 542 570 586 602 614 635 656 673 694 750 838 928 968

fZ料 出 所 :YolトDletHchGreinert,op.clt‥DiaErafL3(FI,131)

2.教育的変化 :単線型に向かう緩やかな流れと学歴主義化の進展

前述のような職業教育系譜学校から高等教育への経路の成長の背景には若年失業 (職業

資格を取っても仕事のない若者が､上級資格を目指す)や､職業教育関係者のparityof

esteem願望 (基幹学校もしくは実科学校出の若者に大学進学の道を開くことを誇りとする)

があることが､職業学校での聞き取勺で伝わってきた｡

訪問したシェーラーバーグ市立商業学校､デュッセルドルフ市立金属化学学校はともに

織業学校であるが､同一キャンパス内に専門上級学校 (実科学校修了者および同等者が全

日制で2年間以上学ぶと専門大学人学資格が得られる)と職業専門学校 (基幹学校修了者

が全日制で2年以上学ぶと実科学校修了と同等となり専門上級学校に遥める)を抱え､生

徒数2,000人規模に遠する大規模学校であった｡

【学歴主義化の波】
蓑12 2元制度の生徒 ･3Ik生の苧JE構成

q 集甲 骨 年 qi兼 集 中 中JAtB7PE -収 的大 学

分野 倖 了) 書 †(全 日制学校形 態 ) 港 (第 10学年 tF7 )取 得者 ■●専門苧 故 入学 ★格専門大学 人字 書頼Jl斗 な し 証沓 あ り

1991 1992 ･叫 1992 199l 1992 1991 19g2 1991.1992 1991 1992 1991 1992

重 義 … : : 0.66-2 0,66.429.153.8 29.653.7 0.51.4 0.61ー¢ 義:守 2.76.1 33 .○20 .6 3 9 .72 0 .4 18.06.0 12 .ら6ー8 2 0 .06,020.9ら.I
4.8 5.2 25.9 26.8 8.5 0.6 29.0 20.4 27 .a 2 7 .8 3.0 9 . I 1 4.716.1
0.1 8.1 13.6 12.a 0.I 0.1 6.9 7 .9 56 .3 5 5 .7 5. I 5 .5 18.018.0
0.630,8I.0 0.734.0 22.832,333.8 27,5:‖十816.5 0.25.5 0.54.8 0 .79 .51.4 0 .78 .22 .2 53.46.333 .0 50,66.I3 0 ,7 7.218. a 7 .214.6 1 3.80.63 0 .712,80.650.5

繋 料 出 所 :YolトDietllCh(】reinert.THEDtJALSYSTEMOFYOCATZOHALBDUCAT】ONANDTRAJN川G川 TH8FmEkAL
REPUBLICOFGERklNY,HoHand･JosenhaAs.1995.TatllelO(P.98)

糞13 学Je女特別にみたd♯●梗*成 (上位 10■噂) :1092年

.学無拍所有者 中板書7匹合所有-i 基幹苧汝捗7狂者 基幹学捷♯了旺8なし

1 笑敢 比準 調練戦績 実赦 比宰 JI+■4 突放 比串 JANlL4 *t tuI

i吉良助手 326 56.1238 399 医療助手歯科医助手 24150.6182524 自軌車装備エ小売り事務 4596l.4292478 日独車渡やエペンキ屋 37 5.036 162

銀行串鞍艮】社販TE:良F計士助手 124 25,895 37.7 18130.3176 30.3 理美容緬電気放械I 26567.626558.5甥美容師族妨工 30 7.718 10.I
i携艮 84 55.7 小売り肋事 17328.2 医療助手 17436.5柔枚婦 1764,5

l 58 13-4 164 38.2 歯科医助手 14642.0 レンガ工 16 9.i
二助手 50 23.0 164 34.1 粧せ⊥ 14565.8 パン屋 15 11.9

l耕i 48 :汁.74538.4 法律可破 所助手自助車盤偏工 156 65.21:姐 18.4 ベンキ良工JB汝や工 13459.713451.6 配管工拍動師 .建具屋 14 6.512 3.9

注 '.実軌は単位 I.百人､比率は誘塘牡種の訓練生政全体に対する比熱

打料出所 :YoLトDletHchGrelLtert,DpClt.†atlle16(I.113)-Table19(p.116)
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これらの学校は､必然的に教員の加重負担に悩んでいるが､基礎学校 (小学校)卒業時

点で大学進学コースたるギムナジウムに入れなかった子ども達に高等教育進学の道を開い

たことを､-様に誇りにしていた｡それは例えば､金属化学学校の話しによれば､製造業

大企業の職階が､専門労働者 (職人)-職長 (マイスター)-技師 (テヒニカ)-専門大

学技術者-総合大学技術者という序列になっているから､現実的な根拠のある誇りである｡

しかし､学歴主義の浸透は他面で､訓練参加者の学歴格差を広げ､その結果､人気の高

いサービス業やハイテク業種の訓練職種は実科学校やギムナジウム卒に占められ､基幹学

校卒業者は人気の低いブルーカラー職種や販売職種に押し出される傾向も産んでいる｡

1970年代半ば以降の不況と該当年齢人口の増加は若年失業を増加させ､ギムナジウムで

アビトゥアを取り､先に徒弟訓練修了梁格を得てから大学に進学する2重資格者という現象

が象徴するように､2元職業訓練制度の人気を高めている｡しかし､21世紀初頭の該当

年齢人口減少期には､高等教育の収容力に余裕ができて､2元制度参加者が大幅に減少す

るという予測もなされている｡

3.教育学的変化 :"理論と実践の結%''理念の動揺

上述の学歴主義の進展のなかで､敬業学校関係者は徒弟訓練修了資格にもアビトゥア並

の地位を切望し､普通教育科目を拡充する傾向が出てきた｡アビトゥアをも発行する職業学

校コレークシューレはまだ連邦全体には普及してないが､ノルトライン･ウエストファー

レン州 には既に約50校存在し､訪問したデュッセルドルフ市立金属化学学校も将来はこ

の学校類型を目指すという｡

学歴主義化という変化の他に､理論と実践の結合という教育理念は､労働自体の特質か

らもともと固有の困難をはらんでいた｡結合ないし連携の焦点は ｢実習｣であり､その基

盤には職業 (職種)別労働市場があった｡つまり､2元制度は ｢座学だけでは継東できな

い標準的な技能体系を実習で補い､修了資格を与える｡修了資格は採用や賃金等の処遇の

基準として団体協約や法令に定められ､遵守される｡｣という社会慣行によって支えられ

てきた｡この意味で､2元制度の原型は手工業crafttrades部門の親方制度である｡これ

に対し､大企業部門では生産活動が多様で変化も激しいので 標̀準的な技能体系'は存在

困難だし､科学知識を生産活動に応用するためには J継承された技能体系'よりは座学で

伝えられる知識技術の方が重要である｡したがって､2元制度はもともと大企業商工部門

にはなじまない性質があったと思われる｡これが徒弟訓練場所を制限する大企業の近年の

行動の遠因であり､グローバライゼーションによるコスト問題 (帝人ヨーロッパ事務所事

例､マンネスマン枚械工養成所事例)は直接的誘因であると思われる｡

この結果､商業系では大学人学資格保持者を対象とする2元制度Berufs-akademienが登

場する (商業学校事例)一方で､工業系では専ら取業学校の上の専門学校Fachshuleや専門

大学Fachhochshuleの資格が2元制度より重要になってきた｡大工場では標準的技能の継承

に基づくマイスター資格より､座学で取得されるテヒニカー資格､インジエニュール資格が

序列が上である (金属化学学校事例)ということになってきた｡1980年代半ば以降､技術

革新とサービス化 ･情報化に伴い､熟練工の概念が自主的に判断し実行し管理する人間像

へと変容しつつあるが､これは理論と実践の境界をさらに唆味にすることになる｡

最後に､訪問したマンネスマン搬械工養成所の詣では､製品と製造技術の異なる複数の

企業の徒弟を対象とする授業の中で､理論と実践を結合する最終的な主体は生徒であり､
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しかもそれが出来るのは結局知能の高い生徒だということである｡とすると､職業学校が

上級学校進学にウエイトをかけることは理論と実践の結合を自ら空洞化することになる｡

V.わが国の槻業教育への教訓

以上の窮状にも拘わらず､ ドイツでは2元轍菓訓練制度の廃止はまだ多数意見になって

いないようである.職業学校から大学への進学税金の拡充は良いことだとしても､一律の

単線型化は普通教科の学力が…元的に支配する ｢メリトクラシーの厄災｣を招くという懸

念も理由の 1つであるOまた､経済のグローバル化の進展とともに､大企業は従来のテー

ラー型大量生産方式から高付加価値の多品種少量生産方式への転換を迫られ､官僚制的大

組織は､組織規模の縮小 ･フラット階梯化､事業部制､職場 ･織務の統合などの変化を遂

げつつある｡このような変化は即戦力 ･専門家の養成と職業別の労働市場による労働力溌

動化を必要とするので､2元制度はむしろこれから必要だという意見もある｡

わが国でも現在､終身雇用や年功序列が猛烈な勢いで崩壊しつつあるが､それに代わる

将来像は不透明なままである｡ ドイツ2元職業教育制度は勤労大衆に個人的自立を促しつ

つ雇用を保証する仕組みの手がかりである｡また､画一教育 ･偏差値序列批半は 個性重視

はわが国ではすでに社会通念となっている｡しかし､個性が槻業生涯にわたって重視され

るための社会的基盤つまり轍業別労働市場に関して我々は経験不足である｡ ドイツの2元

職業教育制度はフランスやアメリカでは高学歴専門職だけに許されてきた職業別労働市場

を､中等教育段階にも維持してきた仕組みである｡その意味で今後の展開は注目に億する｡

今回の聞き取り調査から､とりわけ印象に残ったのは､次の2点である｡

A.教育と訓練の連携について

中等段階での職業教育や職業観の育成には技能実習が重要である｡

①座学 (理論)だけの職業教育は最終的に高等段階の専門教育に行き着くから､中等段階

の職業教育というものがあり得るとすれば技能実習との結合を前操とする｡最終的に生徒

本人の能力に左右される (金属化学事例)課題ではあるとしても｡

②教育訓練の内容が団体協約をつうじて実際の仕事に連結する搬業資格の社会制度が存在

しない場合､職業観の育成は知識､イメ-ジだけに終わるO職業資格という目安があって

はじめて ｢生き方の指導｣も成り立つ｡ しっかりした若者を作っているドイツ教育という

イメージがあるが､それはここに由来するだろう｡

いずれにしても技能実習は､標準的な技能体系と織業別 (職種別)労働市場が基盤であ

るが､それは商工会議所系統 (大企業商工業)では不安定で､手工業会議所系統 (中小企

業､自営業部門)が主体である､というのがドイツの観察から引き出せる結論である｡

B.諸団体 (経営者団体､労働組合等)と行政 (文部､労働)の遵掛 こついて

ドイツにおける2元制度は､文部省 (州)､労働省 (連邦)､経営者団体､労働組合な

ど関連当事者が､密接に協議しあい､法律､協約､慣行などにルール化して遵守すること

によって成り立っているO '社会的市場経済■の具体例の一つ (独日文化交流育英会事例)

である｡教育と訓練の連携は､単にカリキュラムや教授法上の工夫で､学校や民間の事業

体が単独で実行できるものではないことを､ドイツの事例は教えている｡

わが国でもインターシップ､パー トナーシップなどが流行の気配だが､規制撤廃､市場

原理万能という世論が支配的な中で､当事者が連携してそれを例えば労働協約にまで練り
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上げるなどということが可能なのか｡当事者がルールを作り遵守する為には､ルールの管

理運営に専念する要員､いわば業界 ■官僚■を必要とすることになるが､官僚パッシング､

"小さな政粁 論がはやりの昨今のわが国では､それは官僚規制社会という批判の対象の

中に一括りされる恐れが強い｡これを避けるには､同様に人気の高い "分権"理念を地方

分権の意味だけでなく､ 一̀当事者団体''分権の意味に解するコンセンサスが必要だが､わ

が国にそのような土壌が存在するだろうか｡ (岩木 秀夫)
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* 1琳 JL]t載f分科会 ★2十 枚兼のtX■★

第 3節 フランスにおける中等教育段階の職業教育の現状

1.職業教育と職業訓練

1.中等教育段階における職業教育の制度的位置づけ

(1)職業教育横瀬の種類と規模

フランスにおける中等教育段階の耽業教育は､主に後期中等教育機関 (高校)であるリ

セと職業 リセで行われているが､一部は見習訓練制度でも行われている｡

リセは修業年限3年であり､基本カリキュラムが共通の第1学年を経て､第2学年から

普通教育課程と技術教育錬程とに分化する｡さらに両課程とも専門に分化しており､普通

教育課程が3科 (文学科､経済 ･社会科､科学科)､技術教育課程が4科 (医療 ･社会科

学科､実験科学 ･技術科､第3次産業科学 ･技術科､工業科学 ･技術料)に分かれる｡こ

のうち､耽業教育を行っているのは技術教育課程である｡ただし､技術教育課程における

教育の主たる目的は､普通教育課程のそれと同様に､バカロレア資格 (後期中等教育修了

と高等教育入学資格を併せて認定する国家資格)の取得､及びそれを通じた高等教育進学

準備にある｡このほか､第1学年から耽業教育を重点的に行うテクニシャン免状準備課程

も設在されているが､在学者は全体の6%程度にすぎない｡

フ ラ ン ス の 学 校 系 統 図
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リセの生徒総数は148万人である｡そのうち技術教育課程の生徒数は32.7万人であり､こ

れは第2･第3学年の生徒総数の33.7%にあたる｡1994年度における中学校最終学年修了

者のうち､リセに進学した者は61.8%である (後述のように職業 リセは21.7%｡残りは留

年や推挙)｡

一方､散薬リセは､主に就耽希望者を対象に､商工業における熟練労働者資格である耽

美適任鉦 (以下､CAPと略)と職業教育修了証 (以下､BEPと略)の取得に向けた準

備教育を行っている｡敬業 リセには､以下のような多様なコースが設置されている｡1995

年現在の生徒数は68.9万人である｡

①BEP準備課程 く修業年限2年)

生徒数は､45.9万人 く職業リセ全体の66.6%)

②cAP準備課程 (修業年限2年)

生徒数は､4.0万人 (聴業リセ全体の5.7%)

③CAP準備3年課程 (中学校2年修了後に進み､修業年限は3年)

生徒数は､2.5万人 (耽美リセ全体の3.6%)

④俄業バカロレア準備課程 (修了年限は①及び②を修了後さらに2年､合計4年)

生徒数は､16万人 (職業リセ全体の22.8%)

BEP準備課程及びCAP準備課程の修了者に占める椎葉バカロレア課程への進学

者の割合は､1995年現在31.7%である｡

上記のうち､①と②は中学校における4年間の疎程を修了した後に進む課程であり､修

業年限は2年である｡⑨は中学校の前半2年間の課程を修了した後に進む課程であり､こ

の課程を選択する生徒は中学校教育を途中で終えることになる｡この課程に在籍する生徒

数は1980年代半ばまで､耽美 リセの生徒全体の約半数を占めていたが､1985年からの10年

間に10分の1にまで減少している｡これは､すべての生徒に4年間の中学校教育を受けさ

せることを重視する政府の方針に基づくものである｡代わって①が主要なコースとなって

いるQ

④は1985年に設置された耽美バカロレアの取得に向けた準備課程である.(丑と②のいず

れかを修了した後に進み､修業年限は2年 (通算で4年)である｡職業バカロレアを取得

すると､就俄のほかに高等教育親閲への進学も可能になる0

1994年度における中学校最終学年修了者のうち､地業リセの①と②の進学者は21.7%で

ある｡

(2)見習訓練制度

これらの後期中等教育税関のほかに､見習訓練制度が設けられている｡これは､教育機

関における教育と企業における実地訓練を組み合わせた教育訓練により､耽業資格の取得

をめざす制度である｡訓練生数は1994年現在24.5万人である｡訓練生の教育を担当するの

は見習訓練生養成センター (CFA)と呼ばれる機関であり､商工会議所や手工業会議所

等が設在している｡

見習訓練制度は､主たる対象者が義務教育修了者であることや､取得できる主な職業資

格がCAPであることなど､職業 リセと類似点が多く､両者はいわば競合関係にある｡た

だし､受締着や教具等の点で､見習訓練制度は職業リセよりも規模が小さく､社会的評価
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も一般に低い｡しかし､近年､政府は見習訓練制度の振興を額棲的に図っている｡その背

景には､①企業が教育訓練に直接に関与するため､企業のニーズに適合した人材育成とい

う点で有利であること､②そのため耽美リセ修了者よりも就1削こ有利であること等に関す

る政府の判断がある｡

同制度の振興兼の一環として､同制度を通じて取得できる祐美資格の制限が1986年

の法律改正により撤廃された｡同制度により取得できる耽美資格はCAPにほぼ限定され

ていたが､そのことが見習訓練制度に対する社会的評価を引き下げる一因になっていると

判断されたのである｡その結果､CAPと同等のBEPはもちろん､稚業バカロレア､上

級テクニシャン賛格､さらには高級技術者 (技師)資格までも見習訓練制度により取得す

ることが可能になった｡

2.職業教育 ･訓練の細分化 ･専門分化の程度

耽業教育の専門分化は､リセの技術教育課程と職業リセの両者は大きく異なっているo

リセの技術教育課程は､上記のように大きく4科に分かれている (医療 ･社会科学科､

実験科学 ･技術科､第3次産業科学 ･技術科､工業科学 ･技術科)に分かれる｡さらにこ

れらはいくつかの専門に分化する｡たとえば､工業科学 ･技術科の場合､磯城工学科､物

質工学科､電子工学､電子技術工学科､土木工学科､エネルギー工学科の6科に分かれる｡

一方､故実 リセの場合､特定のBEP及びCAPに対応させて教育練程が蛸成されてい

る.BEPは36種頬､CAPは228種類となっているため､技術教育課程と比較すると､か

なり専門分化が進んでいるO

3,耽美教育 ･訓練の内容と方法

学習指導要領では､各教科の過当たり配当時間数と総授業時間数が規定されている｡こ

れにより､普通教育と織業教育の時間歎､及び両者の比率を算出することができる｡実験､

実習の時間数については､学習抱尋要領ではとくに定められていない｡

総時間数に占める職業教育の時間数の比率は､リセの技術教育課程､破業 rJセの各課程

とも専攻領域により異なっているO リセの技術教育棟桂の場合､工業科学 ･技術科 (秩械

工学専攻)の場合､必修教科のみで､第2学年が週当たり総時間数が32時間､搬業教育の

時間数が18時間であり､職業教育の比率は53%である｡第3学年では32.5時間中の18.5時

間であり､その比率は57%である｡

リセの技術教育課程の教育課程をめぐる最近の特徴の一つは､職業教育の比重の低下で

ある｡ リセでは､第2学年からの各課程に先だって第1学年では共通教育が行われるが､

技術教育課程の進学予定者は各専門領域に対応する職業教育教科の履修が必修となってい

た (週当たり8-11時間)｡しかし､1987年に必修時間数が4時間に削減されたのに続い

て､1992年には必修時間が廉止された｡これにより､第1学年では耽業教育の履修は必修

ではなくなったOこれは､最高11時間という履修時間が技術教育課程の進学意欲を損なう

こと､さらに専門分化に先立つ進路選択期間としての第1学年の性格と矛盾すること､等

の事情をふまえた措置である.その後の教育課程の改訂で､第2､第3学年でも耽美教育

の時間数が削減された結果､3年間の総授業時間散に占める職業教育の比重は低下し､上

記のように5割程度になっている｡
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地業リセでは､BEP工業科の場合､第 1学年では週当たり総時間数は36時間であり､

そのうち耽業教育の時間数は17時間であり､職業教育の比率は55.6%である｡第2学年で

は37時間中の19時間であり､比率は51.4%であるoリセの技術教育課程と同様に､職業リ

セでも教育課程における職業教育の比重を低下させる措置が近年とられている｡これは､

ちEP準備課程等の2年制課程の修了後に､聴業バカロレア準備課程への進学を促すこと

などを目的とする措置である (後述)｡

1980年前後から失業問題が全般的に深刻化する中で､職業リセでも生徒の修了後の就職

が次第に困掛 こなった｡そのため職業リセでは､生徒の就耽促進に向けて､教育内容等に

関してさまざまな改善の試みが行われてきた｡その一つとして1979年度から企業実習が導

入された｡これは､労働体験をさせることにより､生徒に企業における労働の実態を理解

させるとともに､職業教育に対する意欲を高めることなどを目的としているO必修ではな

いうえに､実施に反対する散見が多かったことなどから､当初は実施する学校は少なかっ

たが､1980年代末にははばすべての耽美リセで実施されるように至っているO対象はBE

P準備課程やCAP準備課程であり､実習の期間は法令上は2年間を通じて10週間と規定

されているが､実際には2-3週間程度の学校が多い｡

企業実習は磯煮バカロレア準備課程でも実施されているoBEP準備課程等と異なり､

同課程では企業実習は必修となっており､その期間も2年間で16週間と長い0

4.課程修了 ･資格取得率

リセの修了証はバカロレアであり､普通教育課程の場合は普通バカロレア､技術教育課

程の場合は技術バカロレアがこれにあたるOバカロレアは､全国一斉に実施される取得試

故に合格することにより取得できる｡

取得試験の受扱者数に対する合格者数の割合は､かつては普通バカロレアの方が一般に

高かったが､近年では両者は接近している｡1995年の結果では､普通バカロレアが75.4%､

技術バカロレアが75.9%であり､両者の間にぽとんと差はない｡

一方､耽美リセの2年課程の修了はCAPとBEPの取得により認定される｡

1994年の結果は､以下のとおりである｡

CAP･･--公立牧業リセ74.6%､私立81.0%

BEP･.-I.公立耽美 リセ66.1%､私立77.3%

敬業バカロレア.I--公私立耽業リセ73.1%

見習訓練制度による椎葉資格取得率は､CAPが59.2%､BEPが60.1%である (1994

年)｡

Ⅱ.耽美教育 ･訓練の組織 ･粛成に関する社会的パー トナーシップ

1.教育課程編成の責任主体 ･組織と関与する社会的パー トナー

リセの技術教育殊程や職業 リセの教育課程の基準は､国民教育省が省令により定められ

ている｡国民教育省は､同省に設置されている職業紹問委員会 (Comissions Pro-

fessionnellesconsultatives､CPC)の審議結果などを参考にしながら､具体的な教育

課程の内容の基準を定めている｡

職業資格の新設 ･改編､耽業資格取得の準備教育の内容等に関する決定に当たっては､
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｢社会的パー トナー｣ (経営者団体､労働組合等)からの意見聴取が必要とされている｡

意見聴取が不十分と判断された場合には､新設 ･改膚の法令が無効となることもある｡こ

の社会的パー トナーへの意見聴取の場が､職業諮問重点会であるO経営者団体や労働組合

等は､この委員会を通じて､職業資格の種類やその取得のための職業教育の内容等の決定

にみずからの意見を反映させることが可能になっている｡

職業諮問委見会は国民教育省だけが設置しているのではなく､管轄する業種に関して職

業教育 ･訓練の内容等を決定する権限をもつ省庁が､それぞれ独自にこれを設置している｡

その数は国民教育省が17､労働省が4､農業省が1である｡

国民教育省の職業諮問委具会については､金属､建築 ･公共事業､化学､食品､織物､

衣料､木材関連､運輸 ･貨物等の計17の委員会が設置されているO各委鼻会の構成は､以

下の4着構成になっている｡①経営者団体の代表 (lo宅)､②労働組合の代表 く10名)､

③行政の代表 (関係業界を管轄する省庁の代表､国民教育省の視学官､資格調査研究セン

ター､成人職業訓練協会の代表等)､④その他 (目名｡散見組合､父母団体､商工会議所

･手工業会議所の代表等)Oそのほか､全体の絵括を担当する事務局が省内に置かれてい

る｡同委且会は､産業界の変化等を考慮しながら､所管する耽業資格について設置改廃等

の見直しを5年ごとに行っている｡

2.耽集資格をめぐる省庁間の調整

(1)省庁間の調整

国民教育省以外の省庁が管轄している職業資格は､全部で3,800種類ある｡職業資格の新

設 ･改軌 こあたって､国民教育省は他省庁とさまざまな調整を行っている｡調整はうまく

いっている場合もあるが､そうでない場合もある｡たとえば､労働省との関係は緊密であ

り､協力関係ができている｡労働省の4つの耽美絡間委具会は ｢成人職業訓練協会｣ (A

どPA)が管理 しているが､同協会は国民教育省の職業袖間重点会にも代表を送っている｡

農業省との関係も良好である｡農業教育は農業省の管梅であり､農業関係の職業 リセや

上級テクニシャン養成殊程における教育､及びそれらを通じて取得するCAP､BEP､

BrrS等の職業資格も同様である｡これらは､国民教育省管轄の他の専攻領域の教育や耽

業資格と目的 ･性格 ･レベルが類似しており､両者の関係が深い｡

文化省との関係はおおむね良好といえるが､一部に調整が難しい特殊な問題を抱えてい

る｡最も大きな問題を抱えているのは保健省との関係である｡医師などの養成 ･資格をめ

ぐって複雑な問題がある.とくに ｢限銃検査師｣ (opticien)の資格については萌鼻が難

しく､保健省と国民教育省との関係はけっして順調とはいえない状況にある｡

その他､EUとの関係で､EU加盟国間の間で調整すべき問題があり､その中には調整

が難しい問題もある (たとえば､獣医資格)0

く2)職業資格の等級付け (tlomologation)

各省庁が独自に認定 ･授与する職業資格が､それぞれとの水準にあるのかの等級付けが

行われている｡この等級付けは､国民教育省の職業資格等級表に準 じて行われている｡等

級付けのための委員会として､技術教育資格認定委月会 (Comissiontechnlquehomol0-

gationdestitiresetdiplomesdel'enseignementtechnologique)が置かれている｡
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同委兵舎は､1972年9月12日付け政令により､首相府直属の省庁同委月会として設置され､

労働省や国民教育省をはじめ各省庁の代表､労働組合､経営者団体､商工会議所等の代表

で構成されている｡

国民教育省が管轄する耽美資格は､取得のための準備教育を行う各学校段階に対応して､

大きく6段階に等級づけられているが､この委見会による等級付けでは実際に耽務を遂行

するに必要な能力の水準が重視される｡

刀.椎葉教育 ･訓練と社会への接続

1.職業教育の枚能性の記載

リセ技術教育課程では､1980年代前半まで､テクニシャンの蕃成と高等教育への進学準

備の2つを目的としていたOしかし､高等教育進学希望者が増加する中で､高等教育進学

準備への傾斜を強めてきた｡とくに1980年代半ばの教育課程改訂等の一連の改革により､

現在は高等教育進学準備が目的となっており､テクニシャン養成はほとんど行われていな

い｡

耽美 リセにおける耽美教育は､本来､就職希望者を対象に商工業の熟練労働者資格の取

得の準備を目的としている｡とくにCAPは種類が多く職域が特定されている｡BEPも

熟練労働者資格であるが､CAPと比較して種類が少ない分幅広い職域をカバーしており､

多様な職業への適応能力を公証している｡このように､CAPとBEPはそれぞれ性格が

異なっている｡CAP準備課程はCAPの取得をめざして､BEP準備殊程ではBEPの

取得をめざして､それぞれ教育を行っている｡最近では､生徒の就職を促進する観点から､

両方の資格を取得できるように､取得試験の試験日を調整するなどの措置がとられている.

2.職業への移行と労働市場及び資格制度

リセの技術教育課程の修了証である技術バカロレアは､もっぱら高等教育への入学資格

とみなされており､椎葉資格としての機能はほとんどない｡I)セでは､一部にテクニシャ

ン免状準備課程も設置されており､この課程を通じて取得するテクニシャン免状はテクニ

シャン資格として機能している｡ただし､在学者はごく少数にすぎない｡

一方､職業 リセの生徒が取得をめざすCAPとBEPは､ともに商工業の熟練労働者と

しての資質を公証する職業資格であり､後期中等教育修了段階での就職に不可欠な職業資

格である｡ただし､両者とも､国民教育省所管の職業資格としてはもっとも基礎的なもの

であるol970年代の少なくとも半ばまでは､これらの職業資格でも就牡は十分に可能であ

ったが､1980年以降の失業問題の深刻化の中で､これらを取得しただけでは就職がかなり

困難になっているQ※

栄 1975-94年の約20年間における失業率の推移は以下のとおりである｡まず15-29歳

人口の失業者率は､15-19歳で12.1%から26.2%､20-24歳で6.3%から27.7%へと大

幅に上昇している｡同様に､教育水準 ･取得資格別の失業率の推移をみると､資格未

取得者が8%から35%､中等教育修了証取得者が5%から19%､高等教育修了証取得

者が4%から12%へと､やはり大幅に上昇しているOちなみに､失業率は学校修了 ･

離学後の期間が短いほど高くなる傾向にあるo

このような状況の下で､失業を回避したり就職を有利に進めるための対策として､より
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上位の職業資格の取得や､それを可能にする高等教育税関等への進学意欲が向上している｡

職業 リセのCAP準備課程やBEP準備課程の生徒の間では､バカロレアを取得するため

に修了後に職業バカロレア課程に進学したり､リセに繍入学したりする生徒か増加 してい

るOこれに対応して､BEP準備課程等では､職業バカロレア準備課程への進学準備へと

教育の目的や内容を次第に変化させている｡政府も､生徒の進学を促すために､職業教育

の時間数を削減して普通教育を重視をする方針をとっており､その方向での教育課程の改

訂を1980年代半ば以降に行った0

3.高等教育等への進学､高等教育機関との接続関係など

バカロレアは､普通バカロレア､技術バカロレア､聴業バカロレアの3種類があるが､

いずれも中等教育修了と高等教育入学資格を併せて認定する国家資格である｡そのため､

これを取得すれば､高等教育横閑に進学するための基礎資格が得られるO

フランスには多種多様な高等教育横閑があるが､これらは大きくは長期教育機関と短期

教育機関とが存在するO長期教育機関は大字とダランゼコール､短期教育税関は技術短期

大学部 (王UT)､リセ付設上級テクニシャン養成課程 (STS)､リセ付設ダランゼコ

-ル準備級 (CPGE)があるO大学は､バカロレア取得者を原則として無選抜で入学さ

せている0-万､その他の教育機関はいずれも書類選考等の入学者選抜を実施している.

技術教育課程や耽美バカロレア準備課程の出身者の進学先としては､教育課程の面で接続

という点でlUTやSTSがふさわしいとされている｡しかし､両課程とも教育課程のか

なりの部分を職業教育が占めているため､その出身者は普通教育の学力が必ずしも商いと

はいえないOそのため､入学者選抜を実施しているうえに､普通教育課程出身者の間でも

人気が高いIUTやSTS(とくに前者)への入学は､技術教育課程や破業バカロレア準

備課程の出身者にとって困難になっている.これらの機関に入学できない生徒は､やむな

く大学を選択することになるが､大学では一般教育の比重も小さくないため､両課程の出

身者にとって修学は困難であり､留年したり､所定の期限内に修了できず退学に追い込ま

れる学生も少なくないO総じて､技術教育課程や散薬バカロレア準備課程と高等教育裁餌

との接続関係は､けっして良好とはいえない状況にある｡

Ⅳ.職業教育の社会的評価と教育政策

1.中等教育段階における職業教育の社会的評価

一般にフランスでは､技術 ･稚業教育機関に対する社会的評価は一般に商いとはいえな

い状況にある｡ リセの技術教育課程と職業 リセはともに､学力不足等の事情によりリセの

普通教育課程に進学できない生徒向けのコースという見方が根強く残っている (しばしば

｢失敗のコース｣と呼ばれる)｡そのことは見習訓練制度についても同様であり､むしろ

同制度は瓶業 リセ以上に低い評価を受けているのが実情である｡国民教育省は､職業拳行

くに対するこうした偏見をなくすためのキャンペーンを､かねてからしばしば行っている

が､必ずしも効果をあげているとはいえない0

2.職業教育に関する政策課題､改革への政府のイニシアチブ

1980年代以降､職業リセの生徒の修了後の就職が困難になっている中で､俄業教育の在
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り方が問われるようになっており､政府は職業教育改革のためのさまざまな施策を実施し

ている｡その主なものは以下のとおりである｡

(i)職業資格の再編成 ･教育内容の改訂

国民教育省の峨業諮問委具会 (上述)が､職業資格の見直しの作業を5年ごとに実

施している.その作業は､労働現場で存在 しなくなった職種の資格の廃止､細分化さ

れていた職業資格を統合､各々の職業資格がカバーする職域の拡大等であるOまたこ

の作業と連動して､技術教育課程や職業リセにおける職業教育の内容 ･方法の改訂作

業を行っている｡

(2)企業との連携の強化

学校と産業界との連携強化は､1980年代から棟極的に追求されてきた｡企業派遣の

聡且による授業の実施や進路指軌 こ必要な各種の情報の提供､企業との連掛 こよる製

品開発､企業による施設 ･設備の貸与など､多様な活動がこれまでに実施されてきた｡

このほか､近年では教育課程における企業実習の導入 ･必修化も重視されている｡こ

れは､職業 リセなどの中等教育段階だけでなく､高等教育段階でも積極的に実施され

るようになっている｡

3.革新的な職業教育 ･進路指導プログラム

(1)後期中等教育棟閑等における見習訓練コースの設定

耽業 リセと見習訓練制度は､対象者や取得する職業資格が類似していることから､競合

関係にあったか､近年では両者の接近が図られているoその一環として､耽業リセやリセ

の技術教育課程等に見習訓練コースか設置されている｡これは､上述のように､法律改正

により高級技術者資格までも見習い訓練制度により取得できるようになったことにより､

見習訓練生養成センターだけでは高度の理論教授を担当できなくなっていることが背景に

ある｡最近ではとくに､STSや IUT等の高等教育機関でも同様のコースを設置する動

きが広がっている｡

企業との関係が果密で､より実践的な敬業教育をめざす見習訓練コースが､これらの教

育機関に設定されることにより､通常のコースの教育にも少なからず影辞を与えることが

予想される｡

(2)失業青年のための耽業教育

失業問題はとくに青年層において深刻であり､新規に労働市場に参入してくる青年には

失業を余儀なくされている者が多い｡彼らの中には､義務教育年限の終了とともに学校教

育を離れた者､いったん城業 リセに入学したり見習訓練制度に登録しながらも中途で放棄

した者､職業 リセの課程を終えても職業資格取得試験に合格できない者など､職業資格の

兼取得者が少なくない (1994年の新規労働市場参入者の7.8%)｡資格社会ともいわれるフ

ランスにあって､職業資格は就職に必要不可欠であり､これをもたない青年の就職はきわ

めて困難になっているO政府はすべての青年にCAPあるいはBEP以上のなんらかの資

格を取得させることを､西暦2000年までの目標として掲げており､そのための各種のプロ

グラムを実施している｡

耽業資格未取得者の中には､小 ･中学校などで学業不振のために留年を繰り返すうちに､

学業意欲を喪失しており､学力だけでなく社会性をも十分に獲得できていない者も少なく
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ないOそのため､短期的な職業教育 ･訓練を実施 しながら､専門の指導月の指導の下で､

社会性の席巻を図ったり､進路選択に必要な情報の収集や求職活動の方法を習得するプロ

グラムなども設けられているO

また､職業 リセを修了して職業資格を取得 しても就職できない生徒向けには､耽業 リセ

に在籍 しなか ら､学校の指導の下で地域の企業で実地訓練を受けながら､企業のニ-ズに

適合 した知執 ･技能を習得するためのプログラム等が設けられている｡

これらのプログラムのうち､主なものは下表のとおりであるo (夏目 達也)

表 :国民教育省による資格取得 ･就職促進のための各種プログラム

就職促進 試政市受故 資格取得 補充教育 転校 .復学 資格取得
特別学級 準備モシ●エール 個別指導 指導モシ一ユール 特別指斗

CIPPA MOREA ITHAQUE FCⅠL MODAL F Ⅰ

対象者 16歳以上o 資格取得試 16歳以上で リセ､龍業 リセ中退者 確実資格
学業不振で 換失敗後 も 進路を兄い リセ修了､ 又は転校希 の可能性
進路計画未 留年で学校 だせない 資格取得者 翌の生徒 が低 く､

定 に現れない者 資格未取得者 困難が大きい生徒

目 的 学習意欲､ 試換再受験 進路指尋や 知織 .技能 耽美 リセへ 最低限の
自主性､杜 に向けた教 資格取得に の高度化､ の再入学 . 職業資格
会性の回復 青の場を捷 向けた個別 企業のニー 転校を可能 CAPの

供 指導 ズへの適合 にする 取得

期 間 2-9か月対象者の希望､必要に応 じて柔軟に変更可能 3- 9か月 3-°9か月 1年間途中短縮 も可能

実 施 コレージュ 地業 リセ リセ等 リセ､俄業 リセ コレ-ジ

機 関 企業 企業 進路指導センター等 リセ企業 企業 _1企業

担 当 教具､特別 リセ 教具等 散見 教具 教具
職 員 雇用の耽旦 教具 企業職長

主 な 学習内容､ 技能の習得 学校等への 資格取得者 リセでの学 少人数で
特 徴 時間等は柔 を重視する 復学による なので問題 業不振者に 資格取得

軟に設定o ため､企業 職業資格取 は少ない○ 職業資格へ まで指導
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第4節 イギリスの職業教育 .資格制度改革

Ⅰ.イギリスの教育改革
1.教育改革の背景

近年のイギリス珪1の聴業教育の改革は様々な分野にわたる教育改革の一環である.この背

景として･次のような要田があげられる･まず.第一にイギリスでは.伝統的に職業教育や

訓練に対 して価値をおかず,とりわけ中等教育レベルの職業教育が不十分であったという過

去の負の遺産である･このことは,青年失業の高さにも示されている.しかし,EU統合にむ

けて･国際競争の開選が大きくなった･イギ1)スは従来独立独歩の風潮が強かったが,他の

国へ眼をむけだし･国際比掛 こ関心が集まった･これにより,イギ.)スの教育訓練の壬質の

水準の向上が国民的課題となってきたのである･とりわけEU諸国に比べて教育も訓練も受け

ていない青年たちが多いことが開港となっている.また,EU競合は.資格や制度の共通化の

問題も提起している･第二に,高等教育の大衆化が進行し.職業教育のあり方が問題となっ

てきた･1985年には14%であった高等教育進学率は,1995年には31%と倍増した.これに伴

い･聴業教育のあり方も変化を迫られることとなった･これは当然進学資格や戦業資格制度

の開港とも関連 している･第三に-教育水準の向上の伴い,国や公の教育費負担がますます

重要な政策課題となったことである･これに伴い,教育だけの閉息ではないが.効率化や市

場化の流れが急速に強まっている･イギリスでは教育水準を高めることに上って教育の機会

均等を達成するという公正の原理と,市場化 ･自由化にによって教育の質を維持しようとす

る効率の庶理が相克してきた･近年の教育改革は.効率の原理に基づく自由化 ･効率化路線
によるものといえる.

2.全国目標の殴定

近年の教育改革の特色を私案教育に関連してみると,まず第一に重要な点は,教育改革の

全国目懐が明確に設定されたことである･全国目棟の達成のために,改新 ま教育機関や訓練

機関などの教育訓練のバー け -と共同して広範な行動プログラムを設置する.それによっ

て･教育の全国日掛 こあう達成日榛の優先度をつける.例えば.198時 には56%である16歳

から18歳の教育訓練への参加率を199時 には75別こするという全国目標が設定され.この達

成のためのプログラムが盤備されている.

3.普通教育と職業教育の統合

第二の特色は･教育と訓練の統合の推進である･教育雇用省への統合は教育と磯業の結合

を重視しようとする政府の最重要改革であった･後述する資格制度の改革もこの一環であ

る･これに関連してカリキュラム評価局 (schoolCurhculumandAssessmentAuthodty,

注1 イギリスは4つの国からなる連合王国である･以下でもイギリスとは連合王国の4つの国をさす

が･厳密にいえば,秋育制度もイングランドと他の3カ国で異なっている点も少なくない.したがって.

｢イギリスの教育｣というように安易に一般化することは慎まなければならない.以下では.いちいち区

別していないが･4カ国で相違する場合にはイギリスとはイングランドをさしている.しかもイングラン

ドの中でも地方地方で大幅な教育の裁量権を持っているために,教育の相違は大きい.
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SCAA)と職業資格全国審議会 (NationalCouncilforVocadonalQuallficadons,NCVQ)は資格

カ.)キュラム局 (Qualincat10mandCurriculumAuthodty)へと統合された (1997年10月 1

日).この競合は1996年のデアリング･レポート T16･19歳の資格のレビューj (sirRon

Dearin8,ReyL'ewofQuaJJ'Licadonsfor16･19Yeusold)によって勧告されていたものである･

こうした教育と訓練の統合は.戦業教育と普通教育の統合を推進する改革でもある.イギ

リスの中等教育は,伝統的にアカデミック志向が強い学校教育内容であった.そこには生徒

の興味や関心に合わないという問題や.産業界の要求に応えていないという問題があった.

このため,1980年代以降の教育改革では,全国共通一般職業資格 (GeneralNadonal

vocabnalQua肋 ation,GNVQ)の導入.労働経験の導入など ｢取兼のための教育｣に力を入

れるようになっている.特に.イギリスだけに限らないが,ヨーロッパでは,近年,耽業軟

青と普通教育が同等の価値づけがなされるべきであると主張されている.これを ｢敬意の同

等性｣ (palityofeslecm)と呼ぶ.

こうした軌業教育や資格制度改革では生渡学習を強調している点も特徴である.実臥 近

年の改革では学校教育の改革だけに止まらず,生渡学習の釈点から教育システム全体を一元

的に姐級化しようとしている点が顕著にみられる.散策教育や訓練に関しても,学牧だけで

なく,企業や地域の教育訓練機関との連携を重視し.生涯にわたる教育訓練の横合を捷供し

ようと努めている.

4.中央政肘や学校 ･親の選択権の強化

また.従来のイギ1)スの教育はもともと地方分権だが.初中等教育やれ業教育に関して

は.全国カリキュラムを設定した,また,資格制鹿とリンクして教育内容を標準化してい

る.これから中央政府の直接コントロールを意Blする新しい教育棟閑が創放された.これ

は,生徒や保護者の選択の幅を広げるとともに,競争原理や民活方式の導入でもあ･,た･こ

の典型的な例は直接補助学枚 (GraLnlMmi tainedSchools,GMS)である.戦兼教育に関連す

るものとしては,後述するシティ ･テクノロジー ･カレッジ (cityTechololyCollcge,

CTC)があげられる.

5.全国カリキュラムの導入と技術教育

軟膏改革の重要な施策として全国カリキュラムが帝人された.これは先に述べた地方分権

に対して.イギリス全体の共通目標のための教育内容の標準化を図り,中央集権化をすすめ

るものである.戦業教育関連では,技術科百の創設がある.初中等教育での質に間速がある

ことが議論され,1990年に全国が )キュラムが導入された時に,技術 (Technology)が作られ

た.その後情報技術 (hformationTechnology,lT)とデザインと技術 (Design&

Technology,DT)に分かれた,

技術科目は多くの問題を抱えている.一般にイギリスでは.技術というものの評価が低い

ことがまずあげられる.この結果として,教師も教えたがらないし,教えられない.現在で

は必修科目だが,数えていない学校もある.特にグラマースクールに多い.さらに,施設設

備の高費用が最大の問題である.また,技術進歩に伴う更新が必要なことも問題を探刻にし

ている.こうした理由から.学校経営上,時間割や予算などで技術科目は頭が痛い問題とな

っている.

こうした問題点に対して,1995年に改革を行っている.より全国か)キュラムの記述をお

おまかにして,教師に裁量を持たせ普及させやすくすることにしている.また,政府は様々

な職業教育の普及キャンペーンを行っている.たとえば.教師用のキャンペーンや教員研修

も力を入れている.これに関連して, ｢すべての人に情報技術を (ITforAll)｣キャンベ-
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ンがある･特に,技術に関連して･ ｢教育のスーパーハイウェイ構想 (S叫肋highwayif.,

EducaLion)｣が.最重要政策課題として位置づけられ発展が期待されている.

lTは人々の同意を待やすく,問題は少ないが.DTには懐疑的な人も多い.ITforAllと同じ

ように,DTforAlltならない.この点では.DTの方が問題を抱えている.

また致師の研修を行う軟月研修機関 (TeacherTrainingAgency)が,1994年に設立された.

ここでは.特に汀に力を入れている.教育雇用省では今後は多くの科目を教えている初等教

育の教師のlTの研修に重点をおきたいとのことである.

6.自主学習の強調と教育内容の幅の拡大

近年の教育改革では.生徒の自主学習や自主学習能力の形成が強調されている.たとえ

ば,GNVqは,こうした能力を形成することに重点がおかれている.具体的には,小さな課

題やテス トを繰り返すことで,生徒が自主的に学習を組軌 計画していく能力を療養しよう

としている.これは.従来のイギリスの教育の内容が狭く専門分化していた点を改善しよう

とするものである.専門分化しているため.高度な内容である点は長所でもあるが,短所で

もある･多くの生徒には難しすぎるし,興味や関心を持てない.近年の改革では.よりカリ

キュラム内容を実際的にするとともに.幅を広げ,こうした点を改善するのが目的となって

いる.

ⅠⅠ.職業教育 ･訓練の状況

1.学校 と地域社会のパートナーシップ

イギリスでは.学枚と地域社会の関連は.従来はあまり強いものではなかった.この点を

改善するために,技術教育評決会CrechnologyEducadonCouncil,TEC)や教育雇用省の赦育ビ

ジネスリンク (EducadonBusinessLi止 ,EBL)でパー トナーシップが強調されている.これ

らは,耽美教育改革の一環として,戟業と学校のリンクの強化を推進する機関である.

2･技術教育評談合汀echnologyEducationCouncu,TtiC)

技術教育評議会 (TEC)は.職業訓練を与える民間団体で,地域社会と学枚を取り結ぶ機

関である･特に,地域の雇用のため,学校と企業の壁をなくし,地域に貢献することを目標

とする･政府と契約を結び事業を行う.地方軟膏当局 (LocalEducadonAuthority.LEA)は

TECの委月になる･TECは民間企業であり.あるTECが倒産したときも,議論はあったが.

｢私企業｣のこととして政府は援助しなかった.TECに近い例としては.イギリスの住宅公

社があげられるかもしれない.

教育雇用省 r技術軟膏評談合.2000年を超えてJ(mpartmentforEducadonand

Employment.77lCs的 ′ond2000)によると,TECにより中央政府や地方当嵐 商工会議所や

他の地方団体とパートナーシップを強化することが期待できる.パートナーシップはスキル

への投資を刺激する最良の方法を提供する.ⅧCは.地方当局.商工会議所,キャリア ･

サービス,雇用サービス,教育訓練提供機関とパートナーシップをもって活動する.ローカ

ルな活動は地域的(regional)および全国的な文脈内に位置づけられてのみ効果的である.

ⅧCは地域レベルの組織の効果的なパートナーシップを建設するや役割をもっている.

これに対して,後述するビジネス ･リンクのパートナーシップは,TECに/j､企業へのサー

ビスを改善する手段を与える/具体的には,企業や人々,技能,管理,技術革靴 情報.コ

ミュニケーション技術への投資などである.

TECは政脚 ことって,地方レベルでの私的部門の戦略的なパートナーである.目標は,イ

ギリスをヨーロッパのセンターに位置づけること,生涯学習の文化を創造すること,教育訓
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練の全国目標を達成すること,ビジネス ･リンク･ネットワークを通じて国際的なビジネス

支援サービスを発展すること等にある.

この達成のため,政府資金を地方に移すことがTECの仕事である.政府はTECと契約を結

ぶことで,議会に対する賞任を果たし,かつ不要な官僚制を排除することができる.また,

これにより.地方ビジネス ･コミュニティの訓練や企業のニーズを把纏し.これらのニーズ

に対する長期的な戦略を発展させることが可能になる.

TECはパートナーと協力プランを作成する.この協力プランはビジネスのパフォーマンス

や生涯学習への人々への投資の目標を達成するように訓練や管理の発展に雇い主が投資する

ことを利敵するものであることが求められる.また.協力プランは大学によっても捷供され

る.たとえば,企業の成長を助ける機会 (卒業生や高度な技能,技術移転や研究開発など)

を雇い主がうまく使えるように援助することがある.

こうした協力プランを通じて.雇い主に雇用者が ｢人々への投資｣プログラムを通じてビ

ジネスの成功を達成するようために投資するように促すことができる.さらに.すべての人

々が彼ら自身のニーズとビジネスのニーズにあうように学習を促進するような生渡学習の文

化を促進することが重要である.このため.以下のような目棟があげられる.

･教育訓練の機会の提供とアクセスを改善すること

･すべての青年がなんらかの形態の教育訓練を継続できること

･すべての地域のすべての年齢のすべてのグループが参加すること

･継続的な学習をできるような基礎的な技能を獲得する機会を捷供すること

･すべての個人の雇用見込みと職業教育や特定の職種の訓練の且達の自覚を高めること

･TECの支援する活動や,資格のためのインフラを通じて,人々が資格を獲得するのを援助

すること. これらの目標は,すべてのレベルの教育訓練のリンクを促進すること.労働経

験や教月配置 (teacherplacements)を捷供すること,労働に関連するか)キュラムを促進す

ることを含んでいる.

こうしてローカル ･′ト トナーとともに,ローカル .ビジネスに品質サービスを捷供する

ビジネス .リンクのネットワークを持ち,ローカル ･コミュニティのニーズに応える効果的

な戦略を発達させることが可能になるとしている.

また.TECに関連して.人的投資家 (tttvestorsinPeople)を増加させることが全国目棲と

なっている.これは企業に教育訓練を積極的に推進していくことを促すプログラムである,

また,新しい戦業訓練制度 (ModernApprendceship)で,青年の軟膏訓練参加率を向上させ

全国目標を達成することに努めている.

3.教育ビジネス ･リンク (Educadon-BusinessLink,EEL)

イギリスでも教育訓練の普及には地域差が大きい.この格差を是正するために,教育雇用

省の教育ビジネスリンク (Education-Busi'LCssLink)では,労働経験プログラムや学校から職

場への移行プログラムを実施している.学校教師を助けることが目的で.研修も実施してい

る.また.コンパクト (Compacts)という制度もある.これは雇主と学校が目棟を決めて契

約を結び.就職機会を凍供しようとするものである.その他 企業鋭明会や会社見学など.

学校と職場の相互交流プログラムを援助している.進学も就戦もしない青年に情報を与える

ことも重要な課題である.

24.学校とビジネスのリンクの実際

1996年の教育雇用省による文献サーベイ r学校とビジネスのリンクに関する1995年のサー

ベイj (DepartmentforEducationandEmployment.SuLIVeyOlScL･001-Bus･'LZeSSLb止S血1995)に
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よると,1995年3月のBath大学による調査では,748/J､学校 (回収率84%)と481中等学校

(同83%)から回答を得た.それによると.主な結果は次のようになる.

･92%の中等学校がビジネスとのリンクを持っている.

･義務教育の最終年に98%の生徒が ｢労働経験｣を体験している.

･66%の中等学枚が ｢労働経験｣は一般中等教育修了証 (GeneralCbrti6caleOfSecondaTy

Educadon,GCSE)の授業課唐として評価したとしている.

･｢労働経験｣以外で,中等学校でもっとも一般的なビジネスとのリンクはローカル ･ビジ

ネスとの話し合いで,82如 音参加している.

I85%の中等学校がローカル ･ビジネスから実際的な支援を受けている.その内容は技術的

なアドバイス (52%),現金寄付(47%),スタッフ･ディベロップメントなどである.

･学生と教師はミニ企業プログラムが人間関係およびビジネスのスキルを発達させるのに有

効であると信じている.

･バート1のGNVQは,広い範囲から生徒をひきつけている.

また,1996年の教育調査全国財団 r14歳から16歳の労働関連か)キュラムのインパクトの

文献レビューl (NadonalFounda也onforEducationalResearch,LL'teTatWeReyJ'ewold7etmPaCEOF

LtleWoL･k-ReJaredCum'cuZumoL714･16yeuoJds,1996)は次のように指摘している.

教育ビジネスリンク (EBP)は唆味な概念である.たいていのEDPのレビューは.学生の

活動のために学校に支後を提供するインフラ措置としている.EBLに関連する主な学生の活

動は,産業訪臥 様々な活動の産業イベント (産業の日,産業の過),産業関連のプロジェ

クト,ミニ企業活動を含む産業シミレイション,コンパクト 産業への教月派辻 (tJtaCheT

placementsinindus吋)である.

EBLでは1991年以来毎年1割の教師を産業に派遣することを目標にしてきた.1992β年で

10万の派遣があった.451の中等学校 (プラス小学校)の調査では,たいていの教師はビジ

ネスに肯定的な態度をとり,60%は産業界の仲間から学ぶことは多いとしている.

また.コンパクトはEBL活動の特別の形態である.コンパクトは1982年にボストンではじ

まった.それは.雇いi,労働組合,高等教育とコミュニティ･グループと公立学校教育委

月会の協定である.BrrCによれば,コンパクトの鍵は,青年と雇用者の契約である.青年は

合意された個人の日掛 こ向かって働 く.かわりに雇い主はその日棟を達成するような仕事に

導 く訓練に寄与する.コンパクトは次第に広がっている.1992年4月に62のコンパクトに14

万人の青年.700の学校,2.6万の訓練を伴う保証された仕事があり.10万の雇い主がコンパ

クトに寄与した.

さらに,1996年のハリス他 r労働に関連する教育内容 一教育雇用省による調査プロジェ

クト レポートJ(Ham'S.A.elaJ.E飽cdye7TeacLLlngaL7dLeaL7血gL'J7WoTk･RelatedCoJ7EeXES:

RepotfoFaReseucJ'丹ojecth't)dedり･theLkpa'het'tlw肋 cab'017andLhpJop7'叫 1996)は.歩

のように概括している.

･仕事に関連する文脈とは,労働経験,キャリア教育 ･ガイダンス,EEL,EBP(助言を含

ち),アクション計軌 個人発達プログラム,仕事関連のスキルの発達 (特にパーソナル･

ソーシャル教軌 psE,道徳教育に近い),仕事の世界に関する特別の軟膏をさす.

･政府の技術職業教育振興策 (TechnicalandVocationalEducationlnitiadve,m T)は学校が

仕事に関連するカリキュラムを発展させることを促す責任を持っている.

･労働経験はイギリスの中等学校で最も重要な仕事に開通した活動である.

･学生への助言スキームは,教師以外の成人 ふつうビジネスからの成人が.学校から労
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軌 あるいは高等教育への移行を支援する構造的な状況をさす.助言スキームは,1992年に

は2つであったのが,1996年には100以上と急速に発達している.

r地方の助言スキームは,EBPやコンパクトを通じて組織されている.これらはふつう10歳

や11歳児の 1年間の 1対の 1の助言や′トグループの助言である.

･全国職業資格 (NationalVocadorLalQualifications,NVQ)やGNVQの壁掛 ま労働生活への準

備をする学生にとって重要なコア ･スキルのリストを発達させたとみることができる.全国

カリキュラム審議会のコア ･スキルのリス トは中等教育の言葉の一部になっている.

ⅠⅠⅠ.資格制度の改革

1.GNVQについて

全国共通一般戦業資格 (GeneralNationalVocaJionalQual泊cahon,GNVQ)は1991年の白書

r21世紀の教育訓削 (DepaJtmenlforEducauonandScience,且k adoh NldTtaJ'hingloTa)e2LsE

CentuLy,1991)で提唱された.ここでは.全国載業資格 (NationalVocalionalQuaIificatim.

NVQ)のより一般的なものを提唱している.一般的なNVQは.より広範なれ業領域をカバー

するべ きであり.適切な知誠を発達させ.それらの仕事への応用力を得るための機会を捷供

すべきであるとされた.さらに,GNVqは高等教育レベルの資格を含む,より高度な資格へ

のルー トであるとともに,広範な雇用への準備を捷供するものとして構想された.つまり,

GNVQは,NVQの枠の中で,一般教育修了証 (GeneralCerd点CateofE血 cadon.GCE)の上級レ

ベル (AdvancedLevel,Aレベル)のように.高等教育進学の可能性を提供するものである.

この点は,さらに1996年のデアリング ･レポー ト r16-19歳の資格のレビューJで資格制皮の

統一枠組みとして強調された.そこでは,表のように.現業資格である全国耽兼資格や

GNVQと.進学資格である一般教育修了証 (GeneralCcrtificatcofEducadon.GCE)や一枚中等

教育修了証 (GeneralCertificateofSecondaryEducadon,GCSE)との資格としての同等性が強萌

された.このため同一レベルの資格は.すべて国家資格 (NationalDiploma)として岡等のも

のとされることが捷唱された.

表 資格制度の統一枠組

進学資格 進学礁業資格 聴業資格

上級米格 一般独青書7位上牧レベル 全Jl共iL一般暮*資格 全戸暮十朱格 (NVQ)
(GCE,Aレベル) (GNVQ)18レベル レベル3

上級補助染格旺 (As暮)

中級栄枯 一般中等叔青書7匹 (GCSE)成扶AからC** GNVQ 中級レベル NVQ レベル2

(荏)*ASとは,上級補助資格 (AdvancedSupplementary)で,Aレベルの補助資格

(注)**GCSEにはAからGの成績評価がつけられる.進学する際には.大学によって要求

されるAレベルの科目と成績が異なる.

(出典)sirRonDearlllg,ReyL'ewofQuaTL'ffcadonsbrL6･L9YewOJds,1996
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2･GNVqの導入と職業資格制度の展開

GNVQは1992年に実際に導入された.この新 しい資格制度の目玉は.職業教育資格であり

ながら.かつ高等教育進学資格としても通用するという点にあり,従来の学問 (進学)コー

スと戦業 (就職)コースの間に横を熱 ナようとする試みである.また,全国に共通の一貫し

た資格であるという点も強調され.軟膏内容も操車化され,教育の貨を維持するものとされ

ている･GNVQは3つのレベルがある一基礎レベルは 1年のフルタイムコースでGCSEのD

からGに相当する･中間レベルは1年のフルタイムコースでGCSEのAからCに相当する.上

級レベルは2年のフルタイムコースでGCEのAレベルのAからEに相当する.それゆえ.上級

レベルは高等教育進学資格となりうる.GNVQはビジネス.製造.工学,情報工学,メディ

アなど14の領域からなる.

1995年現在でGNVQコースを履修している生徒は約25万人である.GNVQコースを提供す

る教育横間と学生数は年々増加している.GNVQは主に16歳から19歳の生徒に捷供されてい

るが.14歳から取得可能で.成人にも機会は与えられる.

3.資格制度の伝統

イギリスでは,今回のGNVQ制度の創設以前から,資格制皮に関して長い伝統があり,そ

のことがGNVQ制度に長短両所をもたらしている.長所としては,国民がGCEやGCSE,

NVQといった資格制度に慣れており.資格がイギリス国内では社会的通用性を持っているこ

とである.

短所は･長所の裏返しだが･GNVQ以前に創設され.GNVQの母体になった資格制皮が既

に定着しているために･その古い資格剛度の影響を受けることである.たとえば,GNVQ

は,その名称からも,それ以前からあるNYqから分化して発展してきたと考えられることが

多い･しかし･NVQが純粋の戦業資格であるのに対 して.GNVQは,職業資格という面をも

ちながら･高等教育への進学資格という面をより強く持っている.この点がGNVQの特徴で

あり改革の焦点であるのだが,それだけに進学資格として社会的な認知を持たせることが難

しくなっている.

また･GNVQの資格認定はビジネス及び技術教育評議会 (BusinessazdTcchnoLogy

EducadonCouncu,BTEC).シティ ･アンド･ギル ド (city&Guilds)及び,ロイヤル ･ソ

サエティ ･オブ ･アーツ試験委月会 (RoyalSocietyofAttsOtSA)ExaminationsB｡aTd)の3つ

の民間団体によって行われているが,BTECの資格即adonalDiploma)は職業資格として古く

から価値のある資格と考えられてきた･これに対 して,City&Guildsの資格は純粋な技能軌

種が多 く･一段低いものとみなされる傾向がある.このことは両者がGNVQに統一された今

日でも解消していない･どこの認定機関から得た資格かが問題になるからである.3つの組

体で資格詑定の方法も一致していない.また.資格に地域差があることも問題となってい

る･このようにGNVqは国家資格といっても.実態は民間の様々なレベルの資格が混合して
いる.

こうした民間による長い職業資格認定制度の伝統があるために,国家資格として国際的に

通用するGNVQやNVQをEU統合をにらんで創設する必要があった.しかし,そのことが皮肉

にもGNVQから古 くからの伝統の残淳を拭うことを困難にしているのである.

こうした資格認定団体の統合の必要性に関しては.多くの専門家の閥で合意があるが,現

実には統合は容易ではない･この間掛 こ対処するために.評価システムがある.教育標準局

(OfficeforStandardsinEducauon.OUSTED)が資格の全体の基準のみを決定する.この基準

に基づき.これらの資格認定団体はoFSTEDにより厳 しく評価される.この評価システムに
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よりおおまかな資格の等価性を保つことができるとされている.OFSTEDは.いわば ｢評価

者の評価者｣である.

4.GNVQと労働市場

GNVQは新しい制度であるので,GNVQ取得者が労働市場で他の資格取得者や資格未取得

者に比べて,就職や貸金などでどの程度有利であるかなどは,まだ十分に調査されておら

ず,評価するには早すぎるという.GNYq取得者を雇主にとってどのように扱ったらいい

か.政府でキャンペーンをしている.また,GNVqの具体的な内容に関しても昏者で様々な

主張があり容易に同意に連していない.このことは轟返せば.職業資格としては,新しい

GNVQがまだ定着していないことを示していると言えよう.

5.GNVQと高等軟膏進学

イギリスではこうしたGNVQを一般の総合制中等学校で取得可能にするだけでなく.ビジ

ネス教育や技術教育に重点をおいたシティ･テクノロジー･カレッジを創設した.ここで

は.新しい職業教育機関として施設設備の整備に力を注ぐとともに,GNVQも取得可能にな

っている.

GNVQの目玉は,耽業資格であり.かつ大学進学資格であるという点にある.しかし.実

際GNVQを取得した生徒を受け入れる高等教育磯W.特に大学は一触 こ限定されており,従

来の二元システムのもとで非大学であったポリテクニクが多くなっている.イギリスの入就

制度のもとでは,形式的にはすべてのGNVQ取得生徒がすべての大学に応募することができ

るが.GNVQは学問志向でない (non-academic)ために.GNVQ取得者は.たとえ入学できて

も卒業が困難であるといわれている.たとえば,ロンドン大学やケンブリッジ大学などでは

応募者への情報でこのことを銘記している.

こうした間軌 こ対処するため,CTCなどでも実際にはAレベルとGNVQの両者を覆習して

いる例がみられる.このように,GNVQが実際には進学資格としてAレベルとは同等に我能

していないとみられるため,資格の間の敬意の同等性はレトリックにすぎないという批判も

みられる.また,GNVQの眼目である職業資格でもあり,進学資格でもある幅の広い資格と

いう点に関しても.内容的に中途半端で,結局どちらにも有効ではないという批判もある.

さらに,せっかくGNVQコースを履修してもドロップアウトが多いのも間焦点の1つであ

る.これは資源の浪費であるばかりか,青年の意欲減少など様々な閉息を生み出している.

また.具体的な開窺点として,GNVQの内容や評価システムが細かく複雑すぎるという問

題もよく指摘されている.教師の記入するGNVQのフォームは,きわめて煩雑'r容易に理解

できないものである. (Hayward,G.,GetdngtoGljpswl'dlGNVQs.KoganPage,1995)

6.枚業資格と進学資格の統合とGNVQの今後

以上のような問題点に対処するために,1999年をめどにGNVQ制度の改革が行われる予定

である.デアリング委月会の捷案に沿って1998年度から改革が進められることになってい

る.ここでは,さらに学問と耽美の資格を一体化することが捷表されるはすである.

既にみたように,1996年のデアリング･レポートでは,国家資格の統合枠組みを提案して

いる.この職業資格と進学資格の統合の開港に対しては,3つの立場がある.第1にGCEの

Aレベルを引き続き存続させようというトラック派 (分社派).第2に1つの国家資格への

統一汎 第3にデアリング ･レポートのような穏健派ないし折衷派である.それぞれの派の

中にも様々な見解がある.たとえば.トラック派の中にも保守的なAレベル維持派もあれ

ば,ドイツ型の2元システムに近づけようとする立場からの分社派もある.統一を剛土バカロ

レアのような単一の資格制皮をめざす革新的な立場である.折衷派は枠組み派
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(斤amcworkers)とも呼ばれている.漸進的.自発臥 非強制的改革を支持する点でもっとも

イギリス的といわれる.しかし,基本的にはAレベルを残そうとする立場である.

(Hodgson.A.andK.Spoors(eds.),DeaTjJ)8aL)dBeyoJ)d,1997)一般的にいって分社派は保守党に

多く,統合派は労働党に多く,1997年5月に罷生した労働党政権は競合を推進するとみられ

る.

この資格制度改革によって,職業軟膏と普通教育の両者の内容の区別が次第に不明確にな

り,両者の統合が図られるものと考えられる.しかし.GNVQの創出から資格制庚の統一枠

組みにいたる改革をみると.GCEなどの学問志向の資格とGNVQのような職業志向の資格が

なぜ等価であるといえるのか,という疑問が残る.これは.むしろ政府が等価性を保証する･

ことによって,進学と職業の間に架け横を築いていこうとするものとみるべきである.この

点で.GNVqは.政府が教育と雇用を統一させる枠組みとして登場した重要な政乗である.

これが高等軟膏哉閑や雇主に受け入れられ.普及していくかどうかは今後の推移をみる必要

がある.

lV.シティ ･テクノロジー ･カレッジ (CTC)
近年のイギリスの稚軽的耽兼教育改革の推進の1例として,革新的な職業教育プログラムの

1つであるシティ･テクノロジー･カレッジ (cityTechnologyCollege.CTC)をあげることが

できる.CTCはサッチャー政権の氏清方式の教育機関として1988年に創紋された16･19歳を対象

とする理工系の学校である.政府が約80%.民間が残りを出資して財団 (トラス日 を作り,

運営する.各スポンサーやスポンサーの集団は,50万から100万ポンドを出資する.15のCTCへ

の30以上の民間スポンサーの出資は3,500万ポンドに逮している.典型的なcrcでは800万から

1,000万ボンドの兼用がかかっている.

政府は財団の運営をコントロールすることはできない.また,授業料を取る点も公立と異な

る.1995年現在15枚が開設され.各crcも各自独自の特色を発揮している.

m では,学力による選抜を行わないため,応募者は多い.しかし.学区の幅が広く.選抜

方式は抽選などによる (これも各crcで異なる)ため.いわゆる ｢受験競争｣は起きていな

い.また,保護者は学校と契約を結ぶと言う点も従来の公立学校と異なる.さらに,普通の学

校より学校の修業時間が8時30分から4時30分と長い (普通は9時から3時30分)ことも特徴であ

る.しかし.生徒も教職月も熱心に学校で活動しているとのことである.

卒業生は,一般に企業での就破状況は良好で,高賃金を得ることも多い.大学進学状況もい

い.ただし,CTCによる差がある.大学進学はGNVQや国瞭バカロレアを取ることで可能にな

っている.また,従来のシックスフォームを設けているCTCでは,GCEのAレベルやASレベル

を取得することでも進学可能になる.

スポンサーとなる企業は,宣伝ということでメリットがある.CTCの中でもスポンサーの企

業の宣伝がいたるところでみられる.また.コンピュータなどの施設設備は.スポンサーが捷

供している例も多い.

しかし.政市の計画ではこれ以上 CTCを作ることは不可能であり.増加させないとのこと

である.当初の計画に比べても実際に設立された数は少ない.その理由は.CTCは施設設備の

費用負担が格段に大きいのに,民間スポンサーを見つけることが困難なことによる.現在で

は.より低費用のテクノロジー ･カレッジ (TechnologyColleBe,TC)を作る計画であるとのこ

とである. (小林 雅之)

-54-

shibata
テキストボックス



参考文献

村田監修 rイギリスにおける教育改革 と技術教育のカリキュラムJ閑隆堂

望田研吾 r現代イギリスの中等教育改革の研究】九州大学出版会

Hodgson,AandK Spoors(edざ).Dean'T)gandBeyoDd.1997

HowaTth,M.,Bzjtain'S丘tucBO-OnaJRefoml,Roulledge,1991

Haywaqd,GりGemngEoGnrpswJlhGNY(フS.KoganPage.1995

Wolf,Alison-CompeEet)Ce-basedAssessmeLIE,OpenUniversityPress,1995

SirRonDealing.ReyjewolQuatjhcaEL'OtlSlotL6･J9YewOJds,SCAA,1996

BusinessandTechnologyZuucadonCotJnCiJ.C叫 &GtJilds,NationalCouncilforVocational

Qua】捕cationsandRSAEx2LminationBoad･d.GNVQAssessment.YourQuestionsAnswered.BTEC,

City&Guild.NCVQ,andRSAEB,1996

DATA&DepartmentforEducadonandEmployment(DfEE),DesignATechnology.DATA良DfEE.

DfEE,AnnualNVQStjltistics,DEEE,1997

DEER,TECs,beyond2000.DfEE.

DfEE,TECs.acl血vements,DfEE,

DfEE,ModemApprentices叫ps.casestudies,DEER,

DfEE,ModernApprenuceships.casestudies2,DfEE.

DfEE.RecruitmentandSelectionofModemApprcrLticeships.abriefguideforemployers.DfEE,

DfEE,McKIemApprenticeships,Emp)oyeTCaseStudiesvolume2,DfEE,

DfEE,LeamingtoCompete,EducahonandTrainingfor14-19ye打Olds,DfEE.1996

DfEE,LeaningtoCompete,EducationandTraininsfor14119yearoldsASummary.DfEE.1996

DfEE,AStocktakeofEducadonBusiJleSSLinkMechanisms,DfEE,1997

DfEE,AStocktAkeofEducadonJlusinessLinkMechanisms.ExecutiveSummary,D肥E,1997

DfEE,TheInitiaiExperience,SuccessfulStrategiesforEmployeeDeyelopmentSchemes,DfEE,1996

DfEE,TheEffectivenessofEducationn3usinessLinkMechanisms,SupplementaryStudy,DfEE,1997

DfEE,EmployeeDeyelopmentSchemes,Whalimpacldotheyhave?.DfEE.

DfEE,GuidetoestablishingaManagementInformationFrameworkforEmployeeDeyelopment

Schemes,DfEE.1996

DfEE,EmployeeDevelopmentSchemes,DeveloplngaLeamingWorkforce.DfEE,

DfEE,NationalTralneeShips,DfEE,

DfEE,SurveyofSchool･BusinessLinksin1995,StatisticalBulletin,DEEE.1996

DfEE,LilelatureReviewofEducationBusinessLl-its.Seminar12December1996:PapertoNote2,

DfEE,1996

DfEE,ModemAppreJlticeships,EmployerCaseStudiesvolume1.DfEE.

DfEE,AwardsoEVoca血nalQualifications1991/92to1994/95.DEEE,1996

DfEE,EquippingYoungPeopleforWorkingLife.ACorLSultativedocumentonirnprovlng

employabilltythroughthe14-16cturicuJun,DfEE,

DfEE,ModemApprenticeships,DfEE,

DfEE,ModernApprendceships.aguideforsmallbusiness,DfEE,

DfEE.LifelineLealTLing,APolicyFrarnewolk.DfEE,

- 5 5 -

DfEE･LifetimeLearnlng.aSummaryofResponseslotheGovemment･sConsultadonDocumerLl.DfEE,

DfEE･CurriculumllSupportPublications.InformationTechnologyaJlddleNationalCurriculum.DfEE.

1997

DEER aJldCambridgeTrainingandDevelopmentLtd･,GNVQs&Employers,ARecruitmentGuideto

theNewQualirlCationsforEmployersinEverySector,DfEE,CTAD.

Dep机menlofEducationandScience,CltyTechnologyCollege,ANewChoiceofSchool-DES,

DfEE･SurveyoflnfonnationTechnologylnSchools1996,TlleWayForward,TTwStationalγOf鮎C,
1997

DfEE･Publica如nstoSupportDesignATechnologyinSchools,DfEE.

DfEEJnfomatlonTechnologyin加 NalionalCurriculum,HMSO,1995

DfEE.TheSchoolCurriculum,ABriefGuide.DfEE.1995

DLEE,DesiBJl&TechnologyilltheNationalCurTiculum.HMSO,1995

DEERInfomlalionBranch-St)perhighwaysforEducadon.TTLeWayForward,HMSOPublicadonCentre.
1995

ErnstandYoung,TTLeEyaluadonofModemApprenticeshipPrototypes.FinalReport.CenterforStudy

ofPost16Developments.DiyisionofEducation.U.ofShefneld.1995

Et)ropeadlCommission.EducationalMultirnediaintkEuropeaJIUnioJl肌dintheMaiFtTTLiTdCountzies.

AnnextotheTaskForceReportoEJuly1996(SEC(96)1426).EC.1996

GlassTrainingLtd･.TrainingMaJlualforTmplemen血gEmployeeDevelopmentSchemein山eGlaLSS

Indll柑 y.GlassTrainin且Ltd.,

GNVQSupportP,ograJnmeFtlrdlCrEducationDeyelopmentAgency,GNVQhfomlationAAdvice

Unit,FEDA.1996

HarriS･A･etall.E蝕ctiveTeachingandLeaminghWork-RelatedContexts,ReportofaReseaqch

ProjectfulKledbytheDfEE,DfEE,1996

HeaTSum,Alan.FinalReportontheGlasslndus打yEmployeeDeyeloprnenlScheme.GlassTrai山ng

Ltd..1996

thllage.J･,EmployerslviewsofEducationBusiELeSSLhd(S.ReportSummary.山elnsdtutefor

EmploymentStudies.1996

1nformadonSocietyInitiative,rrforAu.ltcouldChaJtgetheWayYouLire,Think,BLndPlay.lSI,

InformationSo¢ielylnilialive,lTforAll.nleGuidetoHowcallHelpYou-1Sl,

InformationSocietylnitiadve,rrforAll,BuildingthelnformadonSociety:aAa血 naJStrategy,lSI,

1996

LawreTICe,Gita,Memorandum,1997

NationalCouncilforVocationalQualifications(NCVQ),GNVQAssessmentReview.FinalReportof

theReviewGroupChairedbyDrJohnCaper,NCVQ,1995

NationalFoundatioTtforEducationalResearch,LiteratureReyiewoftheImpactoftheWo血RelaLed

Currict)lumon14-16yearolds.FinalReport,N陀R.1996

Nuf鮎IdCurriculumProjectCentre.WolkingwithNufrleldD良T,neBeghning.Nuf鮎IdCuniculum

ProjectCenb.C.

0統ceforStandardsin別ucation(OFSTED)auldDfEE.CharacteristicsofGoodPracticeinFood

Teclmology.KeyStages1to4.HMSO.

OFSTtiDandDEEE,DesigtlandTechnology,CharacteristicsofGoodPracdceinSecondarySchools-

-56 -

shibata
テキストボックス



HMSO,1995

RoyalCollegeofATt.RoyalCollegeofArtSchoolsTechnologyProject,issuenumber点ve,RCA.1996

SchoolCuniculumandAssessmentAuthorityandCurriculumandAssessmentAuthorityforWales

(SCA人良ACAC),InformationTechnologyandtheNationalCuniculum,KeyStage3.SCAA&

ACAC,1995

SCAA&ACAC,lnfomationTechnology.TheNewRequirementsKeyStage1&2.SCA人皮ACAC.

1995

SCA人良ACAC,InfomationTechnology,TheNewRequirementsKeyStage3,SCA人皮ACAC.1995

SCAA&ACAC.Design&TechJIOlogy.TheNewRequirementsKeyStage3.SCA人良ACAC,1995

SCAA&ACAC,Design&Technology,TheNewRequirementsKeyStage1良2,SCA人良ACAC,

1995

SCAA良ACAC,AGuidetotheNationalCurriculum,Mathematics,SCA人也ACAC,1996

Stobart.Cordon,Detemi ningtheFinalGradeナ1997

TeacherTrainingAgency,TeacherTIainirLgAgency,TTA.

TechnologyandEdtJCa山)ACouncil(TEC).EmployeeDevelopmentSchemes.DevelopingaLeaming

Workforce,Tee,1996

TEC,EmployeeDeyelopmentSchemes,HelpingSmallFinsonIndustrialEstates,Tee,1995
TheDesign弧dTechnologyAs Socialion.MembcfShipOverview,AGuidetoAuCategoriesof

Membership,DATA,

TheDesignandTechJIOlogyAssociadoneta1..DesignandTeehJIOlogy,Pupil●sETltlllement101TatKey

StagcLS1良2,DATA.NAPE,NCET.mdNSDIDT,

TheNationalCouncilforEducationalTechnology,Catalogue1996-97.PupirsEntitlementtorratKey

St且旦eSI&2,NCET,1996

TheNationalCotJnCilforVocadonalQualification(NCVQ),NVQcriteriaandguidance,NCVQ,1995

NCVQ.DataNews,96-97,NCVQ,1996

NCVQ,NVQsin孤 ,Employersareintegra血gNVQsinnawiderHumaJIResol汀CCStJ･alegy,NCVQ,

1996

NCVQ,htlOducingGNVQs,NCVQ,1995

NCVQ,GNVQUpdaleJorGNVQTeachersandl上ctures,NCVQ,1996

NCVQs,KeySkillsLevel3,NCVQ,

UniversitiesaLldCollegesAdmissionService(UCAS),GNVQs&GSVQs,BriefingforHigher

EducationAdmissionsTutors.UCAS,1997

UCAS,OpenGate,UpdateonGNVQDevelopmentandGATEActividesforHigherEducadorL

Selectors,UCAS,1996

UCAS,AdvancedGNVQsaJldAccessloHigherEducadon,OffersloAdvancedGNVQApplicants

throughUCASin1996,UCAS.1996

UCAS,InTheirOwnWords...,StudentsTalkaboutGNVQsandHigherEducation,UCAS,1996

ー57-

* 1甘 暮A■書分科会 ■～t BAの+一■■

第 5節 アメリカの職業教育

1.中等教育段階における職業教育 ･訓練の制度的位置づけ

1.職業教育の定義と範囲

アメリカ合衆国では､教育は州の弄任事項とされており､特に初等中等教育は州によっ

て､また州内の学区単位で多様な階梯を構成し､多様な学校類型が用意されている｡初等

中等教育の合計の年限は12年であり､そのうち第6学年から第8学年までが初等教育の

最終学年であり､残りの7学年から9学年の間に中等教育がスター トする｡中等教育機関

はハイスクールと呼ばれる｡

公立ハイスクールの学年構成別棟関数をみると､54.2%が9-12学年の4年制ハイス

クールであり､そのほかに､7-9学年の下級ハイスクールと10-12学年の上級ノ､イ

スクール､7-12学年の6年制などのタイプがある｡

中等教育段階での職業教育については､1990年の改正CarlD.PaTkins職業 ･応用技術教

育法によって規定されており､職業教育とは r学士課程 ･大学院課程以外のレベルにおい

て､報酬を伴わないものも含めて現在もしく榊 等采の職業での雇用の際に要求されること

への個人の準備に直接関連する-連の教育鉄棒｣として定義されている (US Department

ofEducadol195p2)｡

具体的には､同法に関わる教育業教育プログラムは､中等教育段階と中等後教育段階と

の両方にまたがっているO同法は連邦からの職業教育への支援として､予算的に連邦から

州-の補助金の配分を規定している｡ここで補助金の対象となる職業教育とは､第9学年

から第 12年およびコミュニティーカレッジの 13-14年である｡

中等学校における職業教育の目的は､中等後教育よりもバラエティーに富んでいる｡職

業教育は､ (1)消費者および家庭の教育､ (2)一般的な労働市場への準備､ (3)特

定の職業-の準備の3つの教育として把握されている｡第3の､狭義の職業教育は､ ｢農

業｣､ ｢ビジネス ･事務｣､ r商業｣､ T保健J､ r家政関連職業J､ r工業 健 殻､梯

林､修理､精密機械生産を含む)｣､ r技術 ･コミュニケーション｣の7領域に分類され

ている｡また､それ以外に､第2の､一般的な労働市場で要求される技能の教育のための

教科として､タイピングやワープロ入門､産業アート､進路教育などがある｡そして､無

報酬の家事にかかわる教科がある｡

また今日では､中等教育段階の職業教育の目的として､直接に雇用-の移行だけでなく､

コミュニティーカレッジなどの中等後教育-の進学やキャリア向上-の準備が強調される

ようになってきており､アカデミックな学習と職業的な学習の統合が教師たちに求められ

ている｡

2.職業教育 ･訓練の標準化の程度
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アメリカでは､教育に関する連邦の権限はきわめて限定されており､実質的な権限は州

に付与されている｡各州はそれぞれ多様な制度を有しており､義務教育年限を含めた各学

校段階の修業年限等は州によって異なっている｡さらに､州内でも､具体的に開設する学

校タイプについてはそれぞれの学区単位での裁量事項となっており､多様な形態をもって

いるO

中等教育の予算は､平均して､州が50%を､学区が42%を､連邦が8%を支出して

いる｡

特定の職業準備の課程は､それぞれの標準的な職業的なスキルを前樵とするものである

けれども､日本のように､学習指導要領などを通して連邦から標準的な教育陳程が例示さ

れるという状況にはない｡

しかし､今日では､中等教育段階での中退を阻止し､ハイスクール修了までの目頓を持

たせるために､カリキュラムの標準化および職業スキルの標準化の動きが急である｡後者

についてみると r全国職業技能標準｣の投定-の開発プロジェクトが行われている｡この

プロジェクトは､連邦の文部 ･労働両省が支援して進行してきるけれども､一般に連邦の

関与を嫌 う風土のため､あくまでも任意団体の設定する標準として作成されている｡

1990-97年にかけて､22分野で段階的に開発中である｡

Ⅱ.職業教育 ･訓練の構造

1.職業教育 ･訓練のカバーレッジ､普通教育 ･林業教育 ･訓練の比率

中等職業教育を提供する教育機関の状況は､以下のとおりである (1983年)｡①2-

3種類の職業教科を提供する一般高等学校 (generalhigh school) :10,851校､②6種類以

上の職業教科の課程を捷供する一般高等学校の総合制高等学校 :4,87各校､③職業教科と

一般教科を結合したフルタイム陳程を提供する専門高等学校としての職業高等学校 :225

校､④地域又は連携した学校からの生徒に職業教育を准供する地域職業センター :1395

校である｡このうち､いわゆる林業高校とよばれるのは､③と④である｡ (TLCAm edcan

EducationalRcseaqchAssociation,1992.PPJ501･I502)｡

卒業者の専攻をみると､公立高校卒業者 (1992年卒)のうち､8%は r噸業教育専攻

Specialist｣に計上される｡32%は r進学準備専攻｣であり､残りの 60%はどちらにも

特化 していない学習を行った｡また､職業教育専教の学生は必ずしも､職業高校在籍者と

は限らない｡

ここで､ ｢職業教育専攻｣とは､4単位以上職業専門科目を履修し､そのうち2単位以

上は入門科目でなく上級レベルの科目を履修した者である｡ (1カーネギー単位- 120時

間の学習)｡また､以下の r進学準備専攻Jの条件も同時に満たしている場合も､械業教

育についての検討においては､ r職業教育専攻｣へ､進学に関する学力到達度の比較の際

には ｢進学準備専攻｣に分類され検討されている｡

｢進学準備専攻｣とは､4単位以上の英語､3単位以上の数学 (うち､1単位は代数)

3単位以上の科学 (うち1単位以上は物理または化学)､2単位以上の外国語1科目)杏

履修 した者である (参考資料 The Am erican EducatIOnal Research Association, 1992.

pp.150ト1502)｡
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2･ハイスクール修了まの職業教育 ･訓練の密度 ･比重

I7歳人口に対する高校卒業者数の比率は75%に相当する (文部省 1995)｡

1992年の公立高卒者の 965%までが､何らかの職業教育の科目を履修 している｡ただ

し･①消費者教育 ･家庭教育を含む｡①および②入門的な職業教育科目をのぞいて､③職

業に密接する職業教育科目を少なくとも1科目以上履修 した者は $7.1%に連している

(U.S.Millis叫 ofEducatlOn,1995)｡

ただし､特定の職業分野で3単位以上取得した r職業集中者 coIICCntrator(4単位以上

の専攻者 sp∝idlStを含む)｣は､243%である.その分野別には､工業(10%)､ビジネ
ス ･事務 (8%)の順で多い｡

さらに､特定分野を多く学習した場合に 博 攻着 Specialist(上述)｣とよばれ､この比率
は8.0%である｡

平均 して卒業までに履修した総単位数は､238である｡そのうち38単位が ｢職業教育

科目｣～17･3単位が ｢アカデミックな科目｣､残り2･7単位が 個 人 ･その他の科目｣

である｡比率的には､全国平均すると職業教育科目は､総単位数の 16%に相当する｡

職業教育プログラムをより多く履修している生徒のプロフィールとしては､(1)より多

くの補習教育科目を履修している､(2)心身的な障害をもっている､(3)相対的に低い社会

鮭済的背景の抹程出身である､(4)平均的に低い学業成旗である､などの特徴が見られる｡

ただし､英話力 (国籍)に関しては､その差によって職業教育科目を履修するかどうか関
連していない｡

また､長期的な趨勢については･1982年から 1992年までの 10年間に公立ハイスクー

ル卒業者の中で r職業教育専吹着 Spccialist｣が減少しており､社会的な評価の低下につ

いての懸念が指摘されている (U･S･MhisbyofEducation1995)｡

3･職業教育 ･訓練の内容と方法､学外学習の組み合わせ

公立高校卒業者 ('92卒)の86%が在学中に労働経験workcxpcrienceがある｡

r職業教育の全国アセスメントNAVE｣によれば､各種の高校での職業-の移行支援

プログラムの実施率 (90年度)は､① coop教育 49%､②他の耽美経験 odl.r W.,k

cxpericnce 34%､③ 学校 内企業 19%､④テ ク ･プ レップ 7%､⑤ 学校徒弟訓練

School-to･apprendceship6%､⑥青少年徒弟訓練youdlApprendccship2%などとなっている

(Stem1995)｡なお､ r学校内学軌 と呼ばれ注目されるキャリアアカデミー Career

Ac8denyについてはこの段階で報告されておらず､他の研究から当時約 100校､全国高

校中の1%相当であると推測されている｡

この就労体験が中等教育に導入された目的は多様であるが､Stem(1997)は､ 5つの目的

を区別している｡すなわち､①特定の職業や産業へ就職する歳に必要とされる知職や技能

を取得すること､②進路意織形成のための探索 ･計画を促すこと､③ある産業の全体構造

を学習すること､④職業一般に共通すして求められる人格的なあるいは社会的なスキルを

身につけること､⑤学生のアカデミックな学習への動機付けをあたえ､学力をたかめるこ

となどである｡

とくに､進路意識形成の観点･および特定の産業について総合的に仕事の様を経験させ

ることなどの点で注目されているのが､キャリア専攻careermajorという進学と就職を両
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方念頭においた教育課程の考え方である｡カリフォルニア州では､こうしたキャリア専攻

の教育プログラムの一形態であるキャリアアカデミーが広く拡大しつつある｡

キャリア ･アカデミーは､ハイスクールにおいて､生徒がある職業について段階的､か

つ専門的に学べるように組織されたものであり､1980年代以降カリフォルニア州内のい

くつかのハイスクールで実践されている｡その主な特徴臥 以下のとおりである｡①ハイ

スクールにおける ｢学校内の学校Jとしての性格を持ち､ハイスクール修了後は就職した

りポス トセカンダリー教育機関に進学するための知織 ･技能の習得を目的とする､②地域

で労働力帝要がある職業を対象としている､③企業実習や企業派遣職員による指導を教育

課程の重要な構成要素として導入している､⑥それぞれの職業に必要な知識 ･技能の習得

や職業人としての自覚の獲得に向けて､職業教育とアカデミック教育を有槻的に連関させ

て行う｡

一例として､現地で調査したサクラメント市のエンシナ ･ハイスクール (EncinA lLgh

School)の場合､ビジネス ･コミュニケーション､美術 ･グラフィックアーツ､保健関連

職業､キャリア探索などのアカデミーが設けられており､すべての生徒が第2学年からい

ずれかのアカデミーを選択して所属する｡各アカデミーでは､卒業までの3年間､英籍､

数学､理科等のアカデミック教育､それぞれの専門の職業に関連した教科を履修するほか､

企業実習を行っている｡さらに､将来の職業選択のためのプログラムも設けられている｡

なお､ rキャリア探索｣アカデミ-は､連絡者織が不明確な場合の選択肢として用意した

ものであるが､もっと積極的に人文 ･教育領域に目を向けさせるためにプログラムを目下

改編中であった｡

Ⅲ.林業教育 ･訓練を組織 ･編成に関与する社会的なパートナーシップ

1.教育課程編成 (中央レベル)の責任主体 ･組織と関与する社会的パートナー (省庁間

の機能分担 ･産業界からの要請の伝達ル--ト)

連邦は､補助金交付等を通じて､各州が連邦の方針に沿った教育政策を遂行するよう促

している｡1990年のカール ･D ･パーキンス職業 ･応用技術教育法改正法である｡この

法律は､ ｢高度技術社会において就労する上で必要なアカデミックな能力と職業技術的能

力の双方を習得し得る教育プログラムの改善｣を主たる目壕としている｡この法律によっ

て､連邦の職業教育-の補助金は､それと普通教育との統合学習を促逓させることを目標

として､9学年から12学年までの中等教育とコミュニティーカレッジ教育を対象として

各州に配分される｡この州-の補助金は､各州の若年人口を基礎としつつ､とくに貧困層

人口比率を考慮した額で算出されている｡

いま一つは 1994年に成立した ｢就学から就職-の機会保障法｣ (Schoolto Work

opportun idcs Act)である｡この法律は､①学校､企業､労働界が相互に協力して､学校

教育から就職-の移行に関する嶺助システムを計画し､開発するよう促すこと､②アカデ

ミック教育と職業教育､ハイスクール教育とポス トセカンダリー教育とを有機的に連結さ

せるシステムを開発させること､を目的としている｡

この法律は､2001年までの時限的な立法であり､競争的原則にもとづいて､職業-

の移行機会を円滑化するプログラムを企画立ち上げるための助成金を配分するものである｡

すなわち､シー ドマネーであり､初年度は企画した10州のうち､8州のみがこれを受け
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ることができ､最終的にすべての州がプログラムをスター トさせる21世紀には､この助

成金は廃止される予定である｡

現在､これらの連邦法に基づいて､各州では､学校から職業-の移行を指導 .援助する

ための施策が実施されている｡その一環として､ハイスクールにおける職業教育の内容 ･

方法を改善したり､職業教育とアカデミック教育 (普通教育)を有機的に連関させるため

の試みが展開されている｡

2.カリキュラム編成における学校と地域 (企業)とのパー トナーシップ

産業界との連携は､職業教育の質の向上にとって重要な意味をもっている｡

sTWO法の導入以後には､完全なデータの得られている11州についてみると､210の

パー トナーシッププログラムが開発されており､1,800校の生徒およそ50万人がこのプロ

グラムのもとで就業体験などの STWO促進のプログラムに参加している｡ここには､合

計 13万5千社の企業が参加し､就業場所として3㌔000の施設が提供され､学生 53,000人

分の訓練枠がもうけられている｡

実施調査を行った､カリフォルニア州においては､学校と産業界との連携は 1968年か

ら始まり､すでに 30年の歴史があるO産業界は､自分たちの必要とする知識 ･技能を習

得した優秀な労働力を確保するというねらいがあり､ハイスクールの教育に対して協力し

ている｡

しかし､州全体で見ると､産業界との連携は必ずしも十分に進んでいるとはいえない状

況にある｡その理由として､以下の点を指摘できる｡①協力してくれる産業界のパー トナ

ーをみつけることは､各学校にとって容易ではない｡②産業界とのパー トナーシップを構

築することに一郎の教員 (アカデミック教科担当教員等)や父母の間で抵抗がある｡③企

業実習に関する生徒輸送等､経費負担が大きい｡

とはいえ､産業界とのパートナーシップは､職業教育の改善や生徒の就職促進のために

は必要不可欠であり､州教育省はその強化を重視している｡この点に関して､教育審議会

と産業事議会が重要な役割を果たしている｡教育審議会は初等学校､ミドルスクール､ハ

イスクール､コミュニティ･カレッジ､大学､コミュニティ･カレッジ学長評議会の各代

表で構成されている｡一方､産業界の代表等で構成される産業審議会は､産業界として必

要とする人材の資質､学校で教授すべき知識 ･技能等を審議している｡この両審議会との

間で定期的に協議が行われており､産業界は教育界に自らの要求を伝えている｡教育審議

会は､各学校段階のカリキュラム基準の設定の際などに､産業界の意見を参考にしている｡

このほか､州教育省は､学校に対する産業界の協力を得るために､企業等を対象としたマ

ーケテイングを行っているoつまり､各企業がハイスクールの教育､人材養成に対してど

のようなニーズを持っているか､またどのような協力を提供できるか､またしようとして

いるかなどを調査している｡この結果を､PTA組織を通じで教員や父母の団体に知らせ

るなどしている｡

Ⅳ.職業教育･訓練と社会-の接続

1.職業-の珍行

①アメリカの労働市場特性
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アメリカ合衆国の労働市場では若年者の失業間借はとりわけ大きい間潜である｡OEC

Dの雇用概況 (1996)でみると､アメリカの15119歳の若年男子失業率は19.0%である｡

この若年失業率の絶対値でみれば､本研究会の比較する4ヶ国の中で､フランス ･イギリ

スとほぼ同レベルであるか､ないしそれより低い水準である｡しかし､各国について､若

年男子失業率と成人男子 (25･54歳)の失業率を対比してみると､ドイツではいずれの失

業率も低く､とくに若年者が成人の失業率を下回っているのに対して (5.8%対 6.9%)

フランス (21.9%対 9.7%)､イギリス (20.8%対 98%)は若年失業率が2倍以上であ

り､アメリカの場合 (19.0%対4.9%)には4倍になっている｡ちなみに､若年者が高く

評価されるという日本の労働市場においても､若年男子の失業率は 8.3%であり､これは

25-54歳男子の失業率 2.0%と比較すれば4倍になっている｡これは､El本の場合には周

知の通り学卒者の職業への移行の困難を意味してはいない｡むしろ､いったん離職後の失

業率が高いためである｡

アメリカの場合には､1982年公立ハイスクール卒業者のデータをみると､卒業者のハ

イスクール卒業後6ケ月後でも卒業者の9.7%が失業中である｡なお､職業教育単位を多

く取得しているものほど､中等後教育に在学する傾向が低いため､フルタイムでの雇用者

が多いのと同時に､失業者も多くなっている｡非労働力人口を除いて完全失業率 (パー ト

タイムも雇用とする)を計算すると､全体で 13.7%であり､林業教育単位による差異は

ない｡

Gnlbb(1996) は､高卒者 と準学士まで含 めて､ r学士 ･準学士労働 市場

sub･BaccahurcatLaborMarkctlを取り上げて､この労働市場がアメリカにとって量的 ･質

的に重要殊層となることを論じている｡すなわち､1992年には就業者のうち高卒者 34,2

%､数年間の中等後教育在籍者 (学士未取得)が 283%で合計 62.5%に達している

(GnIbb1996).

賃金をみると､男子の場合､対高卒で学士保有者の相対賃金は､1967年の 1.439から

I.713-と増加し､数年間の中等後教育在籍者でも0.972から1.112-と増加している｡高

校との格差は､学士取得の如何で大きく異なっており､数年間の中等後の継続学習の効果

は､貸金よりも雇用可能性のほうにある｡

1990年夏､18- 34歳までの年齢層での学歴別の雇用率は､学士以上の学歴取得者では

91%､職業分野の準学士では 86%､非職業分野の準学士で 89%､中等後教育を数年間

経験した者では82%､中等後教育に在籍しなかった者の場合72%にとどまっており､明

らかな格差が生じている｡

高校から職業-の移行については､さまざまの困如 ミ指摘されており､HaJnilton(1990)

では､安定 した雇用先での就業に到るまでの数年間を rあがきもがき期 nound血 鳩

period●●｣と呼ばれている｡

これは､企業の側の学士以下の採用に対する期待が､学士保有者とは異なっているため

であるという (Grubb1996)｡こうした労働市場における雇用の方法 ･基準を雇用者に調

査 した結果によれば､採用ルールはほとんど文事に記載されていない場合が多く､採用手

順はきわめてケースバイケースである｡多くのケースでは､生産労働者グループによる面

接が行われている｡特に生産労働者により責任を持たせようとしている企業ではそうであ

る｡そうした場合には､コミュニケーションの技術､責任感､その他の性格特性を含む個
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人の全体的なプロフィールが重要な決定要素である｡少数の雇用者は､たとえば機械のテ

クニシャンの採用において簡単な製図読みとり､部品組立て､回路の故障のチェック､な

どのインフォーマルで簡略化した試験を行っている｡しかし､公式の試験や複雑な専攻方

法をとる港用者はほとんどいなかったという｡また､景気に応じて､採用者を増減させて

いる｡つまり､雇用調整弁のひとつの選択肢になっているのである｡

②職業訓練と職業教育

高卒で直接雇用を求める着のために､労働省サイ ドで､各種の短期 ･中期間の職業訓練

プログラムが開発されている.主要なものは､職業訓練パー トナーシップ法 (m A)に

よる各種の訓練であり､夏期若年雇用 ･訓練プログラム､若者訓練プログラム､J｡b

Corps,JobStd などがある｡

教育サイ ドの地域職業プログラムは､地方教育行政機関が実施しているもので､地域の

ハイスクール に対して各種の援助を行うことを通じて､生徒に就職に必要な知織や技能

を習得させることなどを目的としている｡ハイスクールの生徒対象が中心であるが､一般

の成人を対象とするもの､教員を対象とするもの (現職研修等)などもある｡

現地調査の例をあげると､カリフォルニア州のコントラ･コスタ地域職業プログラムは､

1974年の創設以来すでに 22年の歴史をもっており､過去 22年間にプログラムを修了し

た生徒は 15万人にのぼっている｡1996- 97年度は､コントラ･コスタ郡のハイスクー

ル 25校のうち24校がプログラムに参加しており､生徒数は合計7,000名を超えている｡

成人の受講者も毎年 1500 名にのぼっており､技能の向上や新しい技能の習得をめざして

いる｡

地元の産業界の代表による委員会が殴直されており､この委員会を通して産業界はRO

Pの事業を支援している｡委員会は､月に1回開催し､プログラムの内容が産業界のニー

ズに適合するかどうかをチェックするなどして､プログラムの内容の高度化 ･適切化を図

っている｡その他の援助活動として､企業等でめ実習受け入れ､学校-の講師派遣､設備

等の寄付､奨学金の授与､康秀星との表彰等を行っている｡

③ボストンコンパクト

米国の労働制凱こおいては､前述のように高卒者が卒業後すぐにいい仕事につくことは

困難である｡これは高卒者の学業的な到達度に対する企業側からの不信感の現れという面

もあり､これは翻って高卒者の就業への意欲を低下させるという悪循環を発生させている｡

これを断ち切り､高卒者を適切に就業させるためのさまざまのプログラムがあるが､そ

の中でも､長期的に継続されてきたものとして､Boston市での学校と企業とのコンソー

シアムであるBoston Compactがある｡金子 (1997,21貢)によれば､これは 1986年に開

始された､Boston市の教育局､企業､地域のカレッジや大学､および労働組合間の協定

である｡毎年のハイスクールの長期欠席者や ドロップアウトの比率を5%引き下げること､

数学等のアカデミックな最低基準を引き上げすべての卒業者がそれを満たすようにするこ

と､などを教育局が誓約し､その交換として､企業側が公立ハイスクール卒業者の雇用を

毎年拡大させることを､労働組合側はハイスクール卒業者のための見習い訓練枠を確保す

ることを､カレッジや高等教育機関は公立ハイスクール卒業者の一定数の学生受け入れを
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的 ･私的な機関から拠出されている｡

(吉本 圭一)
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誓約するというものであった｡

1982- 85年までに 876名の卒業者がフルタイムの職場を確保し､2,200人の生徒が夏

期の職場プログラムに参加したという｡その後､この事業は組織の改編で縮小したものの

今 日まで継続されてきたという｡

2.職業教育から継続学習への経路

STWO法の中心的な課居は､よい職業キャリア-の経路を用意していくことであるが､

それは､何らかの中等後教育を経験することで可能となるとの社会的な通念があり､政府

の公式の報告書にも､生徒をコミュニティーカレッジまで進学させるように動機づけるこ

とが殊題のひとつとして提示されている｡

テックプレップ汀ech Prep)制度は､1990年パーキンス法に規定されている職業教育改

善策の目玉の一つである｡ハイスクールにおける教育とポストセカンダリー教育機関 (主

としてコミュニティーカレッジ)における教育を接続させて､ハイスクールでは実現でき

ない高度な職業教育をめざしている｡具体的には､ハイスクールの後半2年間とポス トセ

カンダリーの2年間の計4年間で､エンジニアリング､工業､農業､保健､商業等のうち

1領域以上の専門的職業教育科目の履修と､数学､自然科学､コミュニケーション科目の

計画的 ･継続的履修との双方を義務づけ､かつ､就労先の確保に向けた指導 ･援助を与え

ようとするものである｡カリフォルニア州では､これを実施しているハイスクールは 85

校ある｡このうちとくに6校が中心的な役割を担っている｡

V.職業教育に関する政策課膚､改革への政府のイニシアチヴ

1.職業教育-の資源投入の変化

CaFID Paqkins法による連邦文部省から各州の教育当局への職業教育のための助成があ

り､これは､人口及び貧困の度合い等によって一定額が支給されている｡

STWO法による連邦からの補助金は､文部省側の P血 S法および労働省側の職業訓練

パー トナーシップ乾 くJTPA)の両方から支出されており､初年度の 1994年には100万

番であったものが､2年度目の 1995年には245万S､1996年度には350万S(予定)とな

っているO

この STWO法の補助金は､その大部分は連邦から各州へと配分されるものであり､少

数部分はプログラム開発のための補助金であり､これはすべての州に配分されるけれども､

州に配分される残りの大半の資金は､プログラムの立ち上げのためのseed moneyであり､

各州は1回 5年間だけ補助金を受けることができる｡各州の計画を連邦および各州からの

委員で審査する､競争的な配分の原則をとっている｡初年度には Kentucky,Man,

MIChlgan,Massachusetts,NewYork,N¢wJersey,OregolちWisconsinの8州-､翌1995年に

19州､1996年に10州-の助成が開始されている｡このほか､直接に地域レベルでの学校

･企業等のパー トナーシップ計画に対する助成金､大都市や地方地域-の助成金､インデ

ィアンなどの原住民への助成金などが用意されている｡州への助成金の規模は､その計画

によるけれども､おおむねそれぞれの人口規模に応じたものとなっている｡

この助成金は､あくまでも導入資金であるため､連邦からの補助金が出ているとしても､

各学区や学校で､プログラムを実施している場合には､それと同程度の資金が州や他の公
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第 6節 (補論 Ⅰ)

ヨーロッパ職業教育訓練開発センター くcEDEFOP)における職

業教育の国際比較

I.EUとヨーロッパ耽美教育訓練開発センター (CEDEFOP)

ヨーロッパの統合にむけて､資本とモノ､人の移動におけるさまざまのレベルでの障壁

を取り除くことが､ヨーロッパ諸国の高次の重要な政策現題として捷起されてきた｡人の

移動においても､ rヨーロッパ市民Jとして､単に形式的なパスポートコントロールを敬

り除くだけでなく､どのメンバ-諸国にいてもそれぞれの出身国で享受していた権利等が

等しく認められる方向に向けて､場合によっては特定国に対してそれらの条件の改革を命

じるような形での各国の制度の相互罷知と調整 ･改革が進んでいる｡

労働者としての権利や条件は､そのもっとも重要な要素のひとつである｡ヨーロッパ諸

国において､労働着としての移動可能性の向上､障壁の除去が発急珠居となり､特に各国

の教育訓練および､職業参入のための資格等の諸制度についての情報の共有 ･流通､制度

の比較検討と具体的な調整が不可欠となった｡中等教育段階の林業教育 ･訓練においても､

本報告事で扱った独仏英の比較からもわかる通り､まったくその理念や歴史的制度的な蓄

積が異なっている｡高等教育でも､イギリスの大学での18歳から3年間の就学､21歳

で修了する学位と､ ドイツの21､2歳で入学し7年在学して28､9歳で修了する学位

を機械的に同列に並べることはできない｡このため､それぞれの制度を相互に謎精し比較

する枠組みを捷示することが､ rヨーロッパ市民｣形成のための第一歩となる｡

そこで､1975年にヨーロッパ職業教育訓練開発センター (CEDEFOP)がECの国際的研

究施設のひとつとして ドイツのBerlin設立されている｡このCEDEFOPは､1995年には

ギリシアのEU加盟に伴って､ギリシアTessalonikiに移転し､1997年現在で職負数

75名､年間予算20億円の研究 ･開発拠点となっている｡CEDEFOPにおいては､2つの

事業領域があり､第 1に後述する研究開発があり､第2に､各国の職業教育 ･訓練の情報

交換､職業教育訓練に携わっている教員 ･職員の研修 ･視察がある｡研究開発においては､

現在､中長期計画として3つの重点研究領域が設定されている.すなわち､①生涯学習の

促進､②職業教育訓練の比較､③職業と訓練に関わる移動可能性の促進である｡

Ⅱ.職業教育訓練の比較研究枠組み

本研究会では､職業教育の国際比較という課題が､直接的な政策的健先度をもっている

ヨーロッパ諸国においてどのように扱われているのかを把握するために､第2番目の重点

領域の研究活動についての情報を収集した｡また､同領域のプロジェクトrヨーロッパに

おける職業教育訓練の研究開発｣の国際会議 (1997年7月テッサロニキで開催)には､著

者が日本からのオブザーバーとして出席することができた｡このプロジュクトの枠組みお

よびそこで焦点となっている事項について､簡単に紹介しておきたい｡

1.プロジェクトの目的と比較の枠組み

このプロジェクトでは､①職業的スキルの獲得および向上のための条件および､そのた
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めの制度的構造と教育 ･訓練のプロセスを明らかにすること､②職業教育訓練と他の社会

的なセクターとの相互関係､連携のあり方に注目すること､とくにこの相互関係という場

合には法制的な側面だけでなく､社会､経済､技術的また人口動態的な変動との相互依存

的側面､さらにこの領域のさまざまの関係者の行動の側面に注目することを､2つの重要

な研究目的としている｡

研究方法としては､欧州の各国の研究者を組織してさまざまの観点から､またさまざま

の国を選定して比較研究の報告を行い､それをとりまとめるという方法で研究組織が編成

されている｡職業教育 ･訓練という領域の特性から､特にドイツ請圏の参加者が多く関わ
っている｡

研究プロジェクトは現在進行中であり､研究枠組みも最終的には微調整等が進むものと

思われるけれども､基本的な構成としては､以下のように構成されており､これが報告の

目次構成に反映される予定である｡

①耽業教育 ･訓練の制度的枠組みと社会的セクターとの相互作用 (制度 ･法 ･政治体臥

人口動態および教育 ･訓練選択､職業教育 ･訓練の経済的社会的な費用と効用､雇用 ･労

働市場 ･技能-その分析と将来予臥 技術 ･労働組織と職業教育訓練､②職業教育訓練の

プロセス ;企画 ･開発 ･評価 (就業前の職業教育訓練の履修および修了､職業教育訓練の

目的､企画､内容､学習の様式と軌 不利益層のための訓練､継続的な職業教育訓練)､

③職業教育訓練研究における国際的位相 (比較研究の方法論､資格証明書の社会的な認知

･通用性 ･透過性､ヨーロッパにおける移動性､研究協力)｡

2.注目すべき視点

この研究プロジェクトは､長期的なミッションとともに包括的な枠組みをもっており､

この研究の知見がそのまま日本の高校段階での祐実教育に参考になるとは限らないけれど

も､ rヨーロッパ市民Jという現実の政策的目標に関与しており､今後のアジア地域にお

ける国際的な人材の移動等を見越して参考となる議論が多くなされている｡ここでは､ 5

点を肺単に紹介しよう.第1には､職業評価 ･資格についてのヨーロッパ次元での検討が

なされていることである｡すなわち､異なる教育訓練を修了し､また多様な経験を有する

着の移動を促進するために､インフォーマル､'/ンフォーマルな学習経験やその成果とし

て身につけている技能を資格や評価として認定する理論と方法に大きな関心が集まってい

ることである｡これは知識論､カリキュラム論的検討が一方にあり､教育訓練制度や労働

市場的な現実的な検討が他方にあり､両側面からの検討を行っている｡1995年には､ rヨ

ーロッパ市民技能カー ド｣という提起がなされているなど､活発な議削 Sなされている｡

第二に､職業教育訓練の費用と便益についての教育経済学的な関心が多くの研究に共通し

ている｡第3には､職業教育訓練のプロセスと若者の進藤発達との関連をさぐろうとする

教育社会学的な追跡的研究-の関心があり､欧州内に比較研究のネットワークが多様に組

織されていることである｡第4に､各国で新しい技術革新と労働組鰍 こおける転換期にあ

るという認識が共通にもたれており､日本やアメリカの労働組織についての検討を踏まえ

て､ヨーロッパ独自の新しい労働組織の模索が行われている｡日本がアジアの典型モデル

とされており､その労働組織の罷青削ま必ずしも正確ではなかった｡会議の段階でも指摘し

ておいたが､今後とも日本からの情報発信は重要な課題である｡第5に､国際比較の共通

の枠組みについて､モデルとなる国など具体的にヨーロッパの各国の位置づけ方について

は､参加者間での意見の相違が依然として大きく､共通枠組みないし共通認識は専門的研

究者レベルにおいても未だ形成途上であるということが指摘できる｡ (吉本 圭一)
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第 7節 (補論Ⅱ)

デンマーク ｢若者の街 (Ungdomsbyon)｣における実践

はじめに

本稿では､1997年9月に行ったデンマーク教育省への妨間､首都コペンハーゲンの北

西郊外にある教育施設 r若者の軌 (UJlgdomsbyeh)｣における視索結果に基づきながら､

7年生～ 10年生 (日本の中学1年生から高校 1年生に相当)を対象とした r若者の街｣

での具体的実践を終介し､わが国の職業教育に与える示唆についての考察を耗みる｡

I.教育制度の概要

1.義務教育制度

デンマークは､教育義叛による義務教育

制をとっており､その期間は7-16歳まで

の9年間である｡就学義務はないものの､

ほとんどの子どもが第1学年から第9学年

までの一斉制 r基礎学校 (国民学校:
Folkeskol)｣(1993J94年度総数 1,680校うち

421校は私立)に在籍し､学齢児童生徒の

うち､89%の子どもたちが公立校に集中し

ている｡

基礎学校には第 10学年が必定となってお

り､第9学年を終えた着のうち約半数は第

10学年に進級しその後に卒業している｡当

咳学年は､エリー ト養成を主眼とするもの

ではなく､あくまでも多様な教育選択肢の

一つとして認知されている｡

基礎学校に関する教育行政は､全国に275

ある市町村に全て任され､国による教育内

容指針はあくまでも参考資料として機能し

デンマークの学校体系概略図
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ているに過ぎない｡ただし､開設すべき必修科Elの最低基準は国家法令によって定められ､

その中には1年次からの継続した進路指導等が含まれている｡

2 義務教育後の教育制度

義務教育後は､2-3年制の普通後期中等教育緒学校､3年制の普通 ･搬業後期中等教

育語学校､3年制の職業教育訓練語学校に進むシステムとなっている｡

普通後期中等教育は､3年制のギムナジウム (総数 150｡9年間の義務教育終了直後で

も入学可)､及び､2年制の高等教育準備試験コース (同 145､うち65校はギムナジウム
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に付設｡義務教育後1年以上経過した者あるいは第10学年修了者が入学可｡全日制の他､

定時制､単位制等多様な形態が見られる)に大別され､普通 ･職業後期中等教育は商業試

験コース (総数80)及び技術試験コースに (同40)に区分される｡

普通後期中等教育は､市町村組合とも言うべき郡審議会によって運営されるが､各学校

の自治が広く瓢められ､人事以外の全ての最終決定は各学校評議会 (校長､教員代表､生

徒代表､親代表､郡審議会代表等で構成)に任されている｡普通 ･職業後期中等教育はそ

れぞれビジネスカレッジ､テクニカルカレッジによって運営される｡

Ⅲ.｢若者の街｣における実践

1.｢若者の街｣の設立と今El-の展開

1958年､デンマーク議会は基礎学校とその後の教育 ･生活との連携強化を求める法案

を成立させ､これが r若者の街J設置の直接的契機となった｡その後､従来の学校教育と

は一線を画す実験的施設を求める声を受けて､r若者の街｣構想は急速に具体化し､企業

などの出資を待てプログラム開発と建物の建築が同時に進展を見せ､1962年には運営権

がデンマーク教育省に委譲されて今日の原型が作られた｡

r若者の街｣は､設立後直ちにコンピュータ情報処理実習施設を設けるなど､時代をリ

ー ドする役割を果たしてきた｡また､設立当初は､模擬銀行や模擬保険会社等を置き､擬

似的職場体験の捷供を主軸とした｡しかし､義務教育段階において企業での体験学習が普

及するに従い､疑似的織場体験の必要性が低下したことを受け､1980年代後半からプロ

グラムの抜本的変革が進められている｡

2.今日の具体的実践から

｢若者の街｣におけるプログラムは､生徒用1日体験プログラム､及び､教師等指導着

用研修プログラム (2日間)に大別される｡生徒たちは､社会科等の授業の一掃として学

年単位 (デンマークの大多数の学校では1学年が1-2学級で構成される)で r若者の街｣

を妨れるが､体験プログラムに参加するためには下図のような事前 ･事後研修が原則とし

て義務づけられている｡

√

=..I......し

噛 一 陣校での事前授対 -
目的･手順の理解 目的の明確化
プログラムの体験 グループ分け

｢若者の街｣での体験

この原則は､学校における通常の学習とは隔絶した､いわば ｢ハレの日｣の体験にとど

まらす､学校教育と有機的に結びついた体験を環供するものとして注目に催しよう｡

以下の紙幅では､筆者自身が体験させていただいた二つのプログラムの実践を､できる

だけ具体的に紹介したい｡

(1)銀行協会の提供によるプログラム

かつて rBANK｣と大きく看板を掲げ､銀行員としての模擬体験を中核に据えていた銀

行協会提供のプログラムは､その看板をはずし内容を次のように一新して実践されている｡

ここでのテーマは ｢私の将来とマネーマネジメント｣である｡-クラス 20数名の生徒

たちは､事前に7グループに分かれ､それぞれのグループごとに仮想の職業選択肢の中か
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ら一つを選んだ上でプログラムに参加する｡選択肢は､教師､看領専門家､A者経営者､

コンピュータ技術者等､銀行協会があらかじめ設定したものである｡当El､生徒たちは､

基礎学校に在学しているはずの 14歳から､25歳時点までの人生をシミュレーションして

いく｡義務教育を終えたらすぐに進学するのか｡もうそうならその学校は自宅から適える

のか｡アパートを借りるとすれば､いくら必要なのか｡家具や電化製品はどの程度必要で､

その予算はいくらか｡車は購入するのか｡更に上級学校に行く場合はどうか｡就職先はど

うするのか｡結婚はするのか-･･･｡ある職業に就くことをめざし､夢をかなえる中で遭遇

するであろう様々な選択肢を前に､生徒たちはワークシー トとパソコンを基本ツールとし

つつ､商品カタログ､不動産情報､学校案内等を参照しながら､グループごとに一つの仮

想人生を構築していくのである｡このような活動を経た生徒たちは､後日学校にて､それ

ぞれの体験をもとに､貯蓄の重要性､ローンの組み方とその返済､金利のしくみ､銀行の

機能などを学ぶことが予定されている｡

銀行協会が捷供するこのプログラムは､模擬銀行員としての経験を与えるかつての枠を

大きく広げ､多様な生徒の関心に対応しつつ､生徒の将来設計に経費という現実吟味の視

角を付与することに成功していると言えよう｡それでいてなお､銀行協会が捷供するプロ

グラムとしてのオリジナリティーは失われていない｡

(2)デンマーク国軍獲供によるプログラム

ここでのテーマは r天然資源をめぐる国際的利害胡乱 である｡生徒たちには､事前に

仮想地図が配られている｡そこには湾岸を取り囲むように国々が位置し､それぞれの国に

は独自の地理的 ･歴史的 ･経済的 ･社会的状況が設定されている｡このような中で､湾の

一角に海底油田が発見された｡油田をめぐる利権交渉は湾岸各国とも自国康位で進めたい｡

どうすれば平和的な国際協敦ができるのか｡この点をめぐる協款が本プログラムの焦点で

あり､生徒たちはそれぞれの国の代表者として､仮想の国際会議での発育が求められる｡

プログラム冒頭での概要説明の後､生徒たちは､それぞれ担当する国家の中枢人物とし

て国内討議を始める｡所定の時間が来ると､第一次国際協議の開催である｡冷点が出され､

意見の食い違いが見られる｡合意には至らないまま時間切れを迎えた｡次いで国内再討議

とそれに続く第二次国際協議が行われる-････｡

このような活動を通して､生徒たちは国際社会ルールの原則を体験的に学んでいく｡指

導者は現役軍人である｡彼は､国内討議において､｢そんな発言をしたら国際紛争につな

がる可能性も高いぞJとアドバイスも与えていた｡

本プログラムは､職業的疑似体験のレベルを進かに超え､ディベー トすらも超越してい

るように感 じられる｡仮想の状況下とはいえ､具体的な国際緊張が生まれ､それを沈静化

しつつ論点を明確化する必要に迫られた生徒たちの表情は真剣そのものに見受けられた｡

職業的オリエンテーションとは明確な一線を画すこのようなプログラムとしては､仮想都

市の市長選挙をテーマとするものがすでに正規運用されている他､EU埠供による国際理

解教育プログラム､電力会社の提供による電力エネルギー間借関連プログラム等が近年中

に実施される予定となっている｡

3.プログラム運営の原則

r若者の街Jにおけるプログラム運営にはいくつかの原則がある｡

まず費用の点では､施設 (建物)の維持 ･管理費は r若者の街｣が負担し､各プログラ
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ムに必要な設備 ･教材 ･人件費は提供団体が負担するというルールが､全プログラムに適

用されている｡ r若者の街｣にとってはコス トの大幅な削減方策であり､提供団体にとっ

ては社会貢献として企業イメージの向上につながる便益が生じるしくみとして興味深い｡

次にプログラム開発においては､提供団体と r若者の軌 との共同開発原則が採用され

ている｡開発された試作プログラムは､r若者の街l併設基礎学校 (8-10学年のみ｡デ

ンマークの平均的生徒集団に最も近い生徒構成となるよう入学者選抜を行う｡)の生徒た

ちを対象に実践され､その結果を踏まえて改善が重ねられる｡完成度が高まった段階で､

r若者の街｣での公開プログラムとしての実践に移されるのである｡その後､2年～3年

の実践を経て高い評価を得られたものについては､詳細な実践マニュアルの作成､指導者

群習会等を実施し､外部機関での実践を可能とする方策をとる｡r若者の街｣が､いわば

実践的教材開発センターの役割を果たしていると吾えよう｡

Ⅲ.｢若者の街Jから学ぶべきもの

｢若者の街｣における実践は､撒業教育の可能性を大きく開くものとして注目に値する｡

職業教育は､これまで果たしてきた中核的役割- 特定の職業 ･産業に就職する際に必要

とされる知識 ･技能の修得援助- を維持 ･拡充しつつ､進路意織形成援助､人格的 ･社

会的スキルの獲得援助等にも力を発揮すべきであろう｡中等教育後､就樺を予定する者に

対象を限定しない織業教育の在り方の一方向性を示す事例として､r若者の街｣の諸プロ

グラムが示唆するものは大きい｡

また､今後わが国でも広く求められる学校と学校外諸機関との連携を考える上でも､r若

者の街｣における実践から学ぶものは少なくない｡今後､学枚と企業は､特定の人材育成

や技術修得援助の領域における連携を更に拡充すべきであろう｡それに並行して､企業が

果たしている社会的役割に関する正しい常織を深める点においても積極的連携を図るべき

ではなかろうか｡産業界が自らの任務と機能を広く青少年に伝えることにより､彼らの職

業観 ･社会観は飛席的に深化し得る｡｢若者の軌 における銀行協会 ･国軍提供の両プロ

グラムとも､その典型的事例として理解して良いように思われる｡

最後に､r若者の街｣がもつ教育プログラム開発センターとして-の側面に注目しよう｡

既に紹介したように､r若者の街｣は単に体験プログラムを凍供するにとどまらず､全国

各地での実践プログラムの開発拠点としての役割も果たしている｡デンマークとの比較の

上で造かに広い国土と多くの人口をもつわが国では､このような機能を発揮する施設の設

置が不可欠と言える｡

(藤田 晃之)
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兼1群 JrJE汲書分科会

第3章 今後の職業教育の在り方

I.高等学校職業教育の教育理念の転換一職業社会化にむけて一

先に､専門学校に入学してくる生徒の中には､不本意入学者や目的意識や学習意欲がみ

られない生徒が少なくないと述べた｡この状況に対する有効な方策としては､目的意識を

持った生徒とはある程度区別して､彼等向きの職業教育を展開することが必要である.

その一つの視点として､従来の ｢専門性の育成｣という狭義の職業教育とは異なる ｢進

路選択能力や職業意識を育む職業教育｣の推進が重要である｡つまり､学ぶことに意欲や

興味 ･関心を示さない生徒への対応として､職業教育の優れた教育力を活用して､学ぶ面

白さを実感させたり､学習の動機付けをさせたりすることに力点を置くことである｡つま

り､職業教育に伴う実験 ･実習などの体験的な学習を r手段Jとして､職業教育を展開す

るのである｡ひたすら専門性を身に付けさせるハー ドな職業教育ではない､生徒の "やる

気''の醸成や職業意識の形成をねらいとする職業教育を目指すものである｡その結果とし

て､本来の専門性が培われることも期待できる｡

勿論､すべての専門高校の生徒に対して､そのような教育理念を当てはめようというの

ではない｡専門高校の教育課程のタイプとして､専門教育-の関心度やグレイ ドに合わせ

た教育課程を工夫することを提唱したい｡

Ⅱ.社会の変化に対応するための教育課程の改善

ここで重要なのは､それぞれの専門教育の基礎 ･基本を明確にし､その徹底を図るとい

うことである｡また､従来の大学科の枠組みの見直しやいわゆる小学科の整理統合や示し

方の工夫も必要になろう｡

1.生徒の実態に踏まえた専門教育の基礎 ･基本の徹底

.従来の教科 ･科目の枠組みに拘った指導内容 ･指導方位は､もはや現実の産業構造 ･就

業構造にそぐわないものとなっている｡生徒の特性 ･実態も先に述べたように多様である｡

そこでまず､入学した第1学年において履修する科目について改善が必要である｡

例えば､職業に関する専門教育の導入科目として､ r産業基礎Jと称するような科目を

設置し､広く産業についての基礎 ･基本を学習させる｡あるいは､総合学科における原則

必修科目である ｢産業社会と人間｣を､専門学科の基礎科目として共通に履修させること

も考慮されてよい｡要するに､幅広い専門の基礎となる内容を見極め､その上に立って､

個に応じた専門教育を展開するシステムを構築する必要がある｡

2.地域社会との連携を麿にした職業教育の展開

社会の変化に対応して､既成学科の見直しや新しい学科や類型 ･コースの設置､教育内

容 ･方法の改善､進路指導の充実などへの積極的な取り組みが､特に､専門高校において

求められるのである｡その視点として､地域社会に根差した専門教育の在り方を探ること
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が重要である｡卒業時点の就職を専門教育の到達点と考えるのではなく､地域の産業や文

化の振興にかかわりながら､生徒の個性を伸ばしていくという視点が大切であろう｡以下､

その一端を事例として紹介したい｡

(》都立M農業高校 従来の農業学科を畜産科学科 (旧畜産科)､食品科 (旧食品製

造科)､園芸科学科 (旧園芸科)に変更するとともに､2年次から類型制を導入し､選択

科目を増やして､生徒が早い段階から興味 ･関心を持った分野に取り組める基盤を作った

のである.外部指導員の導入による専門教育の質的向上､長期休暇中の生徒の自主的な体

験学習 (北海道などの農家に醜農 ･畜産を学びにいく)､地域の幼稚園や小学校における

｢ミニ動物園｣の開設､地元の駅での花壇づくり､ ｢楽しい園芸教室 (寿教室)｣など､

地域と一体化した教育活動を進めている｡農業を産業教育とともに､ r衣食住｣の文化教

育として位置付けて指導するという方針が新鮮で､明確な実践となって示されている｡

(診島根県S水産高校 r地域が必要とする学校づくり｣という理念の基に､平成2

年度､漁業科に栽培漁業コースを新設し､海を ｢漁業の場｣としてだけではなく､ ｢育て

る場｣としても位置付けて漁業教育を実施しているQ地元漁業者と協力して､貝類の特産

物を開発し､島の漁業や暮らしの発展に役立っている｡また､近年は､ダイビングの流行

に着目し､海洋レジャー ･マリンスポーツの指導者を育成しようと潜水夫の資格取得を目

指す教育秩程を編成 ･実施し､全国一の合格の実績を上げている｡学科としての特性をよ

く生かし､地域社会の産業の振興､有為な人材の育成に努めている事例と言えよう｡

Ⅲ.学故から社会への移行を円滑にする方策

1.専門学科における現場実習の実施

今後､企業などとの連携を一層密にして､企業などにおける現場実習を活発に行うこと

が､生徒の職業観の育成や専門性の基礎の習得の上で､極めて大切である｡このような学

習の成果は､生徒や受け入れ企業の人々からも高く評価されていることでも明らかである｡

いくつかの事例を挙げて､参考に供したい｡

①工業学科における ｢現場実習｣の実施概況 平成8年度の産業教育担当指導主事

研究協議会資料によれば､公立高校 (工業)全日制では､下表のように実施されている｡

7年間に実施学校数及び実施学科延べ数とも､5.7倍に増えている｡実施学科は､建設

系､機械系､電気系､化学系､情報系の順で多い｡実施科目は､ ｢実習｣63%､ ｢課題

研究｣31%､その他6%となっている｡実施学年は､3年52%､2年45%､1年 3

%､日数は､3日が41%で最も多く､以下1日､2日などとなっている｡長期休暇中に

実施する学科も漸増している｡実習先は､学科関連の企業 ･官公庁などである｡

平成2年度 平成5年度 平成8年度

実施県数 19 31 41

実施学校数 27 85 154

実施学科延べ数 49 166 280
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②埼玉県S総合技術高校における現場実習の事例 電子機械科 ･情報技術科 ･工業

デザイン科 ･商業科 ･服飾デザイン科 ･食物調理科の6学科からなるS校は､昭和58年

4月の開校翌年以来､第2学年の生徒全員を対象として､1学期の7月上旬から中旬まで

の2週間､現場実習している｡各学科とも5月末までに ｢現場実習先｣を決定している｡

例えば､電子機械科では､30数社と折衝し､ 6杜に現場実習を依頼し､商業科では､

東武 ･三越 ･西武 ･伊勢丹などの百貨店6事業所に依頼している｡教育課程上の位置付け

は､ 1日平均 6時間で正味実働日数 10日 (6時間×10日)-60時間を2単位相当分

として､所定の科目 (r総合実践｣)の時間数に加算することになっている｡ (他に ｢電

子機械実習｣｢調軌 など)今後の課類として､ l一現場実習｣を評価し単位認定すること､

他の学習指導や進路選択との関係付けなどがあげられている｡

③宮城県 1商業高校における ｢校外商店販売実習｣ 昭和56年以来続いている勤

労体験学習である｡営業科3年生約90名が､Ⅰ市商工会議所から選定された小売店約2

5事業所で､6月の中旬の3日間､開店時から17時まで実習する｡事業主が､実習生ご

との ｢評価票｣に評価を記入し､巡回教師がそれを参考にして､ ｢総合実践｣の1学期末

考査点としている｡販売実習の事前指導として､県内の各事業所から社貞教育用のビデオ

テープ (顧客心理と応対､販売員サービス､職場の執務態度など)を借用し使用している｡

また､数名の社会人講師を招き､ r情報化 ･個性化時代の小売業界と販売員の在り方｣な

どの講演会を開き､事前指導の効果をあげている｡

④千葉県A高校福祉科 マンパワー養成を目指す福祉科では､ ｢社会福祉実習Jと

いう必修科目を6単位履修することになっている｡2年 ･3年次において､15の社会福

祉施設の協力を得て2週間実習を実施している｡

｢産業現場などの実習｣は､職業に関する理絵あるいは-斉指導による学習との統合を

図る学習形態であるが､同時に事前 ･事後の指導の工夫によって､進路指導の充実にも役

立つのである｡今後の課層として､ r企業実習｣の単位終定､実習先の確保 ･企業との恒

常的な ｢連絡協議会｣の開催などが､実践校を更に拡充するために必要である｡つまり､

学校と企業とのパー トナーシップが､今後の職業教育の展開の上で重要な役割を果たすこ

とに留意し､各県の教育委員会も両者の連携について積極的な支援を図る必要がある｡

2.先端技術教育センターにおける生徒実習

各県で構想されつつある先端技術教育センターは､高性能のNEC旋盤やコンピュータ

を整備し､学校では教えられない高度で先端的なコンピュータ技術や経営管理手法の基礎

を数日間にわたり実習するところである｡財政事情のため､各県の設置状況はごくわずか

であるが､今後､この種のセンターの設置が待たれる｡

T県では､既にセンターも新設され､主に工業学科 ･商業学科の生徒が､ほぼ3日間通

学して､コンピュータを駆使した作品製作技法の実習やシミュレーション･ゲームの実践

などを行なっている｡教育委員会では､今後､普通科の生徒にも職業体験の一環としてこ

の rセンター実習｣を位置付け､センターの利用を広げる予定にしているOまた､夏期な

ど長期休業中は､教職員の研修のために利信用されており､教員の情報教育の指導力の養

成にも役立てている｡

このようなセンター実習は､企業実習とは異なるが､先端的な技術 ･ビジネスの一端に

触れ､職業についての関心 ･心構えや情報活用能力の基礎を身に付ける機会となっている｡
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今後､実習機会の一層の拡大や生徒の学習成果の単位恐定などに向けての教育委員会の支

援が望まれる｡

3.高等教育機関-の接続を可能とする方策

現在､専門学科の生徒の20- 30%が､継続教育機関に進学しており､年々増えてい

る｡このことは､学校側の進学希望に対応した積極的な取り組みの成果でもあるが､大学

側等の専門学校生徒-の推薦入学枠の拡大 ･専門科目による代替受験 ･取得資格の評価な

どによるところも大である｡今後ともこうした生徒の上級進学-のニーズにきめ細かく対

応することが望まれるのであるが､次のような課題も指摘しておきたい｡

①専門高校が､進学希望者の進学ニーズに対応して､普通科目をより多く履修できる教

育妹程を編成することは大事なことである｡しかし､専門教育を主として施すという専門

高校の独自な使命が､そのために損なわれることがあってはならない｡専門性を深化した

い生徒､職業教科 ･科目の学習を通して自身や学ぶ喜びを得たい生徒など生徒の多様な学

習ニーズに対応した調和のとれた教育株程を編成 ･実施することが求められる｡

②大学などの高等教育機関は､専門高校の生徒の入学後､その専門の学習歴に応じて､

大学の必修科目の必修免除の措置を繕じたり､より進んだ科目の履修を進めたりして､専

門高校出身者の専門性を生かす指導 ･支援をすることが大切である｡大学等の継続教育の

成果が問われるところである｡

Ⅳ.普通科生徒-の職業意識の顔成と職業教育

近年､普通科高校では､教育理念上の理由からというより､生徒の就職など進路の多様

化に対応して､職業科白を溝択履修させる学校が増えている｡文部省によると､平成7年

度普通科高校全体のうちの 61.4%が､職業科目を開設している｡また､県によっては､

普通科高校の-年次より､情報ビジネス ･国際錘解 ･福祉などのコースを設け､生徒のコ

ース選択によって職業教育をかなり施す学校もある｡

更に､ r学校間連携｣の制度を活用して､専門高校と連携して､一部の生徒ではあるが､

r園芸l｢情報技術｣r簿記｣などの職業科目を他校で履修し､職業休験や職業的な知識

･技術の学習過稜で､普通教育で学んだ知識や方法を活用している｡このような横向を更

に拡大することが大切である｡

また､現在､文部省は､ ｢専門高校等と産業界との連携推進事業｣研究指定校を各県の

高等学校に依頼し､生徒の r現場実習｣､ r外部講師の導入｣､ r教職員の現場研修｣な

どを通して､高等学校の活性化に努めている｡これらの施策の一層の推進が必要である｡

Ⅴ.職業資格制度の確立と学校における資格取得の評価

我が国における資格制度の整備とその活用を図ることが急務である｡また､職業教育に

熱心に取り組んだ成果として獲得した職業資格が生かされる方策を､企業 ･学校 ･行政機

関が一体となって検討 ･実施することを期待したい｡

1.専門教育の分野の活用状況

-76-

shibata
テキストボックス



①工業の分野 全国工業高等学校長協会の調査結果によれば､平成7年度に国家資

格について配慮した教育課程を実施している学校は､336校 (回答数の57%)であっ

た｡多い順に内容をあげると､危険物取扱主任者 ･ガス溶接技能講習修了証 ･ボイラー技

師 ･第二種電気工事士などである｡このような国家資格の取得のために､相当数の単位を

専門科目に充当してきたが､今後､工業学科における専門科目の標準単位数の縮減で､資

格取得への新たな対応が求められている｡

②商業の分野 大学等の入学者選抜方法の改善により､商業学科の生徒は､取得し

た検定試験合格証事の等級を評価されるようになった｡しかし､民間企業の就織の際に､

この資格取得を正当に評価されることは､未だ少ない｡面接等による人物評価にウェイト

をかける採用慣行が強いと言えよう｡学校側と企業側との r梁格取得｣に関わる協議会を

開き､共通理解を持つことが大切である｡

③福祉の分野 福祉の分野では､高齢化の進展等のなかで､多様な福祉ニーズに対

応できる人材養成が求められるようになり､高等学校家庭学科の一つとして､福祉科に期

待が寄せられている｡看護学科と同様にかなり織業教育の目的は明確で､学科の目標で大

別すれば､介護福祉士等の資格取得を目指す福祉科 (福祉マンパワー養成)と資格敢得を

目的とせず主として福祉マインドの育成を目的とする福祉科 (大学等-の進学希望者向)

に分けられる｡平成7年度現在､福祉関連の′J､学科あるいは普通科等における稿祉関連の

コース ･類型 ･系列を置く学校は､141校に及んでいる｡在籍生徒数も1万人を超え､

今後とも普通科 ･総合学科へと拡大すると予想される｡

学習指導要領の改訂に当たっては､こうした職業資格の取得との関連を配慮することが

大切である

2.職業資格の社会的な評価の促進と α資格h行政

現在､福祉科では､ r社会福祉実習｣r老人介護｣r社会福祉援助技術｣r基礎介軌

などの臨床教育や家庭科の譜科目などを履修し､38単位を修得すれば､厚生省の示す基

準を満たすことになり､介頭福祉士国家資格の受験資格が諏められるので､卒業年次生徒

は､その試験の合格を目指して､意欲的に学習する｡合格率も高く､また､卒業生のうち､

3分の2の生徒が福祉系 ･看護系の職場に就職していることから､福祉科の生徒の r学校

から社会への移行｣は､現在までのところ円滑に進んでいるといえよう｡なお､各都道府

県よりホームヘルパー養成研修の指定を受けている学校では､卒業時に ､1-3級の倦

定証が授与されており､福祉科の卒業生にとって､資格取得は､福祉職として職務を遂行

する際の大きな拠り所となっている｡

このような生徒が取得した職業資格が社会的に公認され､就職の上でも生かされるなら

ば､専門高校への社会や中学関係者の関心も高まるであろう｡そこで､具体的には､取得

した資格を採用上あるいは就職後の処遇上に有利と絡める措置が､他の職業学科にも一層

制度的に拡大できないものかを検討する必要がある｡

その基盤づくりとして､家庭科関連の一郎の検定試鰍 こついて実施されている文部省謬

定の検定試験の範囲を他の工業 ･商業高等学校長協会主催の試験に早急に拡充することが

望まれる｡そして更に､上級の職業資格-とつながるような資格制度が望まれる｡

(吉本 圭一)
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T2辞 進島紬書分科会

第 1章 これからの進路指導の意義 ･基盤と方向性

第1節 進路指導の構造化の意義と必要性

今回の調査研究の目的は ｢中等教育における職業教育の在り方｣とともに､ ｢学校進路

指導の構造化｣を図ることにある｡この後者のねらいを端的にいえば､次のようである｡

(1)小 ･中 ･高等学校の12ヵ年にわたる進路指導の一其化､体系化､連掛 ヒを目指す｡

(2)児童生徒の発達段階の発達過程にみあう進路指導の自壊 ･内容や方法を明確化する｡

(3)人間としての在り方生き方や主体的な進特の選択と決定を援助し､その後の教育 ･

職業生活の中で自己実現に必要な能力を育成する｡

(4)このような進路指導推進のための概念モデルと実践プログラムを試案的に策定する｡

こうした観点から､進路指導構造化の意義と必要性を簡軌 こ3点あげて見よう｡

第1は､小､中 ･高等学校における進路指導を構造化し､その実践的推進を図ることに

よって､この教育活動が本来有する指導 ･相談株能をいっそう活性化する必要性が強まっ

てきていることである｡顧みれば､学校進路指導については､これまで永年にわたる適切

な法的整備や様々な行政施策､全国の先進的な中学校､高等学校における開拓的､先導的

実践にも拘らず､小学校段階では不必要､中 ･高等学校では選択期での進学準備的な指導

や就職斡旋的指導､大学などでは就職斡旋的活動､などとして捉えられ実践されてきた嫌

いがあるOしかし､こうした対策的､一過性的､非本来的な指導観 ･実践観に留っていた

のでは､最近の青少年の生活 ･学習 ･進路行動の多様化 ･個性化に対してだけでなく､拡

がりをみせている進路不適応問題～不本意選択､高校中退､早期離転戦等～にも到底対応

できないことは自明である｡

既によく知られているように､近年の進特指導理論 (次称参照)によれば日､進路指導

とは､自己概念の漸進的形成､現実吟味とその戟業的転化を援助する過程とされており､

幼少期からの個人と進路の関係の深化を継続的､計画的に援助するという発達的見解が主

流になっている｡今後は､選抜から選択へ､競争から協働へ､強制から支援へ､指導から

援助へと､進路指導の基本的性格と教育的挽能を根本的に見直す必要があろう｡

第2は､学校における教育活動や進路指導の在り方については､これまでの各種教育審

議会の詩答申 ･報告や文部省の通達 ･通知等で改革が求められており､また､こうした改

革の動きに治った実践を支援する上で､進路指導の構造化が大きな役割を果たすものと考

える｡近年､産業界からも教育的要請や改革提言がなされている｡学校教育や進路指導に

関わる教育改革の動きは､既に本研究会による ｢中間報告｣ (平成9年3月)や､この報

告の ｢巻末資料｣に詳しいので､ここでは最近の産業界からの主な教育改革への渚提言2'

を取り上げておく.

ところで､いま何故､ここで産業界からの提言なのか､それは､人間形成や進路発達を

水流に誓えれば､水源地は家族､その中流が学校､下流が社会 ･企業となる｡便りにその

上流から汚染水が流れれば､申 ･下流は忽ち汚染されることは必定である｡このため､昨

今の汚染状況～表面化する教育病理と進路問題～に照らし､下流の産業界から､中 ･上流

での水質馴 ヒに対し､様々な提言が寄せられているからである｡
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例えば､ ｢創造的人材の育成～求められる教育改革と企業行動｣ (経団連､平8)では､

今後のわが国社会で求められる創造的人材の要件として､主体性､自己貴任性､独創性の

三点をあげ､その基本的方向として､複線的通釈横会の確立､受験過熱の是正などによる

人材育成システムの実現などが必要であるとするOこのため､教育界､行政､家庭におい

ては､多様な進路通釈機会の確立､大学の入試と教育の充実､学校教育における思考力と

体験の重視､ゆとりある教育環境の実現､家庭 ･地域の教育力の回復などへの取り組みを

期待する､とされている｡また ｢グローバル社会に貢献する人材の育成｣ (日経連､平9)

では､やがて到来するグローバル社会における入朝育成のため､初等中等教育では､学ぶ

喜び､目的意識､自ら考える力の育成､個性重視､英語教育の改善､高等教育については､

考える力の育成､異文化理解､学力向上､企業との連携､家庭教育に対しては､自律性の

育成､多様な体験活動､等々の教育 ･指導を望みたい､とある｡さらに､ ｢学校から合校

へ｣ (経済同友会､平7)では､従来の学校のコンセプ トを見直し､ ｢学校｣ (基礎 ･基

本教室)の周辺に､ ｢自由教室｣｢体験教室｣ (指導者には教員のはか各界の民間人や子

ども達の家族が参加する)を配し､この三学校 (教室)はネットワークによって援やかに

統合されたものとする､とされている｡続く､ ｢学働遵合の勧め｣ (同､平9)でも､こ

うした構想が引き継がれており､受験過熱是正のため､生涯にわたって学び続ける､個人

も企業も多様な目標､価値を認める､遊びを見直しゆとりと活力を取り戻す｡このため､

家庭一学校一企業の相互理解､相互協力が大切である､と説 く｡これらの提言は､国際化

時代の産集活動の基盤を支える教育 ･進路指導の在り方への､産業界からの強烈なアピー

ルとして受けとめておきたいものである｡

第3は､我が国の社会変化の一側面として､環境､情報などの国際化の進展があげられ

るが､グローバルな視野からみると､進路指導に関しても新しい汝が現れ始めている｡今

後､教育 ･指導の国酸化に対応するため､進路指導の国際的潮流をよりよく知ることが何

よりも大切であり､また､我が国の状況を姑まえた改革を進めることが必要とされている

ことをあげておく｡

管見によればう)､その国際的潮流は､次のようにまとめることができる｡即ち､

(1)進祐指導の目標を生涯にわたる個人の生き方に焦点化 (2)実践面では､進拷設

計､職業観形成､選択能力育成､雇用技能の習得などに重点化 (3)キャリア教育の

系統的､継続的推進 (4)生涯各期での進路発達課題の設定と達成援助 (5) ｢情

意｣に重きをおく進路相談の実践 (6)進路指導におけるコンピュータの利活用

(7)進路指導の評価の実施と活用 (8)進路指導専門家の養成と配置 (9)知識と

労働､教育と職業､学校と社会相互の架橋化 (10)進祐指導活動の生産化

などである｡我が国の教育風土や進路指導事情に別して､こうした国際的潮流の示す理論

的､実践的方向を漸進的に取り入れていくことが望ましい｡ (仙崎 武)

脚注 1)仙崎武､学校進路指導の基礎理論､文部省編 F月刊 ･産業教育JI､梅文堂､

1996､6月～12月連載､延28ページ

2)文部省､全国中 ･高校進路指導研修配布資料 (於 国立教育会館)平8,6月

主立に平9年5月

3)仙崎武､進路指導の国際的潮流､日本進路指導学会研究紀要 F進路指導研究』､

第17巻第2号､ (育)誠縫合企画､1997年5月､PP38-51
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《資 料》

進路指導構造化のための概念モデル検討資料
1997(平成9)牛9月15日 (仙崎 武)

1 文部省内産業教育分科会

キャリア教育を踏まえた生き方指導

2 文部省 埴輪指導の手引

啓発的経畿籍

3 文部省現行学習指導要領

特別括勤 (宇宿 ･HR活動例示)

4 東京都市指導主事会 く紀要)

5 愛知県教育センター (紀要)

6 兵庫県加西市教育季長全 く手引)

7 文部省指定､広島県立河内高校

(進路成熟度評価表)

8 キャリア教育実践､栃木県立小山高

くキャリア教育プラン､持串計画)

9 東京都教育庁指導部

(キャリア教育プラン)

10 栃木県佐野市赤見中学校

く進路意織 ･他度の評価表)

11 石川県北辰中学校

(学活､漣頻頴材系統)

12 栃木県鹿沼北中学校

(学括､進路指導計画)

13 文部省 連絡改善総合推進校

(埼玉､千葉､佐賀､島根､秋田､

東京など)

14 東京都立晴海高校

(指導項目)

小 :相集的自覚､中 :職業的方向付けと探索､高 :職業的探索の進化

と特殊化､連結の特殊化と集中的準備

小 :自己と退路の理解､中 :進路の振井と選択､高 :進路の吟味と決

定 (各発達段階例示)

頒賭適性の吟味 (理解)､連絡情報の理解 と活用､里ましい耽美現形

成､将来の生活設計､適切な進路の選択 (決定､進路先-の適応)

(ホ硬)

根菜的発達抹感 :意欲､自己 ･他者理解､体験学習､稚業的関心､変

化-の対応､身体 ･運tb｡ 小 ･中キャリア教育モデル :自己理解､

人間関係基礎､稚美観形成､啓発的経挨

小 ･中学校 :自己理解､連絡設計､職業 ･進路先理解

小 :自己理解､将来展望､職業体扱､噸業現形成.午 :自己理瀬､退

路設計､連銭什租

自己理解､職業理解､漣緒枚定 (開示情人4レベル投定)､

目標 ･領域 :高校生活の充実､現代社会の理解､キャリアの通釈､生

涯の充実｡ プラン :オリエンテーション､検査 ･桝室､蛾業活動､

枕書 ･討輪 ･見学､勤労体験､ボランティア､集団訓練､什報提供 ･

両横､学校行事

中 ･高 :自己理解､根葉 ･仕事の世界､キャリアの迦択､キャリア計

画と準備､

漣韓関心､職業観､自己理解､連絡情報､連絡計臥 進路通釈 ･速緒

適応､自己実現 (7日榎､35小目横､ADCで評価)

自己理解､自己啓発､自己実現 × 自己理解､連絡計画 ･相放､職

業観 ･進学観､進路仲報､体験学習

自己理解の探化､進路計画の立案､職業観の形成､連絡価格の収集 ･

活用､退路溝択過程の理解､進路適応力の伸長

自己理解､進路計画 ･遇択､職業観 ･勤労臥 進路情報､啓発的姓換

自己理解､自己啓発､自己実現 × 自己理椀､進摘設計､職業観､

進副 書報､体験学習､進路相談

人間を知 り自己を知る､学び方を学ぶ､職業と社会をカ る､自己実現

のために
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15 石川県立金沢伏見高校

(指導目棟)

16 筑波大学付属坂戸高校

(指中日棟､内容)

17 ミネソタプラン

(キャリア発達カリキュラム

大項目7､中項目28､小項目84)

18 米連邦教育局

(キャリア教育概念モデル､全国実

践基準)

19 全米職業什報女偏季長全

くキャリア発達ガイ ドライン要約)

(小)

① 自己机念のJL要性の理解

②他者と耕捷的に関わる技能

③成長 ･変化する重要性の理解

⑥教育上の達成の有益性の理解

⑤働 くこと学ぶことの関連性の理解

⑥キャリT什報の任すづけ ･理解 ･
席用

⑦個人の*任と伽 く習tRの主要性の

理♯

⑧仕事と社会の必要性 ･様態との関

連

⑨意思決定､方法の理解

⑳生活役割の相互関係の理解

⑬職業の変化､男女の役割の理解

⑳キャリT牧計のプロセスの理解

20E.Lハ-他F生涯を通じての進路指群Jl(小･中･高におけるキャリア
ガイダンス 例)

21 アリゾナ州 キャリアガイダンス

(JI甘)

(職業 ･技術教育モデル)一一一一一

自己理解､自己啓発､自己遇択 ･自己実現

自己理解､産業と職業､漣柘研究､学習計画､進路と自己実現

自己理解と吟味､生き方の自覚とプラン､暫定的キャリア設計と検討

､稚業 ･仕事の探索と啓発的経験､教育 ･根菜知織 と情報収集､漣塙

溝択プロセスと方法の明確化､キャリ7枚計の耗行 と実現

小 .中 ･高 ;自己理解､職業観形成｡ ノ｣､:職業的自覚､中 :連結方

向付けと探索､高 :探索深化と特殊化､集中的準備｡ 基準 :料断力

･態度､自己意汲､意思決定､教育意弘､漣臥 × K､小､中､

高､短大

小､中､高 :自己理解､軟膏的 ･職業的探索､キャリT設計

(中)

左

左

左

左

同

同

同

同

(高)

同左

同左

成長と莞津の強い影学の理解

教育上の達成とキャリア放計の理Af

働くこと学ぶことの凍榛的態度の必要

性の理解

キャリア情報の評価､班みかえる技能

の習得

仕事の維持､変化に備える技能の習得

仕事の本質と社会的必軍の理解

意思決定の技能の習得

同左

性役割の変化の理解

キャリア設計の技能の習得

〔琵芸;芸芸:≡芸:忘芸hJ3㌔霊芝こ芸悪化

自己と他者の理解､世界理解､スキルと耗鼓の嫌得､間腐解決のスタ

イル､アイデンティティの確立

第7-9学年 :技術的探索基盤､ 第 9-11学年 :テクノロジーと応

用的技能､ 第10-12学年 :テクノロジー-の準備
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12■ ▲lL～4分Ni ≠1+ これからのjIJIfb書の暮t･JrJlと方向性

第 2節 進路指導の理韓的基盤の理解

はじめに

かつては ｢進路指導に理論なし｣と論難された進路指導だが､今日に至る発展の中で､

いくつかの理論に支えられ､また理輪を構築してきたことを確終しておくことが重要であ

る｡進路の選択 ･決定､個性の伸長､自己理解､自己実現､進路発達､キャリア発達 - ､

これらはいずれも､その基礎に一定の理論的基盤を持った概念である｡進路指導はこれら

の概念によって支えられ､またその実践活動を通して､これらの概念を精練化してきたの

である｡ しかし､これらの概念あるいは用清が､その理始的基盤を離れて使われると､そ

こに個々人の個人的な意味が付与され､共通理解が困矧 こなるおそれがある｡従って､進

路指導の構造化をはかろうとするとき､進路持主削こ関する理漁的な基礎を確熟し､共通の

理解を持つことが重要である｡進路指等の問題点は､単に子どもたちの進路の選択 ･決定

をめぐる不透明感や混乱状況にあるのではなく､それを瓢沸し､整理し､方向付ける理論

的枠組みや概念が不明確である点にあると考えられる｡学校進路持軌 こかかわるすべての

教師には､進路指導に関する理漁的基盤の理解が求められるのである｡以下､進路指事の

構造化にあたって､確熟しておくべき概念あるいは理南について､主として心理学的な立

場から検討し､要約することにしたい｡

1.発達 ･キャリア発達 ･進路発達

進路緒戦は基本的に人間の発達過程に即して展開される活動である｡従って､ ｢発達｣

について整理しておくことが必要であろう｡発達とは､現在の発達心理学では､受胎から

死に至るまでの心身の形態や槻能の成長 ･変化を意味する｡つまり生涯発達である｡それ

は単なる成長 ･獲得の側面だけでなく､同時に衰退 ･喪失の側面を持つ｡いわば､獲得と

喪失のダイナミックな過程である｡獲得 ･成長のみのように見える幼児期や児童期も､実

は喪失の側面を持つのである｡個人の持つ条件や特性に対応して､社会的に発達が方向づ

けられるのであり､それは他の方向性や可能性を喪失することである｡こうして選択的に

特定の領域に対して最適化する形で発達が進展する｡進路を選ぶということは､従って､

発達の方向の特定化を意味する｡ここに進路選択の基本的な意義がある｡進路に関する選

択 ･決定を重ねることで､個人の発達は､より特殊化されたものとなっていくのである｡

発達の過程はいくつかの節目を持つ｡これが発達の時期あるいは段階である｡その時期

その時期に､心身の形態と牧能が分化し一定の統合した姿を見せる｡それは社会的な関係

の中で実現されるものであり､時間の経過で自動的に成し遂げられるものではない｡さら

に､一つの時期のまとまりは心身の変化にともなって変化し､次の時期に向けて再分化し､

移行していく｡この移行の時に連択が問題となる｡生涯の各時期の心身の形態と機能の特

質をとらえ､それらの連続の中に､発達の課題を位置づけ､教育の目標が設定される｡

キャリア発達はこの意味で発達と同義である｡ただ､個人が生涯にわたって果たす社会

的役割 (ライフ･ロール)との関係を中心として生涯発達の過程をとらえるという親点が
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その重要な特徴である｡さらに､各ライフ･ロールの個人による意味づけの違いが ｢生き

方Jを構成する｡その意味で､進路指導の構造化にとっての概念的な枠組みとなりうる｡

スーパーの ｢ライフキャリアの虹Jのモデルはこれを端的に示す一つの例であるが､今後

は､わが国におけるライフキャリアの枠組みを作り上げていく作業が求められるであろう｡

その際､各時期を通しての社会的役割の分化､統合､再分化､再統合のサイクル (キャリ

ア･ライフ･サイクル)を明らかにすることが課題となる｡これによって､進路指導の構

造化の理論的基盤が確立されるのである｡

進路発達は嘆味な概念である｡これは特に学校進路指導の中で取り上げられることから

学校段階おけるキャリア発達と言ってもよい｡学校教育段階で期待されるキャリア発達の

裸頴の達成を評価する枠組みとして用いられる｡しかし､進路という用語が内容を直接示

さないように､進路発達として共通の艶題を設定しても形式的なものになってしまう危険

性があることを啓沸しておくべきである｡たとえば､進路意志決定能力の発達がよく取り

上げられるが､進路の内容や方向性を抜きにしていかなる決定能力が考えられるのか｡さ

らに､最終学年での選択 ･決定に向けての進路発達ということが強調されすぎると､その

後の適応やキャリア発達との連続が軽視される危険性もあることを持株しておきたい｡

2.自己理解と自己実現

自己理解と自己実現は進路指導の中心的な概念である｡しかし､自己理解も自己実現も､

考え方によっては､人生究極の裸題であり､哲学や倫理学そして宗教の課題である｡ここ

で混乱が生じやすい｡進路指軌 こおける自己理解や自己実現は､過程であり目標である｡

進路指軌 こおいては､個々人の究極の課席としての自己理解と自己実現を目指しつつ､そ

れぞれの発達時期にふさわしい ｢自己理解｣と r自己実現｣をはかろうとする｡

進路汚毒削こおける自己理解の洗馬は､自己瓢枕あるいは自己意識の発達という観点で構

造化することができよう｡感覚的 ･知覚的自己から経知的自己-､自己にかかわる個々の

多様な具体的体験から抽象化 ･概念化-､自己中心性から脱中心化-､といった変化が幼

児期から青年期にかけての自己理解の基礎にある｡このとき､それぞれの変化において､

前者は後者の前提である｡たとえば､自己にかかわる個々の多様な具体的体験が豊かであ

るからこそ､それらを抽象化 ･概念化することができるのである｡さらに､生狂にわたる

自己意級について､梶田叡-(1980) ))は図のようにモデル化している｡このような発達の

過程が (幼稚固)､小学校､中学校､高等学校､ (大学)の進路指導の構造化の枠組みと

して考えられる｡

ところで､自己は他者を前提とする｡

他者の模倣や同一視､他者との関係や他

者との比較は自己理解の進展 ･深化の重

要な契機である｡この意味で､対人関係

の中に身を置くこと､集団の中で挟まれ

ることは､自己理解にとって必要なこと

である｡これらは従来､生徒指導の殊襟

とされてきたが､今後は進路指導にも適

切に位置づけることが必要である｡

さらに､自己理解は自分一人が納得す
生狸にJ,たるjl己玉It蛸 のJ:化 (恥11･1980)
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ればそれでよいというものではない｡それは自己満足にすぎないし､時には自意織過剰と

なる｡自己と他者とが理解を共有して初めて､進路に関する課題を解決できるのである｡

この意味で教師の生徒理解の重要性が強調されてきた｡しかし､それとともに､生徒自身

の自己表現の力が重要である｡それは一方的に自己を主張したり誇示したりするのではな

く､他者による理解を促進するような､社会心理学で言うところの､自己提示 ･自己開示

である｡これを含めた､コミュニケーション能力の成長が今後の進路指導の中で重視され

なければならない｡これによって教師の生徒理解と生徒の自己理解とが調和することが期

待できる｡それが､偏差値による振り分けに象徴されるこれまでの進路指導の問題の解消

に結びついていくのである｡

マズローは欲求の階層組織の頂点に自己実現の欲求をおき､それが実現された状億とし

て至高体験をあげる｡これはいわば究極の状態であって､現実にはこのような体験に出会

うことはまれである｡しかし自己実現と言うことが取り上げられると､このような状態を

想定し､それに到達することが常に期待されることになりかねない｡それはあくまで究極

の目標である｡より現実的には､個人の才能や能力を現実化し発展させていく過程を自己

実現ということができる｡自己の才能や能力､その統合体としての自己を､より望ましい

活動の中で発揮できることが自己実現である｡スーパーの職業的自己実現の考え方もこれ

に類するものである.従って､進路指導は当然これを目指すことになるが､その場合､あ

えて自己実現という目標を､それぞれの学校段階ごとに設定する必要はない｡人はもとも

と自己実現の基本的傾向を持つのであるから､重要なのは自己理解であり､それが活かせ

る場である｡教師はそういう場としての進藤を提示できるか否かが問われる｡加えて､生

徒には､進路に関する明確な希望､現実的で正確な知織と理解､それに基づく進路計画と

決断が必要となる｡

3.生徒の発達 ･教師の発達 ･親の発達

進路指導とは､生涯発達の中での個々人の自己実現を目指す指導 ･援助の活動であり､

このために､それぞれの学校段階で指導を完結させず､小学校､中学校､高等学校を通じ

て進路指導が構造化されなければならない｡それによってひとりひとりの子どもに自己実

現に必要な力 (生きる力)を育てていくことができる｡この発達過程が進路指導の視野に

おさめられていることが必要なのである｡ただ､その発達は決して子どもだけのものでは

ない｡子どもが自分の進掛 こたくましく取り組んでいけるということは､教師や親自身の

キャリア発達がそれに対応していることを意味す争｡生徒が自立的､主体的に進路の選択

･決定ができるということは､同時に親や教師自身がそれを可能にする成熟をしていると

いうことである｡これはどちらが先でどちらが後というのではなく､いわば相互発達とも

言うべきことである｡子どもの進路をめぐって､親も教師も子どもも発達していくのであ

る｡これまでの発達研究は､主として子どもに焦点化されたものであったが､現在は成人

期以降の発達が大きな研究テーマである｡生涯発達心理学が主張するように､発達は相互

に環境となりあって成立する文脈の中でとらえられる｡家庭や地域との連携とは､発達理

論からすれば､この文脈を重視することである｡子どもの変化 ･成長によって､教師も親

も変化 ･成長する､それがまた子どもの成長をもたらすという相互作用が考えられるとい

うことである｡ (菊池 武魁)

1)梶田叡-(1980)『自己意識の心理学』東京大学出版会
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第2章 進路指導構造化のモデルと展開

第 1節 構造化のための概念モデル

児童生徒の進路発達を促すことをめざす進路指導の構造化を図るにあたって､前章では､

まず理絵的枠組みである諸概念の明確化を試みた｡そこで､本章では､これらの理論に基

づいて･進路指導の構造化をめざし､実践プログラムの開発のためのモデルを提示するこ

ととした｡

I･欧米の進路指導に共通に見られる最近の傾向

児童生徒を取り婦む社会環境変化の現在の動向と将来の方向性に鑑み､r生きる力の育

成を目指す学校教育活動の一環としての進路指導｣の新たな概念モデルを構築するに当た

り･同様の社会変化と教育改革を経験してきている欧米の国々における最近の進路指導の

の基本的概念と具体的プログラムを検討した｡その結果､最近の傾向として､多くのプロ

グラムに共通する基本的概念と方向性が兄いだされた｡ここでは日本独自の構造化を図る

のに役立つと思われたプログラムの基本概念とモデルを要約することとする｡

1･アリゾナ州教育局のキャリアガイダンス

このプログラムは全米のキャリアガイダンスの代表的なものである｡このプログラムで

は､キャリアガイダンスを ト 人-人が様々な場面で直面する多くの閉居を解決すること

を学習することJとし､さらに rよりよい閉居解決のための学習を具体化することが F進

路発達 (careerdcyelopmcnt)』である｣と概念規定しており､具体的には､閉居解決に必

要な5つのテーマを進路発達殊鰭と定義づける｡そこで､K- 12学年に及ぶキャリアガ

イダンスの各段階のプログラムモデルでは､心身と情緒的発達を考慮した日常的活動を取

り上げ､それらを5つのテーマと結びつけている｡実践者のための手引きでは､具体的活

動の目標の説明とともに､｢これら5つのテーマは相互作用しているものであり､相互作

用させてはじめて､キャリア成熟が達成される｣ことを強調している｡そこで､ガイダン

ス担当者には､5つのテーマを絶えず相互に関連つけながら実践していくこと､および個

々の児童生徒が様々な活動を通して､テーマに必要な能力を育成させることが求められる｡

相互作用する5つの進路発達のテーマとは ①自分自身と他者を理解していく能力 (他

の能力と併せて自己と他者との関わりを深める);②世界を理解する能力 (他の能力と併

せて現代社会を構成する諸条件と人々との関わりに気づいていく);③スキルと鮭験を獲

得していく能力 (他の能力を発展させながら､さらに新たなスキルと経験を得ていく);

④問題解決のスタイルを改善する能力 (他の能力の発達と併せて､より効果的な間捌 牢決

のスタイルを発展させていく);および ⑤アイデンティティ (自己､社会的､機能的等)

を確立していく能力 (他の能力と併せてアイデンティティの感覚を増していく)である｡

2･全米職業情報整備委員会 (Nadona1OccupationalhJomalionCoordhlatingConlmittec
;NOICC)のキャリア発達プログラム

アメリカの教育改革を受けて､学校と社会との連携の強化を目指し､地域に根ざしたキ
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ヤリア発達プログラムを開発するための指針である｡その基本理念は､職場に人を合わせ

るのではなく､変化 し続ける職業界の中でその人らしく生きることができることをめざす

;そのため､個々人がその人なりに考え行動し将来を展望するのを刺激するようなフレキ

シブルで多方向的モデルである必要がある､とする｡その指針が捷示したモデルは､｢自

己知識｣､｢教育 ･職業探索J､及び ｢キャリア ･プランニング｣という3領域において､

小学校､中学校､高校､成人の4段階別に､プログラムの効果として期待される ｢目標J

と r具体的な行動指標｣から構成されている.目壕は一般的な進路発達目標であるが､学

習可能な能力 (compctencies)で表現されている｡行動指標の方は､各人が生涯にわたる

キャリア発達を自分で効果的に管理できるようになるために各段階で修得すべき具体的な

知識やスキル､能力で表現されている｡例えば､｢自己知識｣領域に関して､小学校レベ

ルでの ｢目標Jは r積極的な自己概念の大切さを知ることができる｣と ｢あの人と積極的

に関わるスキルを身につける｣であり､そのための ｢行動指標｣は ｢自分及び他者から見

られる自分の積極的特徴を貰える｣､r自分と他者の積極的な面を表現できる｣等である｡

なお､NOICCでは､これらの目標と行動指標は単独に存在するのではなく相互に関連し

あっていることの藩識と､児童生徒がこれらの力を修得し行動化できるように指導するこ

との重要性を指摘している｡そこで､各学校では､このモデルをもとにして､生徒の状況

に適した独自のプログラムを開発することが求められ､そのためにキャリアカウンセラー

の管理的能力と評価能力の育成が重視されている｡

3.共通する特徴

以上のモデルのほかにデンマークの r若者の街 (本報告書 pp.69･72参照)｣やカナダの

最近の進路指導のモデルを検討した結果､以下のような共通要素が兄いだされた｡

(む学校の進路指導を生涯キャリア発達の一部と位置つけ､その基礎作りを重視する

②プログラムの目標と効果を明確化するために conpctency･bascd-prograJn (育成する

具体的能力を基盤とした7'げ ラム)が望ましい

③選択力を育てるプログラムの構成要素には非常に共通点が多い

④具体的で日常的な活動を通して必要な能力をつけさせる｡一つの活動で複数の能力

を発達させられるという認識で､指導を行う

Ⅱ.構造化のための中核概念

以上の分析結果に加え､学習指導要領の ｢日本の中学 ･高校における進路指導の定義｣

及び ｢生きる九 等を検討し､そわ結果､competency-based(育成する能力を基盤とした)

を理念として､小学校から高校の12カ年に及ぶ進銘指導の構造化を提秦するに至った｡

教育界において cotnpetency-basedという考え方は一般化しており､進路指導に限られる

ものではない｡その意味するところは､教育プログラムを､対象者 (学習者とか選択の主

体者)自身が ｢ある具体的な課麿に対処するための能力を習得することを目標として､対

処する行動がとれるようになることをプログラムの成果とするように構造化する｣という

ことである｡したがって､プログラムは､具体的な評粗､それに対処するために必要な能

力､その能力を習得した結果として身に付く行動様式等で表現されたモデルである｡

現行の学習指導要領で示されている連絡指導の定義は､まさにcompetency･basedである

といえる｡なぜなら､この定義の目標は r進路を計画 ･選択し､就職または進学し､さら

にその後の生活によりよく適応し､進歩する 『能力を伸張する』こと｣と明言されいるか
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らである｡そこで､今回の構造化モデルの構築に当たっては､これからの社会に生きる児

童生徒にとってこのような能力 (competencics)で十分かどうかを検討し直し､かつ能力

の伸張を図るためにどうしたらよいか､またそのような能力を伸張するとは具体的にどの

ような行動がとれるようになることかを､現状に合わせて明確化することを目指した｡

なお､competenCy･based･prograJZLの特徴は､対象者一人一人がそのモデルが目指す能力

を身につけ､行動の変容をもたらすことであるので､対象者と状況に合わせて､具体的活

動内容や方法を選ぶことが､実践者に抹せられることである｡

1.co皿peteney(能力)の意味

compctcncyとは一般には能力と訳されるが､rある拝観への対処能力のことで､Dll練によ

って習熟するもの｣という意味を内包している｡帯渡を探るとラテン語のcompctoであり､

｢一緒に追求する､共同で得ようと努力する｣とか ｢あることをなすことができる､資格

がある､十分間に合う｣との意味である｡この青葉を用いる背景には､｢できるかどうかJ､

｢可能性があるかどうか｣という個人の現能力を重視する姿勢ではなく､｢訓練で習熟さ

せられる｣､r一緒に努力すればできるようになる｣という r育成｣の姿勢がある｡

なお､上述の欧米のプログラムで強調させていたように､ある課題を対処するためには

相互に関係しあった多様な力が必要であるということである｡つまり ｢自己を知る｣ため

には人間関係能力､情報収集能力､葛藤処理能力等が役に立つ｡言い換えれば､一つの力

を習熟すれば他の力も身に付きやすい し､発達するということでもある｡ちなみに

co皿pCtentとは r自信をもてる｣ことである｡児童生徒が rやればできると感 じ､自信が

もてるようになる｣ことがcompcteJICy･bascdの効果といえるであろう｡

2.基本的枠組みとしての4能力領域

在り方生き方を重視する進路指導において､12カ年を通して指導援助しなければなら

ない､言い換えれば､生徒が習得しなければならない不可欠な能力領域について､上述の

検討結果に基づき､殆どのプログラムに共通している4能力領域を基本的枠として取上げ､

｢自己理解を深め､自己実現できるようになるための｣プログラムの構造化を試みた｡

(1)キャリア放計能力領域 :キャリア設計の必要性に気づき､それを実際の選択行動

において実現するための諸能力

(2)キャリア情報探索･活用能力領域 :キャリアに関係する幅広い情報源を知り､様

々な情報を活用して自分と仕事 ･社会との関係づけを通して､自己と社会-の理

解を深めるための諸能力

(3)意思決定能力領域 :進藤選択で遭遇する様々な葛藤に直面し､複数の選択肢を考

え､選択時に納得できる最善の決定をし､その結果に対処できる諸能力

(4)人間関係能力領域 :自己と他者の両方の存在に関心を持ち､様々な人々との関係

を轟きながら､自己を生かしていくための諸能力

なお､これらの4能力領域には順序性はなく相互作用 しているので､各発達段階で各能

力群を育てる必要がある｡また､モデルの実践化に当たっては各能力領域が相互に関連づ

けられるように留意することが有効である｡たとえば中学3年や高校3年の進路決定時期

は､現実社会との調整を図り進路選択という行動を起こすという最も困難な課題に対処し

なければならない｡言い換えればそれまでに習熟した全能力を統合し､具体的に現実吟味

をしながら葛藤を処理し､一つの進路を選ぶという行動に集約させることで､発達課題を

達成するのである｡ (渡辺 三枝子)
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《資 料》

アリゾナ州教育局による ｢キャリア.ガイダンスブげ ラム｣ 基本理念

キャリアガイダンスとは ｢我々一人一人が様々な場面で直面する多くの間麿を解決することを学習
すること｣である｡よりよい間櫨解決のための学習とは 具体的には､''キャリア発達"のことであ
る ｡
キャリア発達は 相互作用する次の5つのテーマに分けられる｡

自分自身と他者の理解していくこと
世界を理解していくこと
スキルと経験を頒待していくこと
問題解決のスタイル (様式)を発展させていくこと
アイデンティティ (自己､社会的､機能的)を確立していくこと

5テーマの相互作用
1. 自分自身の探求､そして 限りある世界の中で他者といかに関わるかは､緊急の､かつま

すます強まる欲求である｡
2. しかし､人が自己成長する生成の過程は真空の中では起こらない｡人生というサークルは､

現代社会を構成する諸条件と人々との介入を回避することはできない｡ よりよく気づく
ことを通してしか､最善の場所は見つけられない｡

3. 従って,個人が､自己理解を増し､他者との関係作りの能力を発展させ､さらに世界につ
いての認織を広げるとき､スキルを獲得すると同時に,適切な経鼓を通して新たな特定の
スキルを獲得する必要性に気づくのである

4. 要するに､効果的な問題解決のスタイルがキャリア発達の中心となる｡もちろん､たれで
も間穎解決の様式を持っているが､それはもっと改善できるものである｡

5.このようなキャリア発達の課居がすべて相互作用するとき､人はキャリア成熟に到達し始
める｡そうしていきながら､それぞれの人は､第5の課題､アイデンティティの感覚が増
していく｡つまり､これがいわゆる"ァッ-ハ-"の過程であり､"これが私"･･そし
で これが私のやりたいこと"について､よりはっきりしたビジョンが得られる過程であ
る

例

小学校 : 児童が､各学年を通して､自分自身と他者に対して積極的な感情を持ち､自分の感情に
気づき,自分の能力を大切に思い､もっと効果的に問題解決できるように援助できるような､発
達的プログラムの運営をする事

K (幼稚囲) 自分に気づく
′ト学 1年 対人関係 レベル 1
小学 2,3年 自己と他者を理解する レベル2

意思決定 レベル2/3
自己に気づく レベル2/3

小学4, 5, 6年 決定したことや価値をおくことについて話そう

中学校
7学年 学習習慣の改善 :より効果的な知的学習ができるように援助

現在の学習習債と成績をチェック ;目標の設定や指示に従 うことの学習､聞
く能力の改善も含まれる

ガイダンス-のオリエンタ-ション :自分のソーシャルスキルを自己点検することによっ
て､対人関係および個人の内的世界についての理解を探め､発展させ､両方
についての目榛を作ることで､自己アイデンティティを発展させられるよう
に援助する

友人関係について :友達関係を維持するのに望ましい行動､友人関係を崩壊させる危険性
などについて考えさせることによって他者との関係を改善させる

これは始業式の後の第 1週日か2週目に行うことが望ましい
愛情について :愛について広く考え､様々な愛があることについて理解を深め始める､自

分の愛する人やものを取り上げ､愛情の表現の仕方を考え､自分の表現方法
を改善するように相互に援助する

相互依存について :人は相互に依存しあっていることを藩徹させることによって､すべて
の人々に対する態度と感謝の気持ちを発達させる､さらに､困ったときに援
助を得られる重要な人をいかに捜すかを学ぶ
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情緒について :感情と行動-のその影響､葛藤を取り扱 う

8学年 情報探索 :将来の目的である職業や学校についての情報や情報源の探し方とそ
れらを評価し 効果的に使えるように援助する

友人関係 :7学年の友人関係の続き
ムー ド:7学年の情緒の続き
決定 ;

9学年

何をしたいか :職業興味テス ト､学力テス ト､学業成績､その他の調査結果などを用
生徒が将来の進路設計をしてみるB
国語等の授業をとおして､このような活動ができるようにする

全学年を通して
保注者との関係

高等学校
個人特性 :生徒が人々がそれぞれこのように異なっているかに気づく

その違いはそれぞれのユニ-クさと作るよい面であることを知らせる
また､様々な場面で､その短所は長所になりうるという考えを発達させる

私は誰か?:測定や自己評価を通して､自分の能力､興味､価値観その他の特徴を考え
る｡それらの結果をまとめて自己像を描き､保護者にチェックしてもらう.

10学年の終わり 計画作りと選択
ライフキャリアゲームを通して､ 11学年に向けて､決定ができるようになる

環境の状況 :経済 ･社会 ･記述的諸要因がどのように就恥の機会に影響するかに気づく

情報探索 :耽美ハンドブック､大学要覧等の使い方､それぞれの長所 と短所､バイヤス
などを知る

自壊撫索 ･･12の琳集群についている人々のプロフィールを自分を比べ､3つの長期的自壊をみつ
けてみる

成合 :親秦や職場件験などを通して､様々な進路の可能性を探索しながら自分の長期約日操をさら
に探索できるようにする｡

保護者との閉居の解決 :保漢音との間での閉居に取り組む｡銅盤できないことを含み保護者との間
の問題の解決のための行動が取れるようにする

｢聴くJとのを学ぶ :他者の感情や要求によりよく答えられるようになるために低くことを教える

自信 :生徒が他者ともっとよい関係を発展､改善させられるように､自信をもてるようにする

積極的自己の探索 :生徒が自分のなし得たことに気づき､また他者のなし得たことを共有できるよ
うになる力を付けさせる｡
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皿.キャリア発達プログラム構造化モデル

米国の例を侯つまでもなく､わが国の進路指導においても､指導 (ガイダンス)と相談

(カウンセリング)の両活動の有横的展開が必要である｡｢キャリア設計｣｢キャリア情

報探索 ･活用｣｢意思決定｣｢人間関係｣の4能力領域は､両活動を展開す1る上での帯活

動を含む領域であり､ここに､この領域に沿った ｢わが国のキャリア発達能力の構濃化モ

デル｣を作成する｡ (11貢参照)

1.4能力領域の構成能力 (構造化モデルにおける能力ラベル)

4能力領域は､互いに独立したものではなく相互に作用しながら存在している｡しかし､

実際の進路指導において4能力領域の育成を図るには､独自性の部分も認め､それぞれに

ポイントを絞っていかなくてはならない｡そこで､4能力領域を､構成する12の能力で示

し､具体的な能力ラベルをつけた｡以下は､12能力のラベル名とその内容である｡

(1)キャリア設計

能力1 生活上の役割把握能力

キャリア設計は毎E]の生活の延長線上にあるo生活の役割を把握し､その関連

を示す能力はキャリア設計を行う上での基礎的能力である｡

能力2 仕事における役割認識能力

仕事には様々な役割があり､それぞれがどのように関連し､変化しているかを

認識する能力である｡キャ])ア設計を行う上での実際的能力である｡

能力3 キャリア設計の必要性および過程理解能力

計画的に人生を歩み､夢をかなえていくためには計画が必要である｡その必要

性を理解し､実際の選択行動過程を観戦していく能力である｡

(2)キャリア情報探索 ･活用

能力4 啓発的経験への取組能力

実際の経験を通し現実のキャ7)アの世界を知り､それにより様々な能力を発展

させた経験を獲得しようとする能力であるあ｡

能力5 キャリア情報活用能力

キャリアに閑する情報を知り､発達段階に応じた活用を行い､仕事と社会とを

関連付けながら､自己と社会への理解を深める健力である｡

能力6 学某と職業とを関連付ける能力

学校で学ぶことが､社会生活や職業生活でどのように関連し､機能するかを知

り､学校教育の意味を理解していく能力である｡

能力7 キャ])アの社会的機能理解能力

キャリアに関する情報を､社会におけるその必要性やその裁能の面で理解し､

キャリア設計につなげる能力である｡

(3)意思決定

能力8 意思決定能力

意思決定に伴う責任を受入れ､決定へのプロセスを理解する能力である｡様々

な葛藤場面の複数の連択肢から､選択時に最善の決定を行う能力である｡

能力9 生き方選択能力

憧れから現実へ進行するなかで､自己の生き方にそった職業やその他の諸活動

を選択していく能力である｡
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能力10課窺解決 ･自己実現能力

自己理解を深め､自己実現を推し進める過程で直面する課嶺を設定し､それに

兵争に取り組み解決する能力である｡

(4)人間関係

能力11 自己理解 ･人間等垂能力

自己理解を進め､他者との関連で成_立する自分の行動を､キャリアとの関連で

理解する能力であり､その過程で他者を尊重する心を養う能力である｡

能力12人間関係形成能力

他者から受ける自己への様々な影等を理解 し､人間関係を形成しながら自己の

成長を遂げていく能力である｡

2.構造化モデルとこれまでの発達課題との整合性

構造化モデルの育成すべき青能力が､これまでの進祐指導で示された発達課題との整合

性の上に設定されているか確認するため､文部省 ｢進路指導の手引善一啓発的経験編｣

(昭和59年)例示された進路発達課題と学級活動 ･ホームルーム活動の活動内容例との槻

連を見る｡発達課執 ま､学校段階ごとに以下 (表 1)の7項目 (①～⑦)が示されている｡

表1

小学校 中学校 高等学校

1自己像の形成と発展 自己理解の明確化 1自己理解の現実吟味

動労習tFの習得 人生設計立案責任の受容 好ましい生き方の自覚

職業概念の理解の習得 定的進特計画の立案 進路計画の再検討

職業人モデル-の同一 啓発的軽験の獲得 啓発的経験の瀬化

人間粥係技能の習得 教育 .職業情報の収集､扱ぎ. 教育 .職業情報の選択的活用

6自己の客観化の拡大 6進路選択過程の理解 '路の決定と過程の一般化

表1の中の(9-(丑と､構造化モデル

の12の能力との関連を示したものが､

右の表2となる｡小 ･中･高校の学校

段階を､児童期､思春期､青年期前期

に相当させると､①～⑦のすべての発

達課題は､どこかの能力の収まる｡

能力1､能力2については､すべて

発達区分で､発達課題との関連は示さ

れていない｡それぞれの能力の示すラ

ベルは ｢生活上の役割把握能力｣と ｢

仕事における役割認識能力｣である｡

こうした生活や社会における役割を把

握 ･認沸するという視点で､新たに能

力を構造化モデルに加えることができ

たことは､今回の構造化のひとつの成

果である｡

能力領域 妹 分 児童期 患春期 青糊醐

キャリア設計 力1力2

力3 ②③⑥ ⑧

キャリア情報探索 .活用 力4 ②(5) ㊨(9 ④⑤

力5 ⑧ ㊨ ⑤

力6 ⑨ @ @

力7 ③ ⑤ ⑤

意思決定 力8 ② ㊨

.力9 a a

力10 @ ⑦

人間関係 力11 (》(診 @ ㊨

(三村 隆男)
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2.これからの進路指導の目標と方向性

現在の学習指導要領では進路指導を人間としての生き方指導の一環として位置付け､総

則に ｢生徒自らの (在り方)生き方を考え､主体的に進路を選択できるよう､学校の教育

活動全休を通じ､計画的､組織的な進祐指導を行うこと｡｣ (()内は高等学校)と示さ

れている｡ この目標の中でとくに ｢学校の教育活動全休を通じてJという視点と第 15期

中央教育審議会答申の理念である ｢ゆとりの中で子供たちに生きる力を育む｣を鞄まえて

これからの進路指導を考えていくとき､特別活動という学校教育活動の一億域から各教科

学習の中でも4つの能力領域の育成を図ることが必要である｡

進路指導の主たる領域が特別活動であることに変わりはないが､各教科学習の内容につ

いてもこれら4つの能力領域は密接な関連性を持っており､縦糸と横糸によって織物がで

きる関係に似ている｡そこで､各教科における学習到達度についてもこれら4つの能力を

踏まえ評価することで､進路指導が学校全休の教育活動として位置付けられ､さらに生徒

一人一人の自己理解が深化して､適切な進職選択が可能になってくる｡

3.教科における4つの能力領域

(1)人間関係能力領域

人間関係能力領域は日々の学校生活の&.らゆる場面で育成される｡自己紹介や他己紹介

による相互理解､班活動や委員会活動によ'る協力性､集団生活における協調性さらにそれ

ぞれの個性を認めあう寛容性などである｡教科学習においても教科書を通して ｢話す ･聞

く･読む ･着く｣の4領域を学び内容を理解し､知識を豊かにすることは人間関係の基礎

であり､言語運用能力を豊かにすることは人間関係能力領域の基本である｡

(2)意思決定能力領域

意思決定能力領域は学習指導要領の基本方針の一つである ｢自己教育力の育成｣と一致

している能力領域である｡学校生活のさまざまな場面で葛藤 ･比較検討 ･選択 ･決断へと

自己判断が求められる｡ このプロセスが意思決定能力を育成していく基本である｡一方､

教科学習においても疑問点を指摘しその解決方法を考えたり､個々の問題について答を見

つけ出したり､さまざまな課題に取り組む姿勢などがこの能力侵域に該当する｡

(3)キャリア情報探索 ･活用能力領域

キャリア情報探索 ･活用能力領域は教科学習で必要な資料収集や資料の活用方法を学ぶ

ことで育成される.小学校における社会科見学はこの能力の基本的な学習場面であるし､

学校 ･家庭 A社会生活全般に必要な能力である｡

-方､進緒指導の領域である職場訪問 ･職場体験 ･上級学校調査等はこの能力の発達に

負うところが大きい｡

(4)キャリア設計能力領域

キャリア設計能力領域は教育活動全体に関係するものであり､学習を通して自分の興味

や関心のあるものに気づき､得意な分野や不得意な分野について自覚することもできる｡

一方､集団生活や社会生活の中で自分の性格や人間性さらに自分の立場や役割について客

観的な判断ができるようになる｡このようにキャリア設計能力領域は現在の進持指導で求

められている諸能力に基づいて自ら判断行動する能力として位置付けられるものである｡

(池田 英乗)

ー97-

*2tl 遵JI沌書分科会 *2暮 jIJ8沌書群立化のモデルとJi眺

第2節 構造化による進路指導の展開と実践プログラム

I.梢連化された進時頼尋の推進体制

1.推進体制における重要事項

基本的な枠組としての 4つの能力領域を考え､これからの進路指導ということで､

小 ･中 ･高と進祐指導の構造化を図ってきたが､これらのことを推進していく上で重

要事項として､次の点が考えられる｡

(I) 進路拍尊を進学指導として､また､蛾業ガイ ドなどの l単元として捉えるのでは

な く､人間関係能力など4つの能力領域を育成する立場､すなわち､生きる力を育

成するという立場で捉えていく｡

(2) 進路指導を学校進路指尋としてだけで捉えるのではなく､保護者､地域社会とと

もに進めるものとして (横への広がL))､また､学校教育だけでなく､軌学前､社

会に出た後の生涯学習という観点として (縦への広がI))､すなわち､一人の人間

が生涯の中で進路発達を遂げるその一部分を担う進路指導として捉えていく｡

(3) 各校種ごとの進路指導ではなく､小 ･中 ･高と進路指導の接続を図っていくとい

う立場で捉えていく｡当然､各学年ごとの進粍指導ではなく､各学年の進路指導の

接続を図ることが大切である｡

(4) 推進していくための人材と研修とが欠かせない｡

(5) 進路指導推進体制の組織の見直 し､改善

<輔造化による進粗相等推進体制>

｢横への広がり｣としての進路指導推進体制としては､4つの能力領域の育成を目指し

た進鴇指導という新しい観点を､学校から家庭 ･地域祉会へと働きかけてい くだけでなく､

家庭 ･地域社会の教育力を4つの能力領域という観点から生か していくことも含めて考え

ていかなければならない｡一方､ ｢縦への広がり｣としての進路指導推進体制としては､
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ど うして も小 ･中 ･霜の避指措辞担当の教師間の迎携､ 協力が不 可欠 であ る. また､その

ための枚会やm修 の場､実践プログラム等の相互研 究が必要にな って くるD

さらに､今後は､ 各校 穏同士の共同授糞､共同取 り組み等 も考 え られるであろ う｡

例をあげ ると次の よ うな取 り組みであ る｡

･小芋 6年生の 学年集団に対 して､ 中学の生徒が 中学校生活 の説明を行 う｡ (入学祝明会)

･中学校 3年生 に対 して､高校の先生 を招いての授業｡ (上級学校の選択横板授業休放 )

また､ 他の上級 学校 や教育棟閑との取 り組み も考 え られ るであろ うo

･小学校､中学校の生征に対 して､ 専修学校 や高等技術専門校 などが体験学習を行 う｡

従 って､ 4つの能力領域の育成を 目指 した進路指導を推進す るために､各校種別に行 う

進路指導が､4つの能力領域において発達段階 に応 じた実践であ ること､また､それぞれ

の実践をお互いが理解 してい ることが重要であ る｡ その ことが できて初めてこの実践が先

を見通 した進路指導の実践 といえる｡ さらに､ 小 ･中 ･高の教 師間の連携､また､中学校

教師と小学校児童の､ 高等学校教師 と中学校の生徒等の教師 と生徒の連携､小学校児童 と

中学校生徒 との連 携 とい う観点の実践 もこれか らは望まれる｡

2.横道化 された進沌指導の推進組織

上紀の梢退化 された進路指等の推進体.制を考え ると､す なわ ち､縦､横の広が りを も

った進鞄指導の展開を考えてい くと､学校の教批点だけの組紙 では当紙推進 していけな

い｡ ど うして も地 域の方 々を含めた推進体制が必要 とな って くる｡ そこで､ある県の文

部省 中学校進路 指導総合改善事業推進地域の指定 を受けた学校 の組純を参考に､ ｢推進

組織 と活動内容 ｣を示 した｡

進路指導推進組J4と活動内容 (中学校の例 )

推進 組織 母体 主 催 者 活 動 内 容

○○推進会議 ○○ 市 目的 :生徒か自己の進路に関わ る啓兜的な体牧 や社会参加
の体牧を通 した進路学習が展 開できるよ うにする

的鯛 :計画に則 り随時行 う
杜始者 :中学校､近隣の小学校 .高等学校､企業､

PTA等の社会教育組体､ 医錬 .社会福祉施設
その他の関係Eil体

純絹 :(D近隣の高等学校訪問 .見 学 .体故
(勤生徒とPTAとの繰淡会 .肘給金
③ 卒業生や社会人の純話 の聴禍 や憩談会
④地域の企業での唯場見学や牧場休戦
⑤地域の伝統工芸品などの製作
⑥医療 .社会桶祉施設での奉仕活動
⑦環境美化のための奉仕 活動
⑧ 伝統文化､地場産業 とのふれあい

⑨ 学校の緒行事 における交流
⑩研 究発表会の開催

○○ 中学校 ○ 中学校 目的 :推進会瑞の協鶏 を栂まえ､実践的研先を行 う
紬内容:推進地域の活動 を通 し､ 実 践的研究を行 う

①教育全体を通 した計画的 .組織的な進鴇指導の確
立 と､地域 との連携 .協力の在 り方

②地域との連携 .協力 に よ る特別活動や教科学習の
効果的な位避づけや在 り方

③教育鎌程外 (休業土曜 E]等)の活動の在 り方
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3.捕連化 された進路指尋の 4つの能力領域 とその活動 モデル

｢4つの能力領域｣に開通 して､各校種が連携 した進路指導 を推進 してい くためには､

先の ｢わが国におけるキ ャ リ7発達他力の柵造化モデル｣ におけ る各杖種 ごとの具体的

な活動 目標を設定 して推進 してい く必要がある｡すなわ ち､ これか らの社 会に生きる児

童､生徒が どのよ うな能力 を伸長 し､ どのよ うな行動が とれ るよ うにな ることか望ま し

い ことなのかを具体的 な活軌 と して明 らかにす る必要があ る｡ そこで､まず､4つの能

力領域について､ それ ぞれの領域 に民す る従来の能力や力 を､ その具体的な活動への 関

連 も考え､ ｢構造化モデルでい う4つの能力領域の具体例 ｣ とい う表にま とめてみた｡

次に この表を参考に して､先の ｢捕造化モデル｣を具現化す るために､ 各校種の教 育

目榛の関連 と最近の教 育の動向を踏まえた一覧表 ｢進持指導構造化モデルへの指8十｣を

作成 した｡ そ してこれ らの 3つの表を参考に し､実際に活用できるよ う ｢4つの能力飯

域を発達させる進路指導活動モデル｣を作成 した｡

この ｢活軌モデル｣は､小 ･中 ･高等学校 と 12年間を通 して行 う進路 指串の推進の

ため､各校 稚ごとに 4つの能力領域に対す る活動 日操を例示 した ものであ る｡｢活動 モ

デル｣ と したのは､先の ｢耕造化 モデル｣を基に､また逢 った ｢進路指諸 活動 モデル｣

が作成可能であ るか らであ る｡ この ｢活動モデル｣にいたる一連 の流れを図示す ると次

のよ うに7'iる｡

わが国におけるキ ャ リア発達能 力の8t造化モデル 【8t造化モデル】

4つの能力領域 を発達 させる進路指導活動モデル 【活動 モデル】

4. ｢進路指導活動 モデル｣を基 に した各校種別実践プ ログラム

r4つの能力領域 における進路指導活軸モデル｣を基に､小 ･中 ･高等学校の各校捕

ごとにおける進路指導 の実践プ ログラムを分担で次に示 した｡

｢小学校における実践 プ ログラム｣は､進路指導 とい う批点その ものが初めてで もあ

り､ 6年間 とい う長期 にわたるので､低学年 ･中学年 ･高学年 に分け､それ ぞれの関連

をはか った実践を 目指 したD その際､ 中学校､高等学校における進路指導 も視野にいれ､

発達段階に応 じた進路指導 を考えた｡

｢中学校における実践 プ ログラム｣は､本来進路指車は教育活動全体､す なわち､全

教科､全領域においておこな うものであ るが､ ここでは､義務教育最終段階 で もあるの

で､ ｢進路先の選択､決定｣に関わ る ｢進路相鉄｣の実践を と りあげた｡

｢高等学校における実践 プログラム｣は､特 別活動 におけ る進路指導の実践を 3つ取

りあげた｡

(藤川 者久男)
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｢構 i皇 イヒモ デ ノレ｣ で しヽう 4 -コ の 肯巨力 令東城 の 具 体 イ列

今 後 ､必 要 な 能 力 領 域 -妥嘉島.;謂 芳能力 審三晶品孟捷男触 .活用能力

塞誓書富鉱 昇忌苧臥 EP莞鮎 畏量露 L鰭 絹 鮎 品 己射 管鼻8(鮎 るカ)

＼ 具 体 的 な 肯巨 力 イ列 具 体 的 な 活 動 イ列

辛 進鴇適性の理解 興味､関心 趣味､特技 稚検査 部活動
人生帆 勤労観 耽集帆 地学桝 価値耽 慈悲文

学校一一■育 ヤI 将来の生活設計 進路投打 人生投ff, 人生ゲーム 学習tt.菌 作集計画

J孟 自己教育力 自立心 自律心 向上心 決意文 辞用瀬決塑学習

節響 牡会搭粍 危低管理能力 避難訓練公炎心 公徳心 自己0役割と祉会如何係杷鐘 修学旅行 林間学校 遠足

使命感 在り方生き方 立志式

辛 t#租探索能力 付和汝の探し方 探求心 固さ緒利177 Vr即のスクラップ

7 情報収集能力 並理能力 警季讐撃 夢Q満 塁轟t芸讐 右慧覆諸芸至芸認魔窟 ベ-ト
義探索貫首邑 情報処理能力 コンピュータI)テラシー情報活用能力 情緒評価総力孟忘芸孟頑 麗 警 戯 ㍍ 軌
力 予知能力 将東予洲 将来の夢 作文

:管: 比較検討能力 葛藤処理能力 超択教科の選択 各種希望ZI査
判断能力 決断力 学級会

畏 問題解決能力 課題解決能力 忍耐力 相政活動 持久走

嘉 自己評価能力 自己洞寡力 自己指導能力 自己分析
力 選択能力 着席先決定

論理的思考力 肘給金 托全様 llt明

人 自己理解 自己開示 自己受容 緒検査
自己表現能力 自己抑制 適応力 自己紹介

冨 対人関係能力 寛容性 協調性 協力性 他己紹介 遊び

イ系肯巨 コミュニケーション能力 初対面での出会い 全株の司会
力 チームワーク 共同作表 Et活動 係 .委見会活動

ネットワーキング能力 相互破存 相互理僻 児童 .生徒会活動

カウンセリング .マインド lJ-ダ性 非̀番 相談相手

翠穿 基本的生活能力 基本的生活習慣 しつけ 一人遊び ごっこ並び

体力 佃康tfF.拷 かけつこ 旅行 各縄見学 .拡耳

感受性 知的好奇心 総本等嘆 咽 か生.動噂句と0ふれあい

装 ボランティア摘帥 比会性 社交性 空売活計号音;晶晶ソ基涯弘 事

-lot-
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進 路 手旨導 ヰ茶 道 イヒモ デ }レへ の 手旨金十 (学校数青と教育の動向)

＼ 幼 稚 囲 /Jヽ 学 校 中 学

学 良 【教育の日和 (教育基本法第1粂)と要吉鮎 土管P香空錆 離 東署聖殿 撃詐 巌 寿昌

孝女 させ､弘でこ批軸する窪班 離 誓帥 榊③謂君臣法曹措 措圭うこと○ (参(9略 QS藁紙 轟霜 鳥よ弘 明駄帆 仙 批 剛 iAぴ ③諸 般 訳 指 誓苧こと.
校 育巨一棟 正しい邸と鯛､姓Aぴ帥鵬彬孝つこと.

教育 臨時教育審議会(班訓)(印62年)教育改革の視点 ①個性重視の原?lJ②生産学習体系への移行

教育琴ま書髭 讐誓臥 改善のねらい｣

の動向 羊14帥 央教育審議会(馴 ) 確 票管壷莞書聖 門 若気鐙 駄 雪藁葺

中学校進脚 現状洞 鮎 と改善の視点く榔 野 望湛 懲 藍蔓琵
高等学校中途退学者問題への対応に刊,て(肋)(平成5年) ①高等学校教育の多様化､柔軟化､個性化を

第1閣 毒整誌 荒島 籍 莞晶等建 )描 諮 卵 )審議 =仝完誓力.通巻露 呈諸 弄縫 ｡

｢生きる力｣ 竃鰐 弼 …誓顎 豊富呈嘉 轟薯軍:=曇

敬育職負秦成塞.一ゝ_E

敬育課揺塞一∠ゝコ言中間まと

能力の育成を図るため､ガイダンスを充実する.
L警毘蕃皆1.'董'.重要P=憲嘉鷲:S='繁苦だ号幣淫提督配葦響適 評 警部 告発髭

め 芝i畳 語墓露 させ習熟させる ともに､選択学習の幅をさせる･技術家慶科において ｢

榊 二十手 篭 真 書 き 露 悪 空 室 連 三重

今 後 ～ 必 要 な 肯巨力 ◎夢を育み､自己理解､自己実現を図る中で､社会に貢献していく

進削 旨等構造化モデルへの指針

校 高 等 学 校 大 学 社 会 人

覧餌 鎚 乱 章酷 評 綿 良な甑 ㌣空 値をたつとび､勤労

忠君裏書詑竿忘蓑詣窟麦醜 腔 慧する能力を養うこと苦妾葺き三章票 目的;字伽相手52生等1,8i畏指 鮎授けるとともに孟韻雛書き1離掘巌富ま?普き荒縄還冨及び応用的能力聖霊警轟欝 と重言③甚だ讐幣ぎ警亨造詣嘉ot健全な批判力を辛い､個性の確立に努めること.を展開させることを目的とする

③変化への対応 社会の動向

封 壷莞 描 萎紗 充実を図る 少子化高齢 化情報化国際 化6つの改革

斡 奪幣 琴芸重量主最悪若鮎 繁文駆 錆 警｣

蓋独 男誓豊毘宇警榊 -の-

推進 ②個に応じた手厚い措辞 ③開かれた高等学校教育の仕組みを整える 経済構造鮮

方 審濡 立至き託 等念叢書悪霊絹 善 く学(校)歴偏重社会の閥 ) 金融シスTLL故事財政構造姉

喜抱 章賃軍謂 雛 沼 を:=幹 去潤 を触 する資附 巨力 琵香葦縛

滝設打等))等)~鳥相能力)リング.マインド 社会人の活用.特別非常髭師特別免許法

と

を生かす教育を充実すること

曇菱琵 墨 冨喜釜沼 警するため､ r- 的な学習の時間(- ｣を- -

鮎 適 裏 書浮貿 JtL 詔 ア董蓋晶晶 :=V怠錆 隻漂聖書髭 観 る鮎 や進路選択

慧慧重光 墓 済 軍嘉聞垂琵
中退者受入れ珪芸笑還萱草

卿1掛軸A)

shibata
テキストボックス



4
5
8

4 一つ の 育巨力 領 域 を 発 達 させる進路手旨導言古動モデノレ

今 後 - 必 要 な 能 力 領 域 雷管吾重鮎縮写鮎巳発語高配晶乱
錦 城 領 域 説 明 能 力 説 明 l幼稚園 /Jヽ 学 校

学校戟■ヾ▼辛7 ◎払 超 荏鰻泡 欝 態 鰯 雲 ･.lk3'e慧讐慧慧#t8E雪空?i芸;{芸…冨-気

露骨巨ブコ 覧掌Li'言霊の緒能力 鼎 馳 転 牒至閥警冨抱腫言きる

む 健筆措葦…憲欝掛る

キ 7享葦清 ◎キャリアに誓 据 照雛蓬窒甥品蓋諾 ･:=三享黛茸慧三号i
響 績 めの緒 飽 孟闇 鮎践 闇を誓詣野 '='雪祭弘や- 肘

達吉甜璽熱望壷炉鶴耗錯覚琶雪質孝転慧宗曇る

委決 謂 鮎 き - デ雪雲署転真野済 ;費 葦 寺 済 艶 皇蒜芸蒜芸蒜 呈,

E祖鰍.紀如蜘】澗 踊言霊覧髄 I(野諜馳藍針 ､と

義閑 ◎自己と他者難 警関係を築き 既 潤 翫 野 ～

R 努 ながら､自己を生かしていくための諸能力 至警貰警 翼鎚 豊貼緑 閏 弊 髪鮎

｢進路書旨導き舌動モデノレ｣

翫 高配毒針李し(,fm査)%る力) D 音量巌差筋伽 駅晶品孟際探索.活用能力
卜 中 学 校 高 等 学 校 大学 社会

億潤 等讐鮎 き方との-･将来の夢を実現するため､向上心をもつ ･(!鷲志雄撃箪笥鴇左の生き方とが関連づけられる･生活や仕事を､将来の進路は鼓して変えられる

iiI【新開書取芸琵慧孟解する【仕事における役割認削巨力】儲警菱莞惣鈍器苗字至れる潜 錯芸…芸芸書芸警警'::.ai【香華磯 節 誓禦 鮎

蘭 潰 馳 詣絶 望…誓
(雲霞を警…喜監笠…警?78如らかの形儲輝鰻謀議鞘と学んでいける

儲撞 琶禦 欝 語を畠踊 る 磯城箆潤罪観 相 紹紹

･.li等 艶 磁蒜蒜闇雪菱腔李㌔て､-教科や学かスを:鞭理 学萱瑠粘畏讐誓､調整できる
闇 環 慧駄 手兵貯 えの･'警熱 学啓 染雛 窺静

撤 澗 幾泡 雪艶瀧重要蔑慧鮎 鼠かる

【騨 馳 壷壷転 職 闇駆 雪を黒 滝銅 の力が

哉纂仕別蘭梅､内談既訳既着関謂少葦鵡鶴舞蘇れBrGi難民柑折轡乳 7活動生旺学習
(酬畝刑場)
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Ⅱ.小学校における実践プログラム

1.これからの迎8割旨等

今まで小学校で指導してきた迎捌 紺 と言えば､卒業間近の6年生を対象とした､い

わゆる出口指導と呼ばれるものが少なくはなかったBr職業教育及び進路指軌 こ関する

基礎的研究｣の中仙軸'ifでも指摘した机 避指は釧 ま､小学校6ll,_生だけの指導ではな

い｡′j嘩 校の低学年から児童の先述段階に応じて系統的･引画的に実践していくことが

大切である｡しかも､それは4つの能力ql城の育成を剛旨し､城への広がりをもった進

路指導であり､また､中学校 ･高等学校さらには高等学校卒業後にも発展できるような

縦への広がりもある進枯指導でなければならliい｡

進鞄指毒馴ま生き方にかかわる教育であり､自分の和束の生き方に対して夢や希望を育

む教育である｡そこで､例えば小学校段階では､進路指導の時間を設けて4つの能力領

域の育成を目指した進拍指導を推進することが盛斐となってくる｡そのために､低学年

中学年､高学年の各発連投掛 こJgJLて､児童の先達誹崩や実感を出超しながら､系統性

のある書個 的な指導がなされなければならない｡教育括軌全体で意図的かつ発展的に指

導計画を立てて実践していく必要があると言える｡

また､日常の学習指萌や生活指串､あるいは学校行串等の中で進持指導が行われてい

ることを教師自身が意識し､遡蛾指導の視点から見つめ直して指導することも大切であ

ると考える｡

2.児童に身につけさせたい4つの能力領域

小学校段掛 こおいて､これからの進路指導で必要とされる4つの能力領域を具体的に

示すと次のようなことが考えられる｡

川 キャリア設計能力領域 - ○自分の役割や仕事分担､手服が分かり､自分なり

のよさを発揮して活動することができる｡

○夢や希望をもち意欲的に取り組むことができる｡

03[一画的に物事に取り組むことができる.

低 学 年 中 学 咋 高 学 年 .

･学級や家庭で楽しく手 ･友達同士互いに協力す ･先を見適した学習計

伝いができる○ ることができる○ 画を立てることがで

･学習の準備や後片づけ ･あこがれの収業に興味 きる.

ができる○ をもっことができるo ･自分の進軌 こついて

(2) キャリア情報探索 ･活用能力qIJ或一 〇当番や係､委員会の仕事を適して､働く

ことの大切さを理解することができるD

O自分から税掻的に物執 こかかわろうとす

ることができる｡

I106-

低 学 年 .l】 学 咋 高 学 年

･自分ができることに気 ･当番や係の仕事内容や ･将来の職業に関心を

づくことができる○ 投耽りがわかる｡ もっことができる○

･自分のまわりの人々の ･働くことの楽しさがわ ･進んで仕事をしよう

働く梯子がわかる, かる○ とする意欲をもっこ

･舛味をlbつたことに概 ･木や図鑑等で粥ベよう とかできるo

操的にかかわることが とする意欲がもてる○ ･自分にとって必要な

できる. ･気づいたことや分かつ 情報を調べようとす

(3I意思決定能力領域 - ○自分のことは自分で決めることができるc

O自分の疎巌を見つけ､自らの力で解決しようと努力す

とができる｡

低 学 年 中 学 年 高 学 年

･自分のことは自分でで ･自分の力で解決しよう ･自分の言動に支任を

さる○ と努力することができ もっことができる○

i.自分の気持ちや書いた る○ ･自分の進鴇について

いことをはっきりと表 ･自分のやりたいことや 考え､将来の自己実

すことができる. よいと思ったことtと遊 現に向けて努力する

州 人間関係能力領域 - ○自分のことを他人に表現することができる｡

〇人と人とのかかわりを大切にし､互いに助け合い､支

え合うことができる｡

低 学 年 'l' 学 . まrl 高 学 年

･はっきり挨拶ができる ･自分から進んで挨拶が ･相手の立場に立って

･友達と仲良くできる. できる○ 考えることができる

･ありがとうと言える. ･友達と協力し合うこと ･他者を受け入れるな

･自分のことがはっきり ができる. ど望ましい人間関係

と言える. ･協力して作薬や仕事を づくりができる○

･自分自恒ができる. する喜びや楽しさを昧 ･リーダーシップを発
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3.低学年における実践プログラム

第2学年 生活科 rLゅうかくだ おまつりだ｣

(目 迎路指導の蚊点からのねらい

興味や関心をもったことに進んでかかわり､油軌を楽しむ子の育成

(》自分のしたいことを素直に表すことができる｡ 【意思決定能力領域】

②お祭りの計画を立て､作巣の手朋がわかる｡ 【キャリア設計能力領域】

③自分で粥べようとすることができる｡ 【キャリア憎報探索 ･活用能力領域】

④人と人とのかかわりについて関心をもっことがでさる｡ 【人間関係能力髄城】

(2) 学習活動の計画

(Dお集りのやり方について調べる方法を考える｡ ES地域への関心

○地域の人々に秋集りについてのインタビューをする｡中人とのかかわり方

○お集りを見学したり､ビデオを見たりして調べる｡ E*情報の活用

(勤自分たちのお祭りの計画を立てる｡

⑨作るものや作集の進め方について話し合う｡

@おみこしやお店コーナー (ゲーム､手作り遊び､クイズなど)づくりをする｡

⑤お客さん (1年生)に出す招待状を作る｡

(3) 実践内容

rインタビューを ･インタビューの内容､地域の人達への接し方について話

しよう｣ し合う.役割分担を決める.

rお祭りを見にい ･地域のお祭りに参加 したり､インタビューをしたりして

こうl お祭りの実態を体執する○

rおみこしをつく ･見たり､感じたり､放つたりしたことを豊かにふくらま

ろう｣ せ､表現したいことや作りたいことを自分の中で確かな

｢お店を出そうJ ものにしなからおみこし作りをする.

･助け合い､協力し合う.

｢1年生を招待し ･1年生が喜ぶ招待状を作る.

(4) 評 価

･自分の思いや細いを兼直に表現している｡

･地域の人々や 1年生などの身近な人たちとのかかわり方に関心をもとうとする｡

･tlる力したり､工夫したりしながら作業をしている｡
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4.中学年における実践プログラム

第3学年 社会科見学 (商店栃見学)

(1)進削 旨導の批点からのねらい

関心をもったことに進んでかかわり､意欲的に粥ペようとする子の育成

いろいろな考え方を耽り入れて､自分のよさを伸ばそうとする子の育成

①自分で殊題を見つけることができる｡ 【意思決定能力領域】

②自分で意欲的に粥ペることができる｡ 【キャリア情報探索 ･活用能力領域】

@人との接し方について帆心をもっことができる｡ 【人間関係能力領域】

(参見学したり調べたりしたことについて､いろいろな方法で手瀬よくまとめること

ができる｡ 【キャリア設計他力鶴城】

(2) 実践内容

- 展開例 〈5時閲扱い〉 -

学 習 活 動 進托指導上の支堤の観点 資 料 等

○商店街の写真を見て､気づいたこと ･近くの商店街を見学す ･工夫をほどこ

や疑問に患ったこと､調べたいこと る意欲をもつようにす した商店街の

について話し合う.EC.殊題意熟をもつ.○近くの商店街見学の計画を立てる. る○ 写真･自分の調べる観点をは ･見学カード

･粥ペたいことについて つきりもつようにする

･人に調べることを聞くとき ･人との接し方に関心をもつようにする○

○見学の挽点にそって店の梯子を粥ペ ･グループの分担を生か ･見学メモ

たり､店の人や客に質問する. すようにする○ ･質問カード

○見学したことについて発表し合う. ･自分なりの方法で表現し合い､お互いに

(3)評 価

･商店街調べに意欲的に取り組もうとしている｡

･協力したり､工夫したりしながら学習している｡
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5.高学年における実践プログラム

第6学年 学級活動 ｢ぼくの夢 わたしの軌

tl)進鬼指導の批点からのねらい

自分や友達の将来の夢を発表し合い､進掛 こ対する関心を高める子の育成

将来の希望を膨らませて､自分のよさを伸ばそうとする子の育成

①夢や希望をもっことがでさる｡ 【キャリア設計能力領域】

②自分の見方や考え方を大切にすることができる｡ 【意思決定他力磯城】

③働くことの大切さを知ることができる｡ 【キャリア情報探索 ･活用能力俄域】

④友達のよいところを見つけ､励ますことができる. 【人間関係能力領域】

⑤将来のことを考える大切さを知ることができる｡ 【キャリア設計能力領域】

(2) 活動内容

《第 1次〉

･友達のよいところを見つけ､メッセージとして送り合う｡

00さんへ

字がとてもきれいだね｡ みんながそう患ってくれてうれしい｡

何だか自信がわいてさたわ｡

《第 2次〉

･将来どんな政美につきたいかをワークシー トに絶入する｡

(友達からのメッセージを参考にする｡)

･各自のつきたい収集を発表する｡

〈第 3次〉

r人のために感触 こつくしている人J

rr自分の日掛 こ向かって努力している人J

Ir吸入として態伽 こ打ちこんでいる人J

(第 4次〉

などのビデオを見たり､資料を読

んだりして感想を普く｡

･興味や関心をもった収集調べをする｡

《第 5次〉

･将来についての見方 ･考え方を深め､将来への夢や希望をもつ｡

(3) 評 価

･身近な耽掛 こ関心をもっことができる｡

･自分自身のよさを生かし､希望を実現しようとする恵欲がもてる｡

(高橋 妃彩子)
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m･ 中学校における実践プログラム

｢4つの能力錦城を生かす進削 日放一進路通釈､進路決定に向けて-｣

1･4つの能力領域を生かす進路相談

中学校において最 も重要なことは､何といっても義務教育最終段階において生徒が出会

う進路先の選択と進路決定である｡そのための中学校 3年間の進鞄指導はどうあるべきな

のか､ これを今まで述べてきた4つの能力領域を育てる搬点で捉え直 した実践をプログラ
ム した｡

現在､【卜学校における進路指導の改善は､高校入拭改善､高等学校教育の改善と合わせ

て 3点セ ッ トとして改善が進められてきた｡ これらはともに､た くま しく生きる人間の育

成をめざして打ち出されたものであった｡今､原点に返って生徒が進路を決めるという一

連の清秋を通 して･ どのような能力が必要とされるのか､どのような能力を育てていかね

ばならないのか､そのために､教師はどのような支援活動を していったらよいのかを考え

てい く必要がある｡そこで､生徒か進路選択､決定する過程とそのために必要な能力と､

さらにこれらの4つの能力領域との関係を表に した｡

生徒が遠路遡沢､決定する過程 モ0た一帖必要な 4つ0能力領域との
(上級学校進学希望者の例) 具体的能力例 関係 (例)

将来の稚美希空 夢を描 く 将来設計進粍設計 キ十リア設計能力l 将来的たい耽美を考える

自己理解 _自分を理解する 自己理解 人間関係陀力
l 興味､関心､適性 適性把握能力

価値枚.qt集軌形成 社会や産業0ことほ ぶ 唯美軌形成能力調査活動 hIJ7情報正純舶た力I 耽美のことを調べろ､体験する

進路計画の立集 自分かMたいこと､コース捕える 情報探索能力自己理解 キャリア設計能力l 自分の可能性を追求

進路先の状況調査 上級学校の調査 調査活動 キ†叩情報年紬舶巳カ
l 上級学校の比較検討 比較検討能力

進路計画の修正 情和を整理 し考える 情報活用能力計画立案力 意思決定能力l 学習計画を立て努力

進路先の選択.決定 進枯先の検討､修正 修正能力 意思決定能力
l 進路先の決定 考察力.決断力

遜絡先へ0手続き､受奴 受放す統帥事務手続 き 事務処理能力鈍題解決能力 意思決定権力l 出臥 受放､発表

進抽先への適応 進学に向けての準備 適応力 人間関係能力
新たな目棟設定 自己指導能力

力領域 との関連でとらえることができる｡これらのとの過程においても､ 自分の考えが正

しいのか･他の考えがないのかを相談する必要があるC したがって､梢追化 された進削 旨

馴 こおいて 4つの能力領域に帆点をあて､ ｢延縄相軌 を捉え直 してみた｡また､ ｢進路

相削 を過 して4つの総力領域を育成する批点からもとらえ直 して見た｡
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2.進鴇相淡の これか らの在 り-jI一

進路相談 とい うと､今までは教師と生徒の二者相談､ それに保沈着を加えた三者相談が

基本であ ったo これ らは､ ともに教師主導のきらいがあった｡ しか し､進路相級とは､教

師が生徒に対 して行 う相談だけではな く､生徒同士､生徒と保所者の関係においても成立

す るものである｡従 って､学校教育においては､選択 ･決定という一連の流れの中で､ 自

分 自身の内か らの要求と､外からの情報を結びつ ける上で､この進路相鉄の果たす役割は

大 きいはず であるO この進路姐淡を有効に活用 し､過去の体験等を堵まえ､進掩情報を楚

埋 し､ 自己の進路を決定 してい くの も､育てていかなければならない能力の一つである｡

3･実践例 単元名 ｢お互いに､進路相談｣

(I) 目標 ① 進路相続の意味を理解 し､気軽に友達､先生､保護者に自分の気持 ちを相続

できるようにす る｡ 【意思決定能力領域】

② 進路相続の相手になるなど､進路相鉄を積馴 勺に活用 し､他者との関わ りの

中で 自分の進路をより深 く考えていける力を伸ばす｡ 【人間関係能力領域】

③ 今までの進鴇情報や体験を評価､整理 し､進路相綾の結果を統合 して自分の

進鴇を考えることができる. 【キャリア情報探索 .活用能力領域】

④ 進路相続の結果をふまえ､ 自己の進掩引画を見直 し､修正 してい くことがで

きる｡ 【キ ャリア投計能力領域】

⑤ 進鴇相級の一連の流れを体扱する中で､ 自分の逢坂をもとに7 ドバイスの仕

方かわか り､お互いに相談宿動ができる｡ 【人間関係能力領域】

(2) ｢進路選択､決定の流れと進路相紋｣及び ｢実践フoO9'ラムと相鉄活動の体得｣

<進路選択､決定の流れと進路相談 > <実践フ'qrラlと相談活動の体得 >

役割､ 自己理解 - 進路相談

夢や希望 - 進鞄相談

I-情報整理

計
1
と
1

1
解
1

始

業

題

進

学

課

画

職業 との関連づけ

-実現の可能性 - 進路相談

決

-職場体鹸 ･見学

- 進路相談

進路声 志扱学校調査 - 進鴇棚

車 扱学校調査 - 諺

慧立岩芝慧:冨芸芸形成 一 巡… 談

- 進路相談
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(3)実践展 開例

活 動 内 容 4つの能力領域 との関連

･全体で今 日の趣旨を説明する○ 【人間関係形成能力】

･クラス内､4人ずつのグループにわかれる｡

･4人のグル-プでお互いに ｢今頑張 っている

こと､将来の夢｣を話 し合 う(一人hl司会進行) 自分のことを他人に表現できる【人間関係尊重能力】

(也 の言ったことには うなず など 関心
を示す また､けなさない､バカに しない)

(勇気を もって自分の思 っているこほ 話そう) 相手を思いやる､尊重できる

･4人のグル-プでお互いの現在の悩みごと､

心配ことを許 しあ う○ 【生活上の役割把握能力】(例)学習に関する悩み､学力が上が らない

進路先に関する悩み 受かるかわからない 日常の生活や学習と将来の生
自己理解に関する悩み や りたい事が不明 書方 との関係を理解できる

の さがわからない

対人固体 保緒者と意見が合わない 【自己理解能力】

･4人の内､ 2人が折のグル-プにい く 自分0長 さi,成長が理解できる

･移動 した2人が､自分のタ■h-7■で出た夢や悩 【キ ャリア情報活用能力】
み､不昇等を報告 しあ う.(佃人名は出さない) 得的た情報を必要に応は とめる

･そのグループの 2人か ら､ア ドバイスを受け 【人間関係形成能力】

る (2人も1xlわり4人でまとめる) コ ミュニケーションが図れる【意思決定能力】

(今までの体験を思い起こさせる)
･そのグル-プの 2人か ら､そのグループで出
た夢や悩み､不安等の報告を受ける

･移動 した 2人がア ドバイスす る○ 比較附し､最適1Lb7ト◆ハ'イスをする【課題解決能力】(2人 も加わり4人でまとめる)

･移動 した 2人は元のグループに戻 り､受けた 課題を兄いだし良い7ド八ナイスhtできる
ア ■バ ス dニ

pEl 〇･移動 しなかつた2人は他の 2人から開いたア 【人間関係形成能力】
ドバイスを稚告す る お互いに支えあっていにとの各軸の理解

･お互いのア ドバイスか ら､いいア ドバイスの 【キ ャリア情報活用能力】得 られた情報を必要に応 じてポイン トを話 し合い､ア ドバイスの仕方､観

点を理解する (情報過多､情報不足等) 創意工夫 し､発表できる

･得たものを話 し合 った り､感想を言い合 って 【人間関係形成能力】
まとめる. コ ミュニケ-シヨンか図れる

･全体で各グループの報告を受ける 【人間関係尊重能力】

･今 日の一連の相続活動を振 り返 り､相絞する 【啓発的経験への取組能力】一連の流れか体牧により理解できる側 と相鎖される側の両方の立場を体得する

･自分自身を振 り返 り､過去の体験(幌別 本城等) 【キ ャリア情報活用能力】
調査等を思い起こ し今 までの情報を生理する 必要 な情相を評価 し生理す る

･自分 自身の相続内容の推理 と解決方策､課禎 【課娼解決能力】
･等をまとめ､今後の相談内容を考える 【自己実現能力】

･相軟活動の意義と過程を理解 し､.今後の逃鴇 【キ ャリア設計の必要性及び過程理解能力】

(4)事後指導 相談をする帆 相談を受けるOJIJの心捕えや､相談すること､受けることに

よって自分を振 り返ることをPJ!解 させ､その後の相談活動へ と結びつけるO

(藤川 堵久男)
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Ⅳ･高等学校における実践プログラム

4つの能力領域を生かす高等学校の実践プログラムは特別活動における進路指導の領域

に限定して取 り上げる｡その理由は現在多くの高等学校で実施されている代表的な活動に

ついて示すことにより､この能力領域との関連性と実践へのさらなる推進を因るためであ

る｡具体的には次の3つの教育活動についてプログラムを示す｡

1.職場体験学習

2.進掲相談

3.上級学校見学

1.職場体験学習

(1)職場体験学習の目的

学校における進路指軌 ま､学校の教育活動全体を通じて計画的､組織的に行うと同時に

この指導を補充し､深化､統合するために､特別活動の領域で行うこととしている｡この

特別活動の中でとくに職場体験学習は生徒一人一人の生きる力を育む具体的教育活動とし

て有効であり､4つの能力領域が総合的に育成される活動でもある｡

(2)職場体験学習で育成される異体的能力

職場体験学習は将来の唯業選択や職業生活の基礎基本を学習する喝であり､職業観育成

の基本モデルと成り得る教育活動でもある｡ この学習で育成される能力は次に示すように

生徒の進路発達に不可決な要素が含まれている｡

(》人間関係能力

くさ意思決定能力

③キャリア情報

探索 ･活用能力

④キャリア設計

能力

自己管理

トムワーク

コミニ1ケづ/ヨン

自己管理

問題解決

職場の組織

雇用基盤

職業発達

自己理解

戦場でのふさわしい行動のとり方

チーム内での自分の役割の確認と､チームへの貢献

情報の伝達や収集のためにコミニュトシayの重要性

職場でのふさわしい行動のとり方

実際の織鳩で直面する詰問魔に対する決断や間薙解決

仕事に関連した組織体制と構造の理解

職執 こ関して必要な資格 ･知識 ･技能などの調査

城業情報を収集することによる選択能力の向上

職場体験を通して自分の能九 長所､短所等の見極め

(3)職場体換学習実践プログラム

職場体験学習実践プログラムは職業観育成の主要プログラムであり､高校1年生から4

つの能力領域を有機的に結合させ発漣段階に応じて深化を図っていく必要がある｡そのた

めには､発達過程としていくつかの事前プログラムが必要であり､職場体験学習は2年生

段階で実施するのが望ましい｡

① 身近な職業人インタビュー

将来の職菜を考えるとき､もっとも彩管を与えるのは身近な人の職業である｡働くこと

の意義や実際に働いている人の職業の種類､役割等をインタビューという形で調査するこ

とにより､職業理解を深め､社会との関わりも学ぶことができる｡具休的な活動としては

1年生の夏休みが時間的に良い｡自ら相手を捜し､質問内容を吟味し､実際!こインタビュ

ーを行い､記録することにより､身近な職業人との人間関係､キャリア情報探索､キャリ

ア設計能力などが育成されることとなる｡
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② 進路学習 ｢人は何のために働くか｣

第 2段階としてロングホームルームでの進路学習を実施する｡テーマは ｢人は何のため

に働くか｣ ｡職業人インタビューで集めたレポートをもとれ て､グループに分けてそれ

ぞれレポー トを発表しあい･意見交換を行い､最後に全体会で締めくくるという方法であ

る｡職業人の職業に対するさまざまな価値観の通いや生徒自身の価値観の違いを発表し､

その価値牧の違いを相互に認めあいながら､自分なりの職業観を育成していく｡この学習

は職業に対する新しい発見や固定放念の修正､新たな価値観の形成等が育成される｡

この学習は4つの能力領域すべてについて学習することになるので､それぞれの生徒の

発達過程を生徒自身の自己評価と教師の客観的評価をすることができる｡

③ 社会人講話 ｢私と職業選択｣

第 3段階として社会人講話を実施する｡すでに進路学習で4つの能力領域の基削 構 成

されているので･実際に職業に就いている人の話は興味関心を示すことが予想される｡生

徒とのコミニュケ-ションなどを考慮すると学級別に実施するのが良い｡社会で働くこと

の厳しさや職業遇択の難しさ･その人の人生観などが内容に盛り込まれていれば生徒にと

っては職業選択と進指設計のあり方について理解が深まるであろう｡このプログラムは特

にキャリア設計能力領域の発達に欠かせない学習である｡

④ 織場体験学習

第4段階はまさに破場体験学習である｡破美観育成の学習が机上の論理で展開されたり

擬似体験で終わってしまっては能力の発達はどうしても軌 ､.職場休換学習は事前準備と

して各戦場への連絡調製も学習であるし､職場へ行くにあたっての心構えや責任感､さら

に職場での協調性や忍耐力などさまざまな領域が含まれている.そして何よりも緊張と苦

労の中で生きがいを感じて仕事に集中している取業人を目の前で見ることにより､自分自

身も仕事の大切さを感得して頭韻ろうとする桶神的強さを学ぶことができる｡そして何よ

りも先ほどの8つの資質能力が有機的に結合して育成される学習活動でもある｡

この職場体験学習は1日体験として実施している学校もあるが､将来的には1週間程度

の払続学習に転換することが望まれる｡理由は先に示した8つの職場体放学習で育成され

る資質能力を十分に発達させるために必要な時間を確保するためである｡

さて､職場体験学習は事後指導も大切である･具体的には4つの能力鎖域について生徒

がどの程度発達したのかを確認するためである｡生徒個人個人についてどの能力がどの程

度育成されたのか､また不十分な能如 何か･その理由は何かなど具体的な評価基軸 作

成して自己評価と客観的評価をする必要がある｡

⑤ 職業研究レポート

最終段階は自分の能力適性を梢まえての職業研究である.すでに実施した職業観育成プ

ログラムによってさまざまな職業を知り､働くことの意義を学び､自分の価値観を形成し

実際に働く体験をしてきている｡この経鮎 人間関係能力領域 ･意思決定能力領域 ･キャ

リア情報探索 ･清岡能力領域の発達過程を経てきているものであり､最上位に位置するキ

ャリア設計能力憤域の発達を促すことになる｡ この能力鰍或が自分はどのような職業に向

いているか､そのために必要な資格や上級学校は何か､実現のために必要な努力目標は何

かを決定させていくことになり､高等学校におりる進指榊 の最終目標である自己理解 ･

自己啓発 ･自己実現への卦 こ到達する過程となる｡

-1ユ5-

shibata
テキストボックス



(4)職場体験学習プログラムのモデルプラン (指導案)

4つの能力領域 ①キャリア設計能力領域 ②キャリア情報探索 ･活用能力領域

③意思決定能力領域 ⑳人間関係能力領域

担任指導内容 生 徒 の 学 習 活 動 4つの能力傾城

辛 ･職場体験学習の目的 ･職場体験の意義について考える ① ② ③ ④

前 ･職種別希望訳査実施 ･職場の希望をアンケー トで答える ② ⑳･職域別グル-プ編成 ･職域別グループを作り計画を立てる ① ⑳

準 ･質問事項の整理 ･職場への質問内容を考え丑理する @ @･職場への折衝 ･グループごとに破場へ折衝する ① ⑳

傭 ･事故防止と健康管理 ･危機管理の方法を考えておく @ @･実施上の心構え ･服装等戦場へ行く心構えを話し合う ① ② ③ ④

職場体敬 ･自己管理について ･当Elの行動 (時間 .場釈等)の確駄 ① ② ③

･人間関係の構築 ･自分の健康状態と安全確認について ① ② @･挨拶､返事等の基本的ルールを守る ㊨

･職場の組織と社会性 ･政場の人との円満な人間関係を作る ㊨･職場の組軌 こついて理解する L ① ②

･具体的仕事内容 ･社会における基本的ル-ルを守る ① ②･仕事内容についての理解する ① ②

･質問事項について ･自分が実際に携わる仕事を理解する ① ②･用意した質問事項を尋ねる @ @

･間違解決 ･現場での新たな疑問点を解決する ③ ⑳･仕事上の問題発生と解決策を考える ③ ⑳

辛 ･レポー ト作成 ･職場体験レポー トを作成する ① ② ③

後 ･質問事項について ･質問事項についてまとめる ① ② ③

港 ･グル-プ発表 ･職域別グループで話し合いを行う ① ② ③ ④

[留意点J 職場体験学習は自分が体験することも重要であるが､職場の人達がどのよう

に働いているか､何のために働いているのか､どのようなところに神経を使っ

ているか等､職場の人達のさまざまな価値掛 こ触れさせることも大切である｡

自らの職業に対する価値観形成の場として､実際に働いている人と自分との差

異を自覚することが4つの能力を具体的に育成することになる｡

一方､自分の未熟さ･社会に対する甘さ等を知ることによって学習への動機

付と能力適性を踏まえて進掛 こ対する真筆な取り組みが期待できる｡

(池田 英乗)
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2.相談活動

(1)学習の目的

①これまで学習してきた4つの能力敵城をチェックし､進路の適切な選択 ･決定までの
手順を学ぶ｡

②進路を選択 ･決定していく際に必要な視点や考え方を学ぶ｡

③相放活動を通して･現在自分が考えている進路をふまえて､現在自分が抱えている問

題点 ･訣題を明らかにし､その解放方法を主体的に探る姿勢を育む｡

④現在考えている進路像をより明確なものにし､実現のための具体的方法を考える｡

(2)事前指導 (LHR時にワークシー トで進路意級を刺激する)

1･本時のねらいを鋭明する｡

2･二人一組のグループを作る｡

1･ワークシー トを互いに交換し､イン

タビューして○△×を記入する｡

2･終了したらワークシー トを返却し､

○△×の合計を出す｡

3･自分の考えたことや課題についてま

とめる｡

4･幾人かを指名 してまとめた事柄を発

表させる｡

5･担任が発表された共通的課題を旗手

してまとめる｡

1･担任が回収し､今後の進路相歓の予

定を示す｡

充実した進路相淡が実施できる為には､

十分な事前指導と事後指導が重要である｡

[留意事項〕

①交換返却時には rよろしくお顔いします

j｢ありがとう｣の挨拶を付け加える｡

②ゲームを使った展開では､若干の額が し

さが生まれることも考えられるが､進韓

について楽 しく学習する姿勢を大切にし

たいのである程度は許容してもよい｡

③友人を信頼 し記述の中に悩みや苦悩とい

った人間の厳 しい面を時に扱 うこともあ

るので､決 して軽い気持ちでア ドバイス

をしてはいけないことに言及しておくB

④悩みや課題を抱えていることは決して惑

いことではなく､むしろそれを肯定的に

考え､課題を抱え続けたり解決しようと

しないことが将来弊害を生み出すことに

ふれる｡

イユータ ビ - - ゲ - JL - ワ - ク シ - ト

シー ト所有者 [ 〕 インタビュアー 【

[11二人一組になって次の■4(こついて互いlこインタビューして下さい｡
【キャリア設計能力領域】

1･進路を実現するために向上心が大切であることを理解できる｡

2･自分を生かす進路計画を立てる重要性を理解できる｡

3･社会における自分の役割と社会の中での関係を理解できる｡

【キャリア情報探索活用能力鱗域】

4･働くことの仕組みや意義について理解できる｡

5･進路に関する情報の収集の方法と生かし方が理解できる｡

6･産業構造と社会の変化の様子が理解できる.

【意思決定能力領域】
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7.条件を比較検討し最適なものを選択する意味を理解できる｡ ( ) ( ) ( )

8.現在の課題を見つけだし､解決することができる｡ ( ) ( ) ( )

9.自分の適性や希望を比較し自分の進路を決定できる｡ ( ) ( ) ()

【人間関係能力領域】

10.自分の長所や適性などを自覚し､他の人に鋭明できる｡ く ) ( ) ( )

ll.他人の良さを積極的に絡めることができる｡ ( ) ( ) ( )

12.人間が互いに協力し支え合う大切さが理解できる｡ ( ) ( ) ( )

合計 [ 〕 [ ] 〔 〕

【2コOA〉くのそれぞれの合計を出してみましょう｡ ○ △ ×

[3】友人の将来にアドバイスをして下さい｡ くその義､シー トを玉却して下さい)

[4]以上のことを通してあなたはどのようなことを考え苦し.たか.自分のこれからの

課員や姿勢についてまとめてみましょう｡

(3) r進路相敵｣活動

1.生徒の進路希望を

1 聞き､支持する｡

2.4能力の過不足の

1 指摘をする｡

3.生徒の具体的な秩

1 題を明らかにする

4.生徒-具体的な支

持や新しい課居を

提示する｡

回収後､上記のシー トをもとに相放活動を展開する｡

①4能力の育成を中心とした相敢活動

相放活動の中では4能力内の不足している面を指挿し､

これからの方向性を肯定的に措く援助を図る｡

②推挽的な相萩活動の実施

生徒の変化をその時々に捉えていくために進路にって継

続的な相放活動を実施する｡

③5分同相萩と20分相荻活動の併用

一人20分程度の面接にする｡所定の時間がきたら､そこ

で相鉄をいったん止める｡将来に関する株居を抱えて苦悩

している生徒はその限りではない｡

④粕萩のできる寿神気の重視

生徒が肩肘張らずに自分の閏月配点･秩層を言葉にできるには､担任の常々の生徒に対

する接し方が土台とならてくる｡教育相故に関する研修会等で教師としての力丑を培う

⑤指示的相談活動

生徒の話を一方的に聞きそれを支持するだけではなく､進路に関する適切な指示や情

報収集に関する具体性を持った放題を場面に応じて的確に示すことが重要である｡

(4)事後指導

生徒は､相談活動を通してありのままの自分自身を見つめ､自分の置かれている状況や

秋題を自らの力で発見できるようになる｡教師は､生徒の成長を援助する視点で常に寄り

添っていくことが大切である｡相談時にワークシー トを与え､その相鉄の結果どのような

ことを考えたかをまとめさせて､再び碇出させて進路意織を深化させていく｡

(大池 公紀)
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3.上級学校見学

(1)大学､短大､専門学校などの上級学校見学のための実践プログラム

①プログラムの目的

生涯学習社会の到来とともに､上級学校は､あらゆる生徒にとって可能性のある進路

先となった｡高校卒業直後の進路選択のみならず､就職後､あるいは上級学校を卒業し

た後でさえ､さらに大学､短大､専修学校などで学ぶ場合があるからである｡そのため､

高校在学中に､実際に上級学校に足を踏みいれ､学習環境やカリキュラムなどについて

理解を深めることは､啓発的経験を通したキャリア発達能力の育成を目的としたプログ

ラムとして､有効なものである｡

②プログラムの内容

実際の上級学校見学がプログラムの中心になるが､準備段階の事前活動や見学内容を

整理する事後活動とをセットで一つの実践プログラムとする｡事前活動では､目的の確

認､見学の視点の説明､課産の設定などを行う｡また､事後活動は､見学内容の整理､

発表を通した情報の共有化を行い､超蕗設計へとつなげていく｡

(2)学年段階におけるプログラムの横能

①第1･2学年

進路学習の一環として､上級学校の見学を行う｡大学､短大､専修学校についての正

しい鑑識を形成するため､より広い視野で見学し､卒業後の進路先というよりはむしろ､

これからの人生設計の中で上級学校がどのような役割を果たすかという視点で学習を行

う｡何をどのように学ぶか､さらには学んだことがどのように卒業後のキャリアで機能

するかという視点は､進学を希望する鮫の正しい進路連訳の条件ともなるからである｡

②第3学年

主に進学希望者にとって重要となるが､既に触れたが､生涯学習社会の到来によりす

べての生徒に対して有効である｡

上級学校の情熱 ま､進学率の上昇に伴う受験競争の過熱化の中で､偏差値をはじめと

する入るための受験情報が豊富に流布している｡その上､進路選択を迫られる第3学年

では､合格可能性で進学先を判断し､本来の進学目的である将来の社会生活や職業生活

との関連の上での進路決定が疎かになる｡正しい自己理解と､自己実現のための意思決

定が適切な形で行われるか否かの鍵をにぎる重要な時期である｡そのため､第3学年に

おけるこのプログラムは､意思決定能力を育成するための本来的な進路発達を促進する

という立場で､実施されなくてはならない｡つまり､このプログラムを通し､これまで

の進路選択のプロセスを振り返り､何のために進学するのかを問い直し､進学先に対す

る情報が適切なものであったかを確認できるようにするのである｡

(3)プログラム展開と4能力領域との関連

①プログラム展開の境

木プログラムは､上級学校で投薬が行われている口に実施するほうが好ましい｡その

ためは､開校記念日や定槻考査の午後などの利用が考えられが､教育活動の一環として

組織的､体系的に実施し､一定の教育効果ねらうとなると､特別活動 (学校行事)の時

間を使用することが有効であるD

-119-

shibata
テキストボックス



②特別活動におけるプログラムの展開

ここでは､特別活動において学校行事に位置付けられる遠足を利用した上級学校見学

の展開例を示す｡

活動の中心は､上級学校見学当EIにあるが､事前､事後の活動と有携的に適排し､4

の様々な能力の伸張を目指す｡

活動は1-6まであるが､見学当日以外は､ロング･ホームルーム (以下LfiR)の

時間を使用する｡グループ活動を基本にし､見学地､コースなどグループで決定する｡

グループ編成を容易にする進路希望調査実施､見学地､コース決定に至るプロセスでの

助言 .指導､見学先との連絡調丑､見学の成果発表の場の設定など教師の役割も大きい.

活 動 内 容 4能力領域との関連

仰J1 LHRで本行事の目的を確認し､事肘調査とし 0手I'JT紺.,.日加 †け鮒の触,鯛の博を杜酌

､上級学校に進学する場合の学部､学科､コ- ける｡

スの希望を取る○この機会を利用し､暫定的では 0キ十IJ7俵椴乗.削 ".キ†g7轍とし､上折蜘榊

るが､進学する場合の学部､学科､うースにつ を掛 る.

いて考える○ 0意思雑欄 批臥て､地を娘する.

2 flRで､希望を調整しながら見学するためのグ 0̂朋任.-これ托､錐が帥つた生配､椎軸帥う共レ-プを構成する○ j!脈グ々-ブ絹射る点で臥畑相似の軸咽ることhtできる.

3 グル-プで見学地､見学ルートを検討する.見 0わサ硝椴妻.朗..ヰIl)7榊とし､tA鞘o榊

の視点を確認した上で､活動2で構成されたグ をさらに聴し､見計る畑鞘納札ていく.1m 輔

レ-プで見学する上級学校の選択､見学方法や内 糊 臥 舶糾こと脚 ､席か賄化網tに舶○

′､､見学ルートを話し合うo Ol朋任,巧いに純を耕し鵬 ､朗の蛾柏を村中で､共助蛾聴網軟如.

4 話し合いの中で､それぞれの課題を確認し､調 0姐旺-㍍絹して､紬紬の葦齢喪臥､恥する方

しながら見学内容､方法を決定するo 郎神に酌配朗.

(見学地は､2カ所が限度で､グループの中で調 Oht)雅樹 一朗 .hV7紺掛H軸の軸軒

が必要となるo) 穀批掛す榊椎を鯛ひれ方乱鵬を鮒する.0人間取..前脚 恥､人柵良雄掛を招ける.

当日5 LHRで決定した､見学地､ル-トに沿い､見 0州 7柳瀬.鵬 N,鞘に討乱たも叱 実駄榊

を開始するo す紬とのff7火気州き､細の進脈琳裏梢粘さ

見学地では､それぞれの進路希望に則Lt必要 れ占.

ま情報を収集するようにする○ 0人悶任."如常杷駅､ルー1行如実肘拙 ､棚B̂関配鵬しなくて鵬ら恥.

I[6 活動を通して得た資料を整理し､見学レポート 0キIlJ7掛.あらたなキ†Jj7絢の挫如上瑚 鮒蛸

作成するo 附を糾.

各グループの見学成果であるレポートを､発表 0キIJJ7精根垂一別 .-多くの上折伽借相投鮎h.

レポート閲覧などの方法で交換し､進路情報を共 さまざまな馳からの棚榊郷桐能になる.

(三村 隆男)
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V.高等学校卒業後における実践プログラム

1.卒業後の追指導

小学校 ･中学校 ･高等学校における進路指導が構造化され､体系的､継続的に行われる

ということは､高等学校卒業をもって進路指導が終了するということではない｡進路指導

という教育活動の大きな特徴は､それが生徒の卒業後にまで及ぶことにある｡進路指港の

目標は進路の選択 ･決定にあるのではなく､その後のキャリア発達にあるのであり､それ

に対応するのが迫指導の活動である｡ しかし現実には追指執 ま､進路指導の括軌のrPで最

も行われにくい活動である｡卒業生に対してまで指導 ･援助する人的､時間的､予算的な

余裕がないことがその大きな理由である｡にもかかわらず追指導の必要性を強調するのは､

この活動が進路指導の適正化や活性化に重要な意義を持つからである｡追指導を行うこと

によって教師は生徒の適応状況を認識することができ､生徒の将来に其の意味で目を向け

ることになる｡そこから逆に在学中に行われた進路指導を見ることができる｡これによっ

て進路指導を常に過去 ･現在 ･将来の時間的展望の中に置くことができるのであり､これ

が進路指導の適正化の基礎となる｡この意味で追括革の活動を少しでも充実させていくこ

とが､進路指導には欠かせない｡

具体的に活動を進めるに当たっては､人的､時間的､予算的な条件の整備が必要である｡

追指導の中心は,在学中の指導 ･援助に直接関与した教師であるが､同時に学校全体とし

て活動をまとめ､推進する責任者 (進路指導主事)の役割が重要である｡迫指導に関する

計画と組織づくりがまず必要である｡追指導の時期は､進路先での適応に間燭がでてくる

時期が目安となる｡何事も少し慣れた頃があぶないということからすれば､2･3ヶ月目

あたりであろう｡この時期は学校にとっても夏期休業の時期であり､時間的な余裕も多少

でてくる時期である｡実際の方法は､各学校の実態にあわせてそれぞれ工夫することであ

るが､教師と卒業生の直接的なふれあいの機会をできるだけ確保したい｡

2.大学における進路指導

大学における学生相鉄に進路の問題がかなりの程度含まれているo大学生はこれまで進

路の問題や悩みには無縁であったものが多い｡それだけに進路の問題に直面すると解決の

道が見えにくくなる｡大学生はすでに自律した存在であり､あえて指導 ･援助をする必要

はないと考えられてきたoLかし､大学教育が大赦化しつつある現在､大学生に対する進

路指導を真剣に検討すべき時期､にきたといわねばならない｡従来は､指導教官が個人的に

就職に関する斡旋 ･指導 ･援助を行ってきたとことが多いが､今後､全体として進路指導

を体系化し､キャリア教育として､大学教育の一部に取り込んでいくことが考えられる｡

実際には､一部の大学ですでにこの取り組みが行われている｡たとえば､ ｢ビジネスキ

ャリア論｣の科目を外部の専門家を依頗して開削 甘 'などであるO (菊池 武刺)

I)大江韓良 r大学における進路指導の試みJ(1997)糊 賠緋 会窮朋 大会先軸文集
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第2都 連操持iI分7斗金 r2事 jI牡拝jI+jI化のモデルと且B.

第3節 構造化を生かす指導 ･評価の方法と留意事項

Ⅰ.指導のポイント

構造化モデルはあくまでも一例であり､学校の実情や､地域を含む教育環境 ･条件を考

慮し､独自のものを作成することが望ましい｡また､指導､評価の視点からも､実践可能

なプログラムを作成する必要がある｡以下､構造化を活かす指導､評価を展開する上での

ポイントを3項目あげる｡

1.構造化モデルが､小学校から高等学校へと段階的､発展的に作成されていることを理

解する｡

表1で示された構造化モデルは､小学校から高校生に至るまで､段階的､発展的に作成

されている｡構造化モデルから､それぞれの能力が､発達段階に応じどのように進行する

かを参考にすることは重要であり､各校が､実情にあわせプログラム化する場合の基準と

なる｡各発達段階における能力の内容は行動表現で示されている｡そのため､同じ観点の

能力であるが､認識の度合いを段階的､発展的に示し､発達のプロセスが行動の変化で理

解できる｡基本的には ｢気が付く｣- ｢知る｣- ｢理解する｣- ｢身に付ける｣と段階的､

発展的に認識のプロセスが進行するように作成されている｡また､4能力領域における各

キャリア発達能力は､児童期-思春期-青年期前期と進行するにつれ不可逆的に進むこと

を原則とする｡

進路指導や相談は､こうした原則をもとに作成された独自のプログラムをもとに行われ

る.そのため､指導の掛こは､以上の､プログラム作成の基本原則が十分理解されている

ことがポイントとなる｡つまり､児童生徒一人一人の能力の現状を､行動表現から正確に

認識し､次の段階に進む適切な教育活動内容を選択､創造する必要がある｡

また､能力は一律に､同じベースで育成されることはない｡学年が進行する際の節目の

時期､あるいは学校種が移行し､意思決定を迫られる時期等が､キャリア発達能力が大き

く育成される時期と考えるべきである｡こうした時期那こ､本人の興味･関心､能力･適性

などを撫祝した､学力のみを指榛とした指導をすることが､いかに本来的進特発達を阻害

するかは明白である｡

2.教科､特別活動､道徳 (′Jい 中のみ)､および新たに設置が予定されている l組合的

な学習の時間｣などの教育活動全体を通じ､絵合的な指導プログラムを実施する｡

(1)教科領域での指導

構造化モデル (11頁)が示すように､教科､特別活動､道徳および ｢稔台的な学習の

時間｣ (仮称)で､ ｢キャリア設計｣ ｢キャリア情報探索･活用｣ ｢意思決定｣｢人間関

係｣の4領域の能力を育成する必要がある｡｢第2師 構造化による進路指導の展開と実

践プログラム｣では､特別活動の例が主であったが､数科の領域でこれらの能力を伸ばす

工夫が求められる｡構造化モデルでは､4領域のそれぞれの能力の内容が､行動内容で示
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され､教科指導への導入が容易になっている○教科指執 ま､知識理解や技能習得が中心に

なるが､試案に示された行動内容が､知識や技能が獲得されるプロセスで実現されるよう

なアイディアを授兼に盛り込むことである｡

(2)特別活動 ･道徳領域での指導

特別活動は､その目標にある通り ｢望ましい集団生活を適して｣実施されなくてはなら

ない｡そのため､ここでは､主に ｢人間関係能力領域における諸能力｣を核に集田生活の

中で､他3能力領域､ ｢キャリア設計｣｢キャリア情報探索･活用｣｢意思決定｣を育成

する｡例えば､キャリア情報を他者と交換するなかで情報の共有化を通し ｢キャリア情報

探索 ･活用能力｣を伸張するなど､人間関係を軸とした能力育成が必要である｡

道徳における ｢自己を見つめ､自己の在り方を問う｣や ｢人間としての生き方や生きが

い｣に関する活動は､価値の内面化を図り､ ｢キャリア設計能力｣｢意思決定能力｣との
関わりが強い｡

(3) ｢稔合的な学習の時間｣

1997(平成9)年11月17日に示された教育課程審議会 ｢中間まとめ｣-教育課程の基準

の改善の基本方向-では､ ｢掩合的な学習の時間｣の設置が提言されている｡この時問は､

国際理解 ･外国語会話､情報､環境､福祉などをテーマに､教科以外の教育活動において

実施される｡この ｢捻合的な学習の時間｣こそ､構造化のために用意された時間といえる｡

上記のテーマでは､教科で学ぶ内容が栓合的に活きることになる｡さらに､学習方法とし

て集団の活動を利用することにより､上記 (1) (2)を統合的に組織した効率的､構造
化学習が可能になる｡

3･活動と能力との関連を明確にし､行動内容を理解し､実賎しやすい表軌 こ置き換える｡

(1)活動と能力とのマトリックスを作成する｡

構造化に則し活動計画を作成する際に､第2葦第2節の実践プログラムに示されてよう

に､能力との関連をマトリックスで示しておく｡

例えば･国語の教科指導の場合､主人公が重大な意恩決定をする場面があるとする｡そ

こで､ ｢どうして主人公はこのような意思決定をしたのかo｣あるいは､ ｢あなたならば､

どのように意思決定するのだろうか｡｣と問い掛けることにより､ ｢意思決定能力｣に関

連させた教科指導が可能になるのである｡

実践に際し､それぞれの能力領域にある詩能力が､バランスを保ちながら無理なく､意

図的､目的的に育成されることが必要である｡

(2)能力を具体的な行動内容に置き換え､能力間の関連にも気付く｡

4能力の行動内容は､一般化されているためやや具体性に欠ける｡そのため､教師はさ

らには､児童 ･生徒も容易に理解できる表現に置き換えて行く必要がある｡

例えば､小学生段階の能力1の内容 ｢生活において､それぞれの役割が関連しているこ

とに気が付く｣は､ 柑 直の係と教室そうじの係が協力して役割を分担する｣と具体的な

内容に置き換えることができ､そうすると､能力11｢他者と関わる技術を身に付ける｣が､

能力1の実践過程で育成されることに気が付くのである｡

それぞれの教師が､各自で実践する教育活動に則し､具体的に､能力の内容を言い換え

て行くことにより､構造化におけるオリジナルな教育実践プログラムが可能となる｡

(三村 隆男)
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n.指導の評価

11学習指導要領に見る評価租

(1)新しい学力観と評価

現在の学習指導要領では ｢心豊かな人間の育成｣｢基礎基本の重視と個性を生かす教育

の充実｣｢自己教育力の育成｣｢文化と伝統の尊重と国際理解の推進｣を上げている｡そ

して評価の観点として①関心 ･意欲 ･態度等②思考 ･判断･考え方等③技能 ･表現 ･処理

能力等④知識 ･理解等が示されている｡進路指導領域においても学習過程を重視し､関心

･意欲 ･態度等を学力の重要な側面と捉える新しい学力牧への転換が見られる｡

(2)絶対評価としての観点別評価

新しい評価観を具体的に示しているのが規点別評価である｡とくに関心 ･意欲･鮭度等

に?いて各教科ごとにA･B･Cの三段階によって絶対評価されている｡個人の到達度に

よる評価という視点は新しい試みである｡しかし･関心 ･意欲 ･態度等に対する評価は人

間の内面的情意にかかわることであり･評価基準や評定の主観性や慈意性を排除していか

に客観性を確保するか謀親として残されている｡

(3)評価の主体性

観点別評価という新しい評価酌 婦 されているが､この評価は基本的に教師によるもの

である｡関心 ･態度 ･意欲等は児童生徒の個性 ･性格によって表現の仕方が異なるので､

表面的な判断で壮評価しにくい｡むしろ･子供たちの r個性等量Jr自己教育力の育成｣

という学習指導要領の主旨からすれば･教師による客観的評価と児童生徒の自己評価を合
体させた評価観が必要であると患う｡

2･4つの能力をどう評価していくか

(1)評価をする上でのポイント

4つの能力については各学校段階での到達目標を示してあるので､評価についても個々

の具体的到達目標に親らして考える必要がある｡そして､評価は自己評価を主体にして教

師の評価を加味する形で進めたい｡さらに児童生徒一人一人の個性を尊重する立場から相

対評価ではなく絶対評価の形をとることが望ましい｡

一方･それぞれの学校段掛 こおいても教育課程上にこの能力が位置付けられ計画的に実

施されているかを評価基準を設けて学校全体として評価することも必要である｡
(2)自己点検､自己評価

児童 ･生徒が4つの能力を通して自己理解を深めていくためには常に自分自身に対する

問いかけが必要である｡要するに･それぞれの到達日掛 こついて自分で点検させ､自分で

評価させるのである｡ただし･子供たちの発達段階は千差万別であり､自己点検･自己評

価を客醐 勺に判断することが軌 ､場合 (特に小学生段階)も考えられるので､教師の評価

も加味していく必要がある｡また児童生徒と教師の評価が一致しない場合も考えられるの

でその対応策として面接等による調整も必要であろう｡

(3)評価基準

評価基準は次に示すように各学校段階で少しずつ発展させていくことが望ましい｡

･小学校低学年段階･･-･･人間関係能力に重点を置く

◎･〇･△をつける ( ⑳良くできた ○まあできた △もう少し )
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･小学校高学年段階･･･-意思決定能力に重点を置く

⑳･〇･△をつけ､具体的な場面を書いてみる｡

⑳良くできた ○まあできた △もう少し (具体的な場面を書く)

･中学校段帽-･･-･--･キャリア情報探索 ･活用能力に重点を置く

0･〇･△をつけ､評価理由を書く｡

0億 〇良 △可 (自己評価理由を書く)

･高等学校段階-･･--･キャリア発達能力に重点を置く

0･〇 ･△なつけ､自己点検 ･自己評価をし､今後の繋力点を明記する｡

0倭 ○良 △可 (自己点検･自己評価 ･努力点)

(4)評価表の具体例

人間関係能力領域についての′ト学校低学年における自己評価と教師による評価例

次のことについて自分はどのくらいできたか､0.0 .△の記号で答えましょう.

0は良くで壱た時､○はだいたいできた時､△はもう少しの時です.

なまえ

①自分の名前をはっきり言う事ができましたか. ( )

② ｢おはよう｣｢さようなら｣のあいさつはできましたか. ( )

③'｢ありがとう｣とはっきり言うことができましたか. ( )

④お友達と仲良く遊ぶことができましたか. ( )

⑤お友達と助け合って勉強やお仕事ができましたか. ( )

⑥お友達のはなしを聞いてあげることができましたか. ( )

教 師 用 評 価 基 準

人間関係能力領域 (小学校低学年用) 児童氏名

O良くできる ○まあできる △あと少し

①日常生活の中で自分の名前をはっきり言えるか｡ (

②日常生活の中で朝と帰りのあいさつができたか｡ (

③日常生活の中で ｢ありがとう｣のお礼が言えるか｡ (

④日常生活の中で友達と良好な関係を保つ事ができたか｡ (

⑤日常生活の中で友達と助け合って勉強や仕事ができたか｡ (

⑥日常生活の中で友達の話をきちんと聞くことができたか｡ (

⑦日常生活の中で自分と他者との違いに気づくことができたか｡ (

この評価例は人間関係能力領域に限定してあるが､4つの能力領域について各学校段階

で質問項目的に作成し､児童生徒の能力発達が細かい質問事項によって段階的に伸びてい

く視点を重視したい｡子供たちの発達段階には個性があるので､一人一人の発達過程を記

録するためにもこのような絶対評価が必要であり､個人個人に対応した指導方法が必要で

ある｡ (池田 英乗)
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班.指導上の留意点

1.構造化による進路指導の展t削ま4能力額坊の偏りのない実施を重視

｢キャリア設計能力J｢キャリア情報探索活用能力｣｢意思決定能力｣｢人間関係能力｣

の4能力領域の間に上位能力を想定しておらず､全てが同等に身につけるに望ましい能力

領域と設定している｡現実には児童生徒の発達段階や学習内容､もしくは学習時期によっ

て ･時的な偏りは生まれる｡しかし､それらが存在するにしても年間 (学期)を通して顧

みると4能力領域に関する学習が平均化されていることが重要である｡また､学習内容に

偏りがないか､ある能力領域のみを偏向して学習していないかの点検と反省が教師自らの

手によって恒常的にされる必要がある｡時には他の教師からのア ドバイスに真率に耳を債

けたり研修を受けることによって教師としての力丑を磨く姿勢を大切にする｡

2.4能力領域の教育実践と生徒の自発的な学習活動との有枚的結合の重梶

学級活動 ･ホ一一ムルー-ム活動における進路学習の重要な課題は､児童生徒が自主的実践

的に進路の学習に取り組み､集団 ･個人として主体的に進路の課題を解決できるように､

教師が指導方法の工夫 ･改善を図ることにある｡4能力額域を伸張していく中で､教師は

児童生徒に自らの発達上の課居を気づかせ､その解決に向けて進めるように援助すること

が大切である｡

3.個人差をきめ､一人一人の児童生徒の学習活動を支えていく重要性

児童生徒が望ましい進路像を描き､自らの進路選択 ･決定を十全にするためには､教師

は平素からの親祭 ･嗣査 ･相敢活動を通して児童生徒一人一人の資質を的確に把握するこ

とに務めなければならない｡また生徒がより深い自己理解の上に立って自己の特性 ･陳題

等を比較検討吟味し､自らの力で将来に向けての意思決定ができるように援助していくこ

とが大切である｡児童生徒の中には学習活動の中で4能力簡域の理解に個人差が生じるこ

とも考えられる｡そのような場面では､教師は速やかに相鉄活動などを実施し､当咳児童

生徒の資質や課題を分析し､各人に応じた対応をとらねばならない｡そのためには個々の

生徒のガイダンスに視点を置いた支援活動を学校内に設けることが将来的には望まれる｡

4.常に広い視野を持った教育活動と地域 ･保護者の連携

先述されているように､構造化による進路指導の展開は､小中学校 ･高等学校の特別活

動内での学習を想定してはいるが､特別活動に限られるものではない｡巻末資料の高等学

校国語科における実践例でも理解できるように､4能力領域の学習は小学校 ｢生活科｣に

始まって高等学校の各教科指導や学校行事 ･見学活動にまで密接に結び付けて捉えること

ができる｡また､ボランティア活動や地域のフィール ドワーク､職場見学や職業体験学習

といった啓発的な学習と十分に結びつけて多方面から児童生徒の進路観の育成を実施して

いくことが重要である｡学習活動を教室内に限定せずに､常に広い視野を持って学習支援

をしていく｡そのためには地域社会､保護者 ･家庭､そして他の教育機関と十分に連携を

図る必要がある｡どのような連携を図って児童生徒の学習活動を支壊していくかを学校を

中心に互いが定期的に連絡を取り合い､研修会などを開催することが望ましい｡

5.小 ･中 ･高等学校及び他の教育期間の連携

別項に述べられるであろうが､構造化による進路指導の学習は一時期に於いて学習され

るものではない｡常に他の学校間 (棉)と小中高等学校間 (縦)とが有機的に絡み合いな

がら継続的に学習してゆくべきものであることを付け加えておく｡ (大池 公紀)
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十2廿 暮J8稚i[分判会

第3章 進路指導の構造化を促進する教育条件

第 1節 家庭 .地域との協力 ･連携の強化

はじめに

中学校において進路指導を実践する上で､学校教育法第36粂第2号に定める ｢社会に必要

な職業についての基礎的な知識と技能､勤労を重んずる態度及び個性に応 じて将来の進路

を選択する能力を養うこと｣の意味を再確認すべきである｡この条項は社会状況の変遷に

相まって.r社会に必要な職業の知識｣や ｢知識と技能Jが主張され､やがては ｢個性に

応じて将来を選択すること｣に集約された｡ ｢選択する能力を養うこと｣は ｢受験のため

の学力をつけること (知育偏重)｣に傾斜していった｡その結果､ ｢人間としての生き方

について自覚を深め､自己を生かす能力を養う｣ (中学校学習指導要領,特別活動の目標)

ための手間暇をかけて指導すべきプロセスが欠落し､進学のための ｢出口指導｣ないしは

r入口指導Jをもって,進路指導とする傾向が強まったのである｡このような指導は進路

指導の一分野のみの指導であり.生徒の進路選択先の決定をより確実にするために､得点

による偏差値振り分け指導に陥ることにつながった｡

勤労観 ･職業観の形成のための指導を欠いた進路指導は､将来の職業生活に対する無目

的な高校進学のため,高校中途退学者及び不登校生徒の増大となったり､教育困難校と評

される高校の出現すらみるに至ったのである｡このような状況下にあり,しかも,国際化

社会.情報化社会､高齢社会等にあるわが国にあっては､まさに､人としての生き方在り

方に関わる勤労観や職業観の形成は必須の事象であると言わざるを得ないのである｡

以上のことから.中学校における進路指導の構造化､特に啓発的経験の学習による職業

観形成を図る観点から､学校外との協力 ･連携を促進する教育諸条件のネットワークづく

り等について記したい｡

l 中学校進路指導における改善の視点

1 赦育実践の三領域 (教科 ･道徳 ･特別活動)を通しての進路指導学習の定着

教科指導及び道徳教育においては.各々の指導目標が設定されているが､生き方あ

り方の視点から進路指導を捉え､意識化された授業展開が求められる｡また､特別活

動においては行事や儀式､あるいは､学級活動での進路指導の計画的継続的な指導展

開が重要である｡職場体験活動やボランティア活動が重要視され､多(の桔学校が実

践しているのであるが､その事前と事後の学習が計画的になされることが大切である.

特に､週 5日制の完全実施を目前に控えている状況下にあっては､道徳教育と特別

活動 ･学級活動の簡域での進路指導の積極的なクロスカリキュラム化の促進が肝要で

ある｡生徒が保他者の働く姿を見聞する機会が極めて少なくなった事に加え､家族関

係の希薄さも相まった現況にあっては､El常生活から派生する職業観や勤労観の意織

形成は大変脆弱なものとなってしまった｡よって､勤労体験学習や職場体験学習等の

啓発的経験の意図的な学習活動が必須となってくるのである｡

2 家庭 ･地域との協力 ･連携の強化による啓発的経験の学習の推進
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職場体験等啓発的経験の実践は ｢生徒の観念的 ･抽象的な自己理解や進路情報にの

理解に､具体性や現実性を与えるものとして､その意義は極めて大きいj (中学校 ･

高等学校進路指導の手引き-中学校学級担任編)のである｡この体験括動は､家庭及

び地域社会での人間関係の希薄さから派生する職業観 ･労働観等人生観の形成に大き

な影響 を与えるものである｡価値悦の形成が未熟であると評される中高生にあって､

この啓発的経験のあり方が課題である｡この裸稜の達成のために､種々の体験学習の

活動が設定 されているのであるが､本来的には､′ト 中連携のもとに計画的 ･継続的

な進路学習か ら派生するものとして体験活動が位置づけられるべきものである｡

例 えば､小学校低学年において ｢自分のまわ りの人々の働 く様子｣を知 り､中学年

で ｢地域で働 く人々の職場訪問｣で働 くことの楽しさや仕事への興味を喚起させる｡

高学年では ｢将来の職業について関心Jをもつと共に ｢働 くことの大切さを理解 し進

んで仕事をしようとする意欲｣を育てたい｡このことは､自分の将来に対する情報探

索 ･処理能力の育成になるだけではなく､長い将来に対するキャリア設計や進路選択

能力の発達につながるのである｡

更 に中学 1年生においては､保横着や身近な人との対韓や親子交流作文を通して,

現在に至った進路選択の様子 (学校選択や職業選択の条件､その後の喜びや苦労,坐

き甲斐観や転職 を思ったときの理由等)を見聞することが､生徒の職業に対する意織

形成に有効である｡

2年生では､具体的に職場体験や訪問を実施する｡体験先へは生徒自身が事前に職

場訪問をし､受入俵頬等を行わせることが主体的な体験活動につながる｡体験するこ

とによって学ぶ ことが進路指導の基本である｡

3年生では､将来での生き方在 り方を選択する観点か ら,長所伸長主義の立場に立

脚 し､自らの個性や適性を発揮できるようなより具体的なキャリア7-ラン (将来設計

図)を立てる｡ また､進路適応力の増幅を図ることか ら､高校体験入学や高校訪問､

卒業生との懇談会等も有効な手だてである｡

また､その実践についても､保育鼻音 ･PTAや地域社会との連携によってなされる

方が､より､生徒の生き方在 り方に迫れるものとな り､さらには､家庭や地域社会の

教育力の向上につながるのである｡

この実践は生徒の個性や適性､職業情報獲得や職業観形成等を図 りつつ､自己理解

を深化させることになる｡職場体験後においては感想文を書いた り､アンケー ト調査

をす るなどしてその後の進路学習に生かしたい｡

具体的な啓発的経験の実掛 ま中学校 3年間を見通 したものでなければ,よりよい成

果 をあげることができないのである｡

3 協力 ･連携の内容について

生徒が自己理解を深め､将来の生活において職業的 ･社会的に自己実現 していくた

砂 には､自己の個性や適性を生かし､自らの責任で進路を選択 ･決定できるように指

導 ･援助することが大切である｡このような生き方在 り方の進路指導実践は保韓者が

削 壬を負うべき内容 (生き方におけるしつけや価値統形成等)の理解を深めつつ共に

推進することが求め られる｡家庭や地域の教育力を引き出し､活用することは､同時

に家庭や地域 の教育力の育成につながるものとして理解すべきであろう｡学校から家
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庭への一方的な情報の提供は､ともすると受け取る側に偏った判断材料として理解さ

れる場合 もある｡よって協力 ･連携の基本には情報の共有と提供における共同の営み

が期待されることになる｡以上のことか ら進路指削 こおける協力と連携は､単に作業

の分担化 をすることではなく､家庭の教育力を増幅しl地域の教育力と連帯感を強め

ることになると判断される｡ ここに人としての生き方在 り方教育の基礎がある｡

ところで､ ｢学校｣と r家庭 ･地域との協力 ･連携｣において.その協力 ･連携の

活動内容は各々異なっていて当然であるが､その関係性において学校が指導性や中核

になって力量を究挿せざるを得ない場合が多いのである｡ しか し､種々の課題を抱え

る学校現場においてこの連携の場面が多くなればなるほどに､教職員の事務量が無限

大に膨張することになる｡一方にのみ加重負担がかかる関係は継続性をもちえず､片

方は下請的な存在にならざるを得な くなる傾向にある｡好 まLL,い協力 ･連携の形態は､

｢開かれた学校Jにおいて可能とな り､学校 と他の機関が ｢五分五分の関係｣でなけ

ればならない｡つまり､進路指導実践は極めて ｢共働的Jであ り､その主たる内容は

次の4つの能力領域に関するものと言える｡

①キャリアプラン能力領域 (診キャリア情報探索 ･活用能力領域

③意思決定能力僚域 ④人間関係能力領域

各能力領域の指導 ･援助等の実践の展開に当たって,家庭や地域社会は学校進路指

導に関して次のような情報の共有化や機会を設定することが肝要である｡.

(I) 進路情報の共有に関する内容

①学校の進路指導目標 と学習計画 ②進路学習の内容 ③進路意識と悩み ④上

級学校の学校 ･学科 ･コースなどの種規と学習内容 ⑤卒業生の進路選択状況

⑥上級学校教育の受験制度の変化など ⑦受験生をもつ保護者の心構えと捜し方

⑧産業社会､社会構造の変化など

(2) 進路傍報の共有の牧舎

① 3年間を見通 した保護者のための進路指導講座 ②進路講演会 ･進路懇玖会

③ pTA広報 ･進路便 り ④授業参観 ⑤親子高校年税明会 ⑥保護者のための高

校訪問等上級学校訪問 ⑦教師と保碑者の二者進路相鉄､教師 と生徒 ･保護者の三

者進路相談など

Ⅱ 進路指導の連携

1 進路指導実践上の保牲者 ･地域社会等との連携と括軌

①保護者 ･PTAによる職場訪問 ･職場体験の受け入れ依輪 と企業等 の受け入れ

②保啓者の社会体験､職業生活についての 1日音符師 ③学級活動での保硬者参加の

進路学習 ④社会人による進路講話 ⑤ r親子ふれあい文集｣での職業観 ･勤労観

形成の促進 ⑥親子ふれあい奉仕作業 ⑦ ｢わが子の椎楯状｣での生徒理舶 ･わが

子理解の促進 ⑧地場産業 ･伝統産業 ･伝統工芸 ･地域文化の見学,参加､継承活

動 ⑨ pTA ･保綾香会役員等対象の進路指導学習会の開催 (リーダー研修)

2 進路指導実践のための連携組織例

①進路指導全体計画は学校長の指導のもとに.進路指導主事及び進路指導部が立

案 (さPTA等保実感着金が中心にな り進路指導委員会や連綿会 (教師と保荒壁者､民

生委員､地域の方々､警察関係､学童緒関係など)を設定 し連携活軌の全体計画か
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ら実践､評価までを取 り扱う ③教師と保言質者､地域代表 (企業関係 ･行政関係 .

ボランティア)による啓発的経験推進委員会を設定 ④社会人削 市の登録システム

と運営組織の設定 ⑤小中学校進路指導連携会議の設定 ⑥中高進路指導連携会は

の設定 ⑦小中高進路指導連携全盲義の設定 ⑧学校と職業安定所との連携会議

3 学校 ･家庭 ･地域 との協力 ･連携

児童 .生徒を中核にした場合､PTA ･保持者

会は学校と家庭 ･地域を融合する位置にある｡

また､この三者は各々の立場で児童生徒の生き

方在 り方に強 く関わる立場である｡

児童 ･生徒の人間関係の希薄さが勤労観 ･職業

観形成を困難にしていることから､関係団体の有

機的な連携の組織化とその活動が急務である｡

4 小中高連携の進路指導の推進

各校種において教育課程が編成され､教育目標が設定されているのであるが､中学

校 ･高等学校の進路指導の領域においては､未だに受験指導 ･進学指導=こ重点が好か

れている現状にある｡近年の中学校現場において､生徒の学習に対する志向性の低下

や､クラブ活動 ･部活動への参加意欲も低下 している｡学校は友達と梼らい､楽しむ

ところであって.学習は塾でする､という様相さえ呈しているのである｡さらには.

上級学校進学の相畝は塾ですます,という状況の増加をみるに至っては､学校教育力

の地盤沈下 と様相さえ示している｡また.問題行動の増加や相鉄童 ･保健室登校､不

登校児童生徒の増加 に対 して積極的な支摸活動が求められているのであるが,その指

導の基礎基本には人 としての生き方在 り方の進路指導がなくてはならないのである｡

児童生徒の進由発達課題が,小中高へと進学する掛 こ途切れて しまう掃向にあるが･

各校種の教員は自らが属する校種において､生徒の教育を完結 しようとする意織が強

い事がその原因となっている｡ しかし､言葉を代えるな らば､進路選択先においては､

費任をもたない､という状況を作 り出し､ r入 口指導 ･出口指専｣の進路指削 こなっ

ているとも言える｡人としての一貫 した生き方教育になっていないのである｡

以上の事か らして人としての生き方在り方の教育実践､つまり､一人一人に適応す

る進路指導の重要性が求められているのである｡各校種間の相互理解 ･共通理解の促

進が必要である｡その場として｡地域の小 ･中 ･高の学校で進削 旨導連携会報を設定

し､9年間や 12年間を見通した進路指導実践計画を作成することも必要である｡ま

た､地域諸団体を含めた啓発的経験推進委員会を組織 し､地域くるみで児童 ･生徒の

体験学習を支援することも大切なことである｡些細なことであるが､地域社会に開か

れた授業見学会や進路指導講演会の開催が進路指導に対する認識を転換することにも

っながるのである｡地域社会の致育資源 (人材)をより有効に活用する方策を､地域

の特色を生か して展開することが求められるq以下に4つの能力領域の育成に関する

連班括軌内容の系統図を示したい｡ (中島 満)
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井2辞 連詩頼斗分科会 事3暮 逢色相Iの♯JI化を促jIする8書条件

第2節 教師教育一養成 ･採用 .研修一の改革

教具養成､採用､研修を連続したものと捉える r教師教育｣という考えを発展させ､専

門恥としての教師の学習段階を構造化し､それぞれの段階での教育 ･研修の充実を図り､

r教師教育｣輪の体系化を研究する必要がある｡

I.教且の養成

r教育は人なりJr人は､人間社会の中で､人間によって教育されて初めて人間となる｣

は至青である｡教育費に燃えひたむきに子どもに迫る敬具は､背中で敬えることができる｡

教具の一言が､子どもにとっては自分の進路を決定する内容であったり､心に珠く傷つく

内容であったりすることがある｡人を創る敬具は､やり直しがきかないだけに失敗があっ

てはならない｡まさに教具の責任は重大である｡

いま社会の激しい変化に主体的に対応できる児主 ･生徒の育成が我見に求められてい

る｡このため教具の資質能力のすが問われている｡敬具には教科柑grに堪能､生徒指軌 こ

あたってはカウンセリングマインドを発拝できること､そして何よりも子どもが向上して

いく過程を教師冥利と書び､さらに子どものために常に実行できる能力を併せもつことが

求められている｡

現織の教具の教育歴を考えると､画一的な一斉授業を受け､定期考査等のペーパーテス

トの得点によって評価され､成横の康秀な生徒は良い子であると評価され､学級 (ホーム

ルーム)活動等において進路学習指叫を受けた軽扱がない教具連である｡さらに同じよう

な教育歴をもつ教具志望者に求められている室ましい教具養成に向けて､その在り方や､

さらに現取教員の資質向上のための研修の在り方についても改めて検討する必要がある｡

これからの教員は､rゆとりJをもって r生きるカJを育む指gFが求められている｡こ

の献長引こ真っ向から取り組んでいくためには､政見の意馳改革が必要である｡それは､r教

え込む教育lから r自ら学ぶ教育j-､r画一的掃軌 から r個別相弔｣-､r均等に水

準を上げる指軌 から r個に応じた指軌 -の転換が求められている｡具体的には､教且

の指導を油じて児童 ･生徒の r生きる力J､つまり r自分で秋用を見つけ､自ら学び､自

ら考え､主体的に判断し､行動し､よりよく開局を解決する能力Jを十分に育んでいくこ

とであるBこの散層に応えられる資質能力を持った教鼻が必要とされている｡

教育職員養成審議会 (教養審)答申と同様に､教員に求められる資舛能力を､rいつの

時代にも求められる資質能力｣とr今後特に求められる資質能力｣とに分けて考えてみる｡

①いつの時代にも求められる資質能力

このことについては､教育者の本質としての使命感､人間の成長 ･発達についての

報い理解､児童 ･生徒に対する教育的愛情､教科等に関する専門的知織､広く豊かな

教養､そしてこれらを基礎とした実践的指等力等が考えられる｡

②今後特に求められる具体的資質能力
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このことについては､次にような例示で考えてみる｡

･地球的視野に立って行動するための資質能力

ここでは､地球･国家 ･人間等に関する適切な理解､豊かな人間性､国際社会で

必要とされる基本的資質能力等が考えられる｡

･変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力

ここでは､現題解決能力等に係わるもの､人間関係に係わるもの､社会の変化に

適応するための知織及び技能等が考えられる｡

･教具の琳毅から必然的に求められる資質能力

ここでは､児童 ･生徒の教育の在り方に関する適切な理解､敬恥 こ対する愛着 ･

誇り･一体感,教科指導 ･児童生徒指導のための知識 ･技能 ･態度等が考えられる｡

特に､この項目は現琳研修として､教具が体験を通じて学ぶこと_が出来て､資質

の向上を図るためには､欠くことが出来ない重要な突質能力である｡

故且養成の実鰍 こついては､文部省が 1997年 8月に r教具養成実施状況に関する調査｣

を実施し､′ト学校 ･中学校 ･高等学校などの現場から新規採用教員の資質やその要因など

についての回答を得た｡この結果､新規採用教具に不足している資質として ｢学校生活全

体を滴じて得られる暗広い教養｣r幼児 ･.児童 ･生徒を把握し指削 こ藩切に反映していく

能力｣r同僚､保漣着､関係者とのコミュニケーション能力｣をあげた学校が､小 ･中 ･

布､特殊教育韓学校すべてで 6割を越えている｡さらに､r敏軌 こ就く明確な意志､教具

の使命の自覚Jが不足していると言う回答がそれぞれの校種で 25%以上あった｡これら

の賢才が不足している要因は r大学等の教具養成教育の在り方Jを指摘する声が多く､改

善策としては､r教育実習期間の延長Jr子供と直接触れ合う体散的な実習や事例研究な

ど効果的なものを工夫する｣などがあげられている｡

つぎに教養事第一次答申では､大学における教具養成のための教琳科目は､概ね下記の

①､②及び③の内容になっている｡これらの軟恥 こ関する科目の内容は､現在の初等 ･中

等故青が抱える教育軌跡 こ対応して次のようになっている｡

① 教I削こ関する科目 (中学校 ･高等学校教諭の場合)(( )内は必要な事項)

･歌碑への志向と一体感の形成に関する科目

(軟取の意義及び教具の役割､教員の執務内容､進路選択に資する各種の機会の穐

俳等)

･教育の意義及び基礎理吾郎こ関する科目

(教育の理念並びに教育に槻する歴史及び思想､幼児､児童及び生徒の心身の発達

及び学習の過程､教育に関する社会的制度的又は経営的事項)

･教育裸程及び指導汝に関する科目

(教育熱程の意義及び相成の方法､各教科の指導法､道徳の指導法､特別活動の

指導法､教育の方法及び技術)

･生徒指導､教育相鱗､進路指導に関する科目

(生徒指導の理論及び方法､教育相談の理論及び方位､進路指導の理論及び方法)

◎ 総合演習

(人類に共通する裸屠又は我が国社会全体に関わる課題のうち一つ以上のものに関

する分析及び検討､さらにこれに関わる徴層について幼児 ･児童又は生徒を指導
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するための方法及び技術)

③ 教育実習

･教育実習 仲 学教員の場合､5単位､うち1単位は事前 ･事後指導)､他し①及び

②を修得した者のみが実習できる

今回の教養審答申の教負弟成カリキュラムでは､総単位数の変化はないが､教科に関す

る単位数を半減させ､教職 ･教科または教職に関する単位数を大l削こ増加させることで､

今後特に教員に求められる具体的資質能力の育成､得意分野を持つ個性豊かな敬具の必要

性に応えることに重点を置いたと言える｡

教育実習生は､その実習期間の実践を通して､教育活動の理論､方牡､技法等を学ぶこ

とができるような指導体制が必要である｡さらに実習生は､教科書の内容を生徒に伝える

授業を目指すことで精一杯である｡実習生を指導する敬且は､教科書の進度が連れること

を嫌うあまり､実習生の受け入れを枚して望まない風潮がある｡その上､実習生の評価に

当たっては､実習の単位が修得できるように配慮することもあって､本当に改良になって

欲しい人物の評価につながらない怯みがある｡

また､教育実習生の中には､教具になる気はないが取りあえず教具免許を取得しておこ

うと言う者もいる｡教具免許を取得して教具になった者でも､すぐベテラン教具と同様に

教育活動ができるわけがない｡しかし､教具1年生であっても,いきなりベテラン教具と

同格に扱われる嚇韻である｡それだけに､教具志望者はその養成の時期から散見としての

賢午能力を意図的に高めておく必要がある｡

そして大学では､実習指導や現娘ですぐに役立つ指導法の実践体験はなかなかできない｡

それを指導する教授等が少ないのが現状である｡解決策として､小学校 ･中学校 ･高等学

校の現破教具が､大学における指等柵師として活用できることである｡

Ⅲ.教員の採用

少子化に伴い児皇 ･生徒の減少によらて､歓且の採用者数が械少しており､教科によっ

てはほとんどない場合がある｡このような状況は､軟収を目指す者に失望感を与え､鍵秀

な教具の確保に支障が生じることと､教具全体の年齢構成に不均衡が生じ､学校運営にも

支障が来すと考えられる｡できるだけ新規採用枠の確保が大きな株月削こなっている｡

近年の教負採用試験の横向は､筆記試扱､個人や集団の面接試験､実技釈放､作文･論

文､体力テス ト､適性検査､模擬授業を取り入れるなど､選考方法が多様化してきている｡

2次の面接就政は､1次の筆記試吸の得点の高い者から採用予定人数の何倍かの人が受検

資格を得るのである｡この方法では､高得点を取らない限り採用の見込みはなくなる｡採

用論晩での高得点と､教員の適性を備えているということとに相関は高いと思われるが､

生徒に放って必ずしもいい教員とは首えない場合がある｡

現在の改良採用前政は､教員の資質をもっと多面的 ･多元的に就す方法を具体的に実施

する事が求められている.教員採用にあたっては､突抜 く教科指等)及び面接で､アドミ

ッション･オフィス入試の肇索をもっと盛り込むべきである｡弾力的な採用の在り方とし

て､異なる採用基準による採用枠を放けることで､多面的 ･多元的な尺度による個性豊か

な教員の採用を図っていくことである｡

採用内定時期を可能な限り早めることで､採用予定者に教職に就くための心構えや自覚
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を持たせることができると考えられる｡また､教員になるには､正規に採用されることが

必須条件であり､それは斡用期間 (1年間)の勤務が教員としての基本的な資質を満たし

たと判断されたときである｡そして､社会人をもっと多く採用することである｡特別非常

勤沸師制度の改善で､社会人詐師が実掛こ多用されるべきである｡

Ⅲ.教員の研修

1.初任者(新採)研修について

新規採用教員全員が受諌しなければならない研修である｡1年間にわたって毎月1

回程度実施され､教育者としての使命及び実務の基礎基本を学ぶ｡さらに､グループ

による決別 IJ自主研修を実施し､報告会を開催させることで研修の成果をあげる｡

広く社会の中で研ずさせ､視野を広げるようにしたい｡具体的には､庁内､企業内､

地域社会におけるボランティア活動等の実習 ･見学による研修とする｡

教且の教育歴を考えると人間としての在り方生き方を通した自己の進路を主体的に

決定して､自己実現を図るために､学級 (ホームルーム)活動で具体的に指導を受け

た者は極めて少ないと言える｡さらに､教員の幼児･児童 ･生徒時代は､教科の得点

や偏差俵によって評価されてきた経唄を持っている｡このことから現在の教具は､

r生きる加 を育む教育活動の在り方については､研修によって資質能力を高めるこ

とである｡この殊軌 こ応えることが､現琳研修が抱えている現在の大きな開局である｡

特に力を入れておきたいのは､教且が学級 (ホームルーム)活動で人間としての在

り方生き方の指削 Sできるようなスキルを身につけることである｡それができるよう

にするには､4能力 rキャリアプラン能力Jrキャリア情報活用能力｣博 志決定能

加 r人間関係能加 を育成できるスキルを研修で身につけさせたい｡

2.現琳研修について

改良の研掛ま､自主的 ･主体約 ･日的的に実施されることが理想である｡

全ての改良に共通に求められる基礎的･基本的な資質能力を確保するためには､あ

る程度の制度的な研修を放けることが極めて大切になってくる｡特に､日々実践を行

っている教具は､色々な汲題が体感でき､その牡鹿解決に向けた努力が意義ある研修

になっている｡だからこそ現職教員の評価を加味した研修は要不可欠であると言える｡

現収研修の内容としては､教科指導､幼児 ･児童 ･生徒指導､r生きる加 を育む

指導､自己実現を図る指導等が考えられる｡

①教科指導 :教具の教科指導を通じて児童 ･生徒が学ぶ喜びを味わい､考える力を養

うことができるようになることである｡教材の精選等によって､教えるこ

とよりも学ぶことを身につけさせる｡敬具は得点による評価だけではなく､

加点法や情意面を重視した観軌 こ基づく評価法の研究を深める必要がある｡

②幼児･児童 ･生徒緒戦 :幼児 ･児虫･生徒同士､幼児 ･児童 ･生徒と敏且との人間

関係がうまく維持されるために､コミュニケーションを通じた心と心の触

れ合いが出来るような資舛能力を高める研修である｡

③ r生きる力｣を育む指導 :人間としての在り方生き方の指導が具体的に行えるよう

なスキルを身につける研修である｡具体的には､学級 (ホームルーム)活

動が生徒主埠型で実施できる方位を学ぶことである｡生活科､総合学習､
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r産業社会と人間｣等が指導できる能力の開発を研修することである｡

④自己実現を図る相弔 ･.人間の価値観は､自己実現を図るための遇択･決定の基準 ･

尺度となるものである｡人間は､最終的に自己実現を達成することによっ

て自己の価値観を渦足させることができる｡自己の価舵観形成を図る指導

に､散見は精通していなくてはならない｡具体的には､個々の児童 ･生徒

の性格 ･適性､興味 ･関心､意欲 ･態度､学力等について､生徒自身が自

己認識できるように教負が指導を行うことである｡教具は性格診断テスト

や適性検査等の資料を活用して､生徒が自己理解を疎め､進路に関する自

己点検評価を実施させられる資質能力を身につけることである｡

⑤現恥研修Ⅰ､現職研修Ⅱ;対象者は教職歴がそれぞれ 10年､20年の教具である｡

1年を単位とした研修で､視野を広げ､社会の常識と学校における幣紙が

一致する意織の啓発を-つの目的とする｡具体的には､サバチカル休職､

ボランティア休暇等を活用させたい｡ベテラン教具として自校の教育目棟

を生かす研修､学校運営の主軸としての資質億力を身につけさせたい｡社

会に開かれた学校にしていく上での主役になるべく､研修を深めさせる｡

さらに､教具自身の自己実現のための研修として取り組ませたい｡

3.校内研修について

学校評価を基本とする校内での研修は極めて大切である｡校内研修は学校の教育目

標に照らして､各学年及び校務分革でこの1年を反省し､次年度に向けての汲題を明

細にしていく活動である.学校を挙げてのその取り組みは､学校そのものを発展させ

ると同時に教員個々人をも成長させていくことにもなる｡具体的には､教育研究所負､

地元一般企業人､経営コンサルタント等の社会人綿肺を招いての耕演会を企画し､教

員の視野を広げたり､自校の諸訣唐に応えていく解放策を探っていく｡教員が参加し

てきた教科 ･教科外等の研究会の報告を聞く会を持つようにする｡さらに地域住民の

代表を含めた学校運営委負会を設置して､学校の教育方針を地域の方々とともに考え

ていくことから､地域社会に開かれた学校に改革していく｡

4.自主研修について

教員の自主的研修は､与えられた研修ではなく､何よりも自ら凍科していく研修､

自主的･主体的に参加できる研修が重要になっている｡他からの問題捷起に敏感に反

応し､自ら裸題を掘り起こすとともに､それを解決や実践につないでいくところに研

修の本来的な意義がある｡具体的には､地域の小 ･中･高が合同で､児童 ･生徒の発

達モデル等についてのテーマで研修会を実施する｡あるいは､企業での職場体映､企

業-の職場訪問､地域のボランティア活動､進路持主削こ関する研究会､教育委員会主

催の研修会､大学での長期研修等への積極的参加を促す｡

今後の釈層は､Ⅲ教員の研修､1､2及び3の内容を制度として充実させる必要がある｡

指導の理静と技術を体系的に学習することができるような研修の構造化が必要である｡

例えば､初任者研修 (新採研修)､中盤教員治外派漣､企業派遭研修､ボランティア括

肋研修､文部省中央研修､小中 ･中高､高大の教員交流等々を研修内容として取り入れ､

改良が教師として成長するために体験的､体系的に研修を深める構造化が必要であるO

(萩原 信一)
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*2甘 連銭相中分科会 +3十 進鈷弗書の+jL化を促進する故書*件

第3節 能力 ･適性等の選抜システム (入試 ･雇用)の改善

進路指導の構造化を促進するためには､小学校から中学校､中学校から高等学校､さら

には､高等学校から大学あるいは社会､というような各学校段階相互の､そして最終的に

は社会との連結が有機的 ･効果的にはかられなければならない｡

I.高等学校入学者選抜システムの現状と改善

1.高等学校入学者選抜システムの現状と課題

1993(平成5)年､文部省は､各都道府県教委に対して､選抜方法の多様化､選抜尺度

の多元化の必要性を強調するとともに､r業者テストの偏差値を用いない入学者選抜｣-

と改善されるよう通知した｡

その後､各都道府県や学校において､推薦入学の実施､調査書と学力検査の比重の弾力

化､学力検査の工夫､面接 ･小論文 ･作文 ･実技検査の実施､入学定員を区分した異なる

方法 ･尺度による選抜の実施､受験機会の複数化などについて､改善が進められてきた｡

1997(平成9)年11月､文部省は､中央教育審議会の第1･2次答申と教育鉄柱審議会

の 『中間まとめ』の提言を受け､高校入学者選抜の改善について､次のように通知した｡

まず､受験競争は依然として厳しく､選抜方法は狭い意味での学力の評価に重点が置か

れるなど画一的な点が多い､という現状を改善すべく､r全体として､選抜方法の多様化､

評価尺度の多元化の観点に立った入学者選抜の改善を一層進めていく必要がある｣と指摘

している｡その選抜の際には､｢いかに自校にふさわしい者を選抜するか｣という視点と

ともに､｢多様な能力 ･適性や意欲 ･関心を持っ生徒が､いかに自分に合った進路を的確

に選択できるようにするか｣という視点を重視するように要請している｡

また､具体的な選抜方法の例として､｢学力検査において一定以上の点数を得ていれば､

他の資料によって選抜を行っていくという方法等｣の導入をあげている｡

さらに､進路指導の改善等については､目的意識を持った主体的な進路選択 ･決定の推

進とともに､生徒 ･保護者への入学者選抜などの情報提供､高等学校への体験入学など啓

発的体験の必要性を述べている｡

最後に､高等学校教育の多様化と柔らかなシステムの実現に向けて､生徒が積極的な進

路変更を希望する場合の学校間あるいは学科間の移動や､転入学 ･編入学の受入れを積極

的に認めるとともに､中途退学者の受入れにも柔軟に対応するように､と要請している1,

2.高等学校入学者選抜システムの改善

(1)一定の学力水準以上の受験生全員に面接と作文を導入

前述の指摘にもあるように､学力試験である一定以上の点数を得ていれば､ぜひ面接を

受験生全員に導入していくことを提言したい｡たとえば､中学校3年間の評定 (5段階)

が平均3.5以上あれば､面接を許可するなどの方法もある｡

ある総合学科の高校入試では､面接で基本的に中学3年間で何をしてきたか､これから
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何をしたいかということを聞いている｡その際に､絵をもってきて中学生活を請る子､バ

イオリンを弾きながら話す子､英語でスピーチをする子などもいる日｡ユニークな自己表

現をすればよいというわけではないが､それもその子どもの個性である｡そして､高等学

校-の進学目的を明確化させるためにも､面接とともに､作文による判定をもっと積極的

に導入することが必要である｡

(2)総合学科設置のさらなる推進

上記のことを実現するためには､高等学校自身も特色ある､個性に満ちた学校づくりを

推進 していくことが必要である｡それに積極的に取り組んでいるのが､来年度全国で105

校となる総合学科である｡

Ⅲ.大学入学者選抜システムの現状と改善

1.大学入学者選抜システムの現状と課鰐

大学の入学者選抜においては､入学志願者の能力 ･適性等を多面的に判定することの重

要性が強調されてきたことから､大学入試センター試験や個別学力検査以外に､小論文や

面接等を導入するとともに､推薦入学､帰国子女特別選抜､社会人特別選抜などの特別選

抜を拡大してきている｡また､最近では､専門高校や総合学科卒業生のための選抜枠を設

けるなど､選抜方法が多様化してきている｡

しかしながら､中教審第2次答申でも指摘されているように､様々な陳題が残されてい

るのも現状である｡

たとえば､今なお大学入学者選抜においては､知弛量の多寡が問われる学力試験偏重の

傾向は根強く残存している｡これからの教育においては､生きる力の育成､個性の伸長を

-層重視していることから､多様な能力 ･適性等を幅広く評価していかなければならない｡

また､｢過度の受験競争の大きな要因の一つとして､偏差値等に基づく大学間の序列意

識が国民に根強く存在すること｣を中教審は指摘している｡子どもたちを取り巻き､影響

力の大きい大人たち (保護者 ･教師など)の意識改革も昧増である｡

2.大学入学者選抜システムの改善

文部省の大学審議会 ｢高等教育将来構想部会｣では大学 ･短大の臨時定員について1999

年の廃止予定を2004年まで延長し､延長する5年間に毎年段階的に解消して､最終的には

5割までの範囲で恒常定員に組み込むことを醒めた｡これによって､大学は2009年に全入

の時代に突入する｡これは､ごく平均的な高校でクラスの半分以上の生徒が大学を志望す

るという状況の中での全入である2)｡

このような近未来の情勢をふまえ､以下のような改善策を提言する｡

(1)センター耗験の資格試験化

学力試験を偏重せず､多様な選抜方法を取り入れるために必要な条件整備の一環として､

大学入試センター試験を資格試験化するように授言する｡

このことは今までにも触れらjlJてきていることではある｡たとえば､経団連の報告書で

は､r現在のセンター試験は､高校までの学習成果 ･基礎学力などの有無を判断するため

の資格試験的なものとすが-｣と述べている｡

また､中教審の第2次答申の中でも､｢『資格試験』化について否定的に考えているが､

ここで提唱した方法に関しては､『資格試験』化そのものではないものの､言わば資格試
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験的な取扱いとも言うことができよう｡｣と述べられている｡その方接の例として､セン

ター試験の結果をA･B･C･D等の概括的な段階別にまとめ､それ以上､点数の子細は

問わずに､他の選抜資料と組み合わせて合格者を決定する方法を挙げている｡

他にもいろいろな方法がある｡たとえば､イギリスのAレベル(AdyancedLevel)試験と

GCSE(GeneralCertificateofSeco】ldaryEducation)試験のように､ト 定の規準に

達すればそれに応じた資格のレベルを与え､そのレベルは複数年使え､かつ試験を受け直

せば資格レベルを上げていくことができる-'｣という方法がある｡

いずれにしても､他との比較ではなく､一定の規準への到達度に基づいて結果が示され

る試験制度を作り上げていくことが喫緊の披題といえる｡

(2)自己推薦制の積極的導入

前述の課題を解決する1つの方法として､自己推薦制の積極的導入を提言したい｡これ

は､高校で一定以上の成績をあげている生徒の中で､自ら誇りにする業績が1つでもある

ならば､面接試験だけで入学させるという制度である｡すでにいくつかの大学でこの方式

が導入されてきている｡とりわけ､学業にすぐれた積極的な学習意欲をもっている者､社

会的な奉仕活動で剛 ､評価を得ている者､抹外 ･趣味 ･スポーツなど､.リーダー的高校生

活を送った者など､五つの分類によって自己推薦するという慶応大学の湘南藤沢キャンパ

ス方式は特徴的である｡

そこでは､年間常時出願できるアドミッション ･オフィスが開設され､AO入試と称さ

れる面接試験が年 4回実施され､9月入学も認めている｡それは､高校名は問わず､5段

階評価による高校3年間の平均評定が4.0以上という一定の規準を満たしていれば､自分

で自分の特徴や入学後の抱負､入学してからの活動方針などを面接でプリゼンテ-ション

させるという方法である｡rこれによって､自分の大学にもっとも適合する学生を捜すこ

とができる｡入学できなかった学生は､偏差値の低いためではなく､自分に適合できる大

学を発見できなかっただけである｡大学側にも学生たちに､自分たちが適合できる大学か

否かの判断材料をディスクロージャーする必要があるし､そうした特色をつくり出さねば

ならないのである｡5'｣

(3)大学 ･学部の教育内容にふさわしい選抜方法の導入

最近では､大学改革が全国的に行われ それぞれ全入時代の到来に向けて､特色ある大

学づくりを目指している｡それにともなって､多様かつ斬新な分野の学部 ･学科が新設さ

れてきている｡

このような状況の下では､各学部 ･学科にとって､入学後必要な能力 ･適性等も多様化

していると考えられる｡したがって､｢どのような能力 ･適性をもった学生に入学しても

らいたいのか｣について慎重に討議し､それを受験生に明確に提示していくことがまず必

要である｡それを踏まえて､どのような選抜方法を採用するのかについて検討しなければ

ならない｡

(4)各種適性テストの導入

さらには､大学教育によって､どのような人材を育てようとしているのか､あるいはど

のような人材を社会に送り出そうとしているのか､ということについても具体的かつ明確

な姿を浮かび上がらせることが大切である.そして､特に目的我成系大学 ･学部 (医学弧

教員奉成学部など)においては､面接だけではなく､適性テストを導入し､それも選抜資
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料にするという試みも必要となろう｡

Ⅲ.雇用システムの現状と改善

1.雇用システムの現状

(1)日本型雇用システムの揺らぎと複線型雇用システムの萌芽o

日経連のアンケー ト調査結果によると､1996年現在､終身雇用社員の割合は81.3%､契

約社員やバー トなど雇用契約に期限がある社員の割合は18.7%である｡しかし､2000年前

後には後者の割合は30%近くにまで上昇すると予測している｡

それに先だって､1995年5月に日経連が発表した ｢新時代の日本的経営｣は､終身雇用

届を狭く限定するとともに､年功制度から全く離脱しようとする厳しい構想である｡その

中で､将来の従業員は次の3つに分割されるとしている｡

第 1は､r長期蓄積能力活用型｣社員である｡これは実質的に終身雇用を引き継ぎ､長

期雇用を前掛 こ雇用期限がなく､賃金は月給か年俸制で､退職金も支払われる｡第2は､

r高度専門能力活用型 j 社員である｡これは雇用期限はあるが､報酬 (年俸)が一般従業

員より割高な社員である｡そして第3が ｢雇用柔軟型｣で､技能部門､販売部門などの一

般職で有期契約である｡時間給でその額は職務給による｡

このような従業員の分割システムの普及は､一層企業における複線型雇用システムを必

然化せしめるであろう｡

(2)就職協定廃止による就鞭自由化の時代-

就職協定が1997年に廃止され､新卒の採用活動が企業の自主的判断で行われるようにな

った｡その結果､就職活動の早期化､分散化､長期化は必然的なものとなった｡通年採用

･秋採用導入を決定した企業も増加 した｡複数回選考する企業も現れてきている｡

(3)採用方法の多様化7)

近年の景気低迷を受けて､採用の第1目標が従来の ｢数の確保｣から ｢質の重視-厳選

採用j-と変化 した｡また､日本人留学生や外国人の採用に積極的な企業も急増している｡

いわゆるボーダーレスな採用形態が増えてきた｡つまり､従来の画一的な採用方法ではな

く､採用方法の多様化が生じてきた｡たとえば､rメールエン トリー｣という手輝応募 ･

選考形式の急増である｡また､インターネットを使った採用広報活動をする企業の増加に

ともなって､電子メールによる応募も増えてきている｡さらに､選考過程において､仕事

体験､職場体験を導入し､職場適性を見た上で採用する企業も現れてきた｡

(4)新人事制度の導入Bl

新たな雇用システムの変化として､たとえば､某大企業では､1998年4月の新入社員よ

り ｢全額給与支払い型社員制度Jという新人事制度を導入する｡それは､退職金や福利厚

生の費用を前倒 しして給与に上積みする制度で､定年まで勤めず､転職してキャリアアッ

プを目指す届が増えるといった雇用の流動化に対応したものである､.

2.雇用システムの改善の方向

日経連 も述べているように○)､国内外を問わず､中途採用 ･通年採用などによって､幅

広い多様 ･多能な人材の採用を一層促進すること､また採用時には､表面的な成繍ではな

く､学習 ･研究､あるいは社会活動 (ボランティアなど)を評価することと併せて､学校

歴を重視 した方法を改め､能力 ･適性を充分見極めた採用を行うことが必要である｡
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全体的には､このような視点をさらに拡充していく方向で､今後のさらなる改善の視点

をいくつか指摘しておきたい｡

(1)採用形態の一層の多様化

まず企業は採用情報をインターネットなどでオープンにして､求める人材像を具体的､

かつ明確に打ち出し､新卒､中途にかかわらず､通年採用 (春と秋の入社､通年を通して

の採用)や雇用形態別採用 (終身雇用か契約社員か)を積極的に導入 ･実施する｡そのこ

とにより､個人にとっても多様な選択が可能となり､企業にとっても要件にマッチした人

材が確保できると考えられる｡

(2)採用方法の一層の多様化

上述のように､企業の求める人材の能力 ･適性を具体的に明示したならば､次に､それ

をどのように的確に把握し､採用を決定するのか､という根本的で重要な問題がある｡こ

れは､他の選抜でもそうであるように､時間と手間を惜しんでいてはなかなか難しいこと

である｡従来の学力試験や面接などの方法に加えて､事情が許せば､一定期間 (たとえば､

半月から1ケ月程度)職場体験 ･実習に参加してもらって､能力 ･適性を採用側はもちろ

ん､本人も客観的かつ主観的に把握できるようにしていくことが一層必要であろう｡

(3)オープンで公平な人事評価制度の確立

個人の能力や貢献度に応じた賃金体系の見直しが､ひいては個人の能力開発に及ぼす影

響も大きい｡もちろん完壁に能力を評価する制度は無理としても､せめて評価基準を明確

化､客観化することによって､個人にもできるだけ明示するとともに､双方のコミュニケ

ーションの図れる人事評価制度を確立することが必要である｡

(4)雇用制度の枠組みの転換

情報化社会が企業のみならず､家庭にも進展してきている昨今､ネットワークや情報処

理技術を活用して､情報化に対応した雇用制度の整備を図ることが必要である｡たとえば､

在宅勤務やサテライ ト･オフィスによる遠隔地勤務､営業担当者の直行直帰など､勤務形

態の多様化も必要である｡

(松井 賢二)
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動』1996年 3月
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5)加藤寛 r『偏差値入試』をやめよ｣『教育改革論』丸善 1996.p.104

6)読売新聞 1998年 1月26日 (朝刊)

7)豊田義博 r『就職自由化』の到刺 『カレッジマネジメント』リクルー ト 1997(ll).

pp.36-39

8)読売新聞 1998年 1月22日 (朝刊)

9)日本経営者団体連盟教育特別委員会 『グローバル社会に貢献する入朝の育成を』1997

年 2月
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羊2群 過祐相it分科会

第4章 今後の進路指導の在り方

本研究会分科会ではこれまで､文部省からの委託に応え､小 ･中･高校一貫の進路指導

の構造化につき､ ｢中間報告｣ (平成9年3月)を蹄まえながら鋭意調査研究を進めてき

た｡本文では､その後の調査研究が､大きく3つの柱にわけて報告されている｡したがっ

て､ここでは､本文との重複を逝けながら､やや近未来的かつ巨視的視点から､進路指導

分科会報告の結びも含めて､小 ･中･高校における構造化された進路指導の推進に必要と

患われる2つの視点を設けて､今後の進拷指導の在り方を考えてみたい｡

1.新しい時代に向けて､旧来の伝統的学校像 ･教育俊を転換すること

(1)学校俊をめぐる背景

今更改めていうまでもなく､社会の劉次的システムとして公的に制度化された学校は､

国家､社会､保護者の信託に応え､人格の完成や調和的人間形成を究境目壕とする目的的

･体系的な教育機朗であり､その中での進路指導は､その目標達成のために直接的に関わ

る本来的･中核的な教育機能である｡したがって､進路指導が展開される学校の構造･環

境そのものが､ゆとりある教育環境となっているかどうか､地域､家庭､児童生徒の実情

に見合う教育方針やカリキュラムが立てられているかどうか､教師又は教師集団の実践的

指導力が十分に生かされているかどうか､教師間､教師と児童生徒との人間飼係が成り立

っているのかどうかなど､つまりは､栓休としての学校･教師の在り方が絶えず問われる

ことになるわけである｡換言すれば､児童生徒への教育指導に醸し､学校の組織･体制や

教師の在り方が威圧的､命令的､閉鎖的であるのか､逆に理解的､受容的､開放的である

のか､そのどちらなのかによって､教育実践や進路指導の方向性は大いに異なってくる｡

齢 こ､前者であれば､進路指導は強制的､一方的･配分的な指導となり易いし､後者であ

れば､児童生徒の側に立つ自己選択や自己決定を支援する教育活動が全校的に展開される

ことになろう｡

こうした観点から､1870年代の近代学校発足以後の我が国内外における ｢学校論｣を概

観すると､一般に､社会 ･経済発展の前段階､あるいは発展過掛 こおける学校の存在意義

や役割 ･機能に対しては､捻じて 礼̀讃的､肯定的'な捉え方が多いのに比し､産業･経

済が高度に成長し工業化が進展した社会では､どちらかといえば､その意義･役割を ■批

判的､否定的汁に捉える傾向があるように思われる｡

例えば､1960年代以降､欧米における ｢学校論｣l)をみると､ Ⅰ.イリッチに代表され

るような "脱学校的､非学校的'言説が声高に唱えられ､教育界に多大の刺激と影響を及

ぼしつつある｡それらの言説や主張には､現代学校制度 (とくに義務教育)を廃絶し､そ

れに代わる ｢ラーニング･ウェブ (学習機会の網状組織)｣､ないしは ｢教育的事物､ス

キル､仲間ネットワーク｣を創出するなどといった過激な主張 (ラジカル派)から､学校

の意義 ･存在は認めながら､その役割･機能を縮小的､限定的なものに捉え直すなどの主
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覗 (ロマンティック派)まで､その ｢学校論｣にはかなりの幅があって決して一律､一様

ではない｡しかし､それらの言説､主張の底には､ ｢現代学校11の罪2)｣を明確化して､

学校 ･教師の在り方を批判的に捉えながらも､一貫して近未来の社会の変化に対応する新

しい教育像､学校像の創造を促す廠望が流れている､といってよい｡

(2)新しい学校像への要請

翻って､わが国ではどうか｡昨今頬繁する教育的病理､病理的教育～いじめ･登校拒否

(不登校)､校内暴力､器物損壊､薬物乱用､少年非行､偏差値重視､進学強制､教師の

対生徒体罰の急増､わいせつ行為､精神性疾患での休職者増～などに伴って､現代の学校

･教師の在り方への批判的風潮が高まっている｡そのなかには､一部の教育学者､教育研

究者の側からの言観もあるが､ここでは､むしろこれまでの教育会議の答申の中での主な

指摘をあげておくほうがよいであろう｡

例えば､昭和59年に発足した ｢臨時教育審議会｣は､その第一次答申 (昭60.6.26)の第

-部 ｢教育改革の基本的方向｣､第一節 ｢教育の現状｣の項で､ 一我が国の教育は､社会

発展の原動力として多大の成果をあげたと共に国際的にも高く評価されている■と述べた

あと､その代償として､受験過熱など教育荒廃現象が目立つとして､大要次のような問題

点をあげている｡①偏差値 ･知識教育へ0.偏重 ②教育の画一性の弊害 ③詰め込み教育､

画｢的な教育 ･指導の問題 ④校長､教点の使命感･指導力の欠如 ⑤教師中心の発想､

家庭 ･地域への閉鎖性､協力 ･連携の不足 ⑥不十分な徳育 ⑦中央指向､教育行政の画

一的指導 ⑧家庭の教育力の低下 ⑨対人関係の弱体化 ⑳マスコミの悪影響 ⑬進学条

件の悪化 などが列挙されている｡

続く第二次答申 (昭61.4.23)では､戦前 ･戦後の教育からの教訓を示したあと､その第

二称の ｢学校教育の荒廃｣では､危機に立つ学校教育の現状と教育荒廃の原因を指輪､そ

の診断と処方に関わる重要な視点を4点 (省略)示すとともに､学校教育の ｢負の副作用｣

として､硬直的､画一的､閉鎖的体質とその結果がもたらす弊害が具体的に述べられてい

る｡

その後の教育会議の答申の中で､学校教育や教育指導の在り方に直接言及されているの

は､第14期中央教育審議会答申 (平3.4,19)と同第15期第1次答申 (平8.7.19)､第16

期第2次答申 (平9.6.26)であろう｡このうち､ ｢新しい時代に対応する教育の諸制度

の改革｣をテーマとした前者の答申は､高校教育の簿制度 (学校教育､入学者選抜､進韓

指導)の改革､受験競争の緩和及び生准学習社会への対応に関する審議経過をまとめたも

ので､そこでは､改革の理由として､産業成功への代償､学歴主義の台頭､平等と効率の

過度の重視､心情的な学校歴主義の形成､日本的競争回避心理の特質などが示されている｡

後者の第一次答申は､その冒頭で､子ども達の生活､家族や地域社会の現状を描写し､今

後予想される社会変化に対応する改善点を提示するとともに､この答申のキーワードに据

えられた ｢生きる力｣を育成するため､これまでの答申では恐らく初めて ｢これからの学

校像｣が明示されている｡即ち､これからの学校は､ ｢生きる力｣を育成するという基本

的繊点を重視した学校に変えること､そのため教育を､一方的な教授 (ティーチング)か

ら子ども達自身の学習 (ラーニング)に転換すること､学校はゆとりある環境と活動､基

礎 ･基本の重視と個性を生かす教育の重視､多元的･多様的な評価の重視､教員の専門的

･実践的指導力の向上､教育環境の整備､特色ある教育活動の展開､家庭 ･地域に開かれ
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た学校づくりなどを実現する必要がある､とされている｡

以上､要するに､欧米先進諸国の動向と同様､工業化社会から脱工業化社会への移行期

にある我が国においても､制度疲労状態にあるこれまでの伝統的な ｢学校像｣を根本的に

見直し､学校は変化が常態化する近未来社会の中で､非可逆的な人生を送る一人一人の子

供たちの A心の居場所■ 自̀分探しの旅■を扶ける場所となるよう､新しい ｢学校俊･教

育像｣への転換をはかることが急務であろう｡

2.学校における指導 (ガイダンス)と相談 (カウンセ))ング)の機能を統合し､その

実践の活性化を図ること∋)

既述の通り､指導 (ガイダンス) ･相談 (カウンセリング)は､共に､現代学校教育の

中核的機能として､すべての児童生徒の調和的人間形成や社会的･職業的自己実現を目指

す重要な教育活動である｡ところが､学校や教師の一部では､これらの活動は理念的にも

実践的にも､殆んど別個の活動 ～一方は学校内外における非行や問題行動の対策､受験

準備･就職斡旋活動､片や特定の対象への治療的対応～ として捉えられ､平素それらの

活動が相互にさしたる関わりもなく展開され､結果として本来の機能がどれも十分に生か

されない傾向がないではない｡

前項の教育会議の答申にもあるように､学校の硬直的､画一的､閉鎖的体質を打破し､

児童生徒の 一日分探し"や "生きる力bを支援する活動を具体化するため､ ｢知識｣より

も ｢生き方｣､ ｢教｣よりも ｢育｣をつかさどる指導､相談活動の充実が強調されている

折り､共通の理念に支えられているガイダンス･カウンセリング両横能の理念的､実践的

罪離を､徒らに看過してよいはずはない｡

以下､このような問題意識から､進路指導の構造化を生かす直接的な基盤としての､指

導と相談両機能の統合を中心に､その背景やその活性化実践への視点に触れてみよう｡

(1)何故､いま械能の統合か

｢現代の学校は､伝統文化と消費文化との対立､分裂に巻き込まれている｡そのうえ､

子ども達は早期化､加速化した思春期のさなかにあって､心身共に極めて不安定な状態に

置かれている｡こうした対立､分裂は､子ども達を三無ないしは五無主義に追いやるか､

又は逆に社会や学校 ･教師への衝動的な攻撃性として爆発する｣ d)｡現代の子ども連が置

かれているこのような不安定な状況は､ここ数十年来公にされている各種の調査報告やつ

い最近発表された ｢一96年度生徒指導上の諸問題調査｣ (文部省)にも明らかにされてい

る｡こうした問題状況は､二つの文化の衝突､いわば ｢理想主義｣と子ども達の ｢現実主

義｣の相魁による大多数の ふ̀つうの子ども達'の悲痛な訴え､ないしは社会 (学校)や

大人 (教師)への異議申し立てを示すものと受けとめることができる.

考えてみれば､いま不確実､不安定な社会状況にあるにしても､子どもから大人への移

行期にある青少年の一人一人が自らの生き方を模索する過程のなかで､成長､発達に伴う

悩み､不安や心配ごとに見舞われたり､進路上の困難や混乱に直面したりするのは今に始

まったことではなく､いっの時代でも一度は遭遇する人生上の節目､発達上の課題であるo

Lかし､この場合の問題は､多分子どもの側にあるのではなく､恐らくは学校や教師の側

にあるO即ち､現代の学校が 人̀間としての在り方生き方､生きる力を育む場" 一兵の学

び舎巾になっていないばかりでなく､実際の教育活動が顕在か)キュラム (主に教科 ･科
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冒)にのみ重点が置かれ､子ども達が直面する成長の節目を主体的に乗り越えられるよう

に支援する潜在的カリキュラムや､適切かつ人間的な暖かさ､優しさに包まれたガイダン

ス･カウンセリングなどが生きて働いていないからである｡一人一人の子ども達に焦点を

あてた組合的な指導､相談活動を実践的展開する必要性は､まさにこの点に尽きるといっ

てもよい｡

(2)統合の方法的視点

精粗 ･濃淡の差こそあれ､全国のどの地域 ･学校でも指導 ･相談活動が展開されている

が､では今後その統合のため､両機能 (活動)間により強固な橋を架けるにはどうしたら

よいか｡

その第1は､まずこの2つの機能 (活動)の発展的経緯やそのなかに流れている根本的

理念を十分に理解しておくことである｡周知のように､括導 ･相談のルーツ ｢ガイダンス

運動｣は､今世紀初頭に米国に端を発したが､1930年代終り頃までこの指導は､いわゆる

-パーソンズモデル' (個人と進路とを大人が客観的なデータ･情報によって指示的に統

合する方式)に依拠していた｡40年代に入ると､そのモデルの機能が発展的に分化し､

｢個人評価｣の分野には開発された心理･適性検査法､ ｢職業情報｣には職業知識や職業

資格などの情報が取り入れられ､そして ｢合理的な推論 (相談)｣には､鯨床的､折衷的

や来談者中心的な方法が理論化された｡緩く60年代には､進路指導面では､職業的 (進路)

発達理論が唱導され､相談面では､精神分析的､行動的､循環的理論など多様な理論が体

系化され､広く世界的な影響を与えた｡そして､70年代には､米国を初めヨーロッパ各国

では､進路発達理論の教育課程化による ｢キャリア･エデュケーション｣が脚光を浴び､

80年代から90年代はその発展的継承をうけて､例えば米国では ｢カール･D･パーキンス

汰 (職業 ･応用技術教育改正法)｣､ ｢学校から職場への移行機会保障法｣､全米職業情

報整備委員会による ｢キャリア発達指導指針｣などが制定､公布されて今日に至っている｡

(許しくは､第1部 職業教育分科会報告 ｢アメリカ｣の項､並びに本分科会Ⅰ､Ⅱ参照)

こうした略史を播くと､指導と相談は一見夫々別の分野 ･機能として発展してきたよう

に見えるcLかし､その根底には､指導 (きびしき)と相談 (やさしさ)とを表裏一体､

相即不離､相互補完的な関係 (表1)と捉え､個人の調和的な人間形成や十全な進路発達

に向けて蔑極的に関与､支捜しようとする教育理念が連綿として引き継がれてきているこ

とがうかがえるのである｡我が国においても､こうした歩み･理念に学びながら､指導と

相談の機能 (活動)を発達的見解に立って相互補完的に統合し､指導 ･相談をすべての児

童生徒を対象に､すべての教育活動を通じ､すべての教師が 自̀分探し' 生̀きる力"

"自己実現'を支援する本来の教育活動として展開してほしいものである｡

第2には､指導 ･相談に関わる校内組織体制の充実 ･整備を図ることである｡中･高校

の校務分掌組紙を見ると､生徒指導､進路指導両部門が独立的に箭成され､教育相談はど

ちらかといえば､生徒指導部門に含まれていることが多い｡校務分掌をどう組織化､編成

するかは､当該校の慣行や校内的事情などもあって一律にはいかないが､当面は指導 ･相

談部門の主事や部員の間の協議､連絡､情報交換などを緊密化して指導 ･相談上の共通理

解 ･共通指導の深化 ･徹底に努めることが肝要であろう｡そして､近未来的には､小･中

･高校とも学校内外の指導 ･相談活動を統合する ｢教育指導部 (課)｣ (仮称)を設け､

その下位部門として生活､学習､進路､相談などの係を置く｡その茸任者は ｢教育指導 ･
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相談主事｣ (飯称)と

し､下位分掌間の連絡､

調整や他の教職員への

指導助言､渉外的業務

などを担当し､全校的

規模でバランスのとれ

た指導 ･相談活動を推

進する｡むろん､ ｢教

育指導 ･相談主事｣は､
研修と経験を積んだ有

資格のガイダンス教師

またはスクールカウン

セラーとして位置付け､

現行の兼任･補職では

なく､資格敬､専門職

とするとともに､学校

規模､児童生徒数に応

じて複数配置するなど､

法制的､行政的､経営

的施策を講ずることが

望ましい｡

表1 生徒指導とカウンセリング (仙崎､平成8)

<JJrlJンセリンy>

父性 (リ日生)N.LPJ!

JJL炎は州そ火小にする

肝iJ<(如俄) 救える

対決 (eon.ronlaLIO")

rゆきぷlJJをかける

(パ･1リ･'JとyJも.i.!人-J-ち)

IIB-)JZ'tb:Q)仲兄

･rtlEをJR性nt)人Inlと止る

1一匙性を育てる
肌Llr雌秋-Jl･列化 (カ･J･ス)

他人の州壬
通人的 (Ii'能 ･加地の軟は)

祉会 ･炎f31志挿W･)一社金城応

(草根 ･草蝕への発耕雌光)

世知的レベルの川畑

進か瓜鮎卜 卿 tlJtJ.UTL.守

テクノロジー(LeeJlrLOLoEl)的

bIL一線rr.).utI.考 Vp～̂洲 (･JnJ.埠

火JRが111仙 兆兄を持つ

JJiE性 ･合理性の正視 ロゴス

-梢轍挫伽-先渦を救える

配糾(対鮎)形式 :別 汗的

対rJJ･(拙文紳令)-蛙れる

さびしさ くLouKl.nt･ss)

-･')/lIJ･JJ_難解 (対A的1ilJi)
拙作的 (MnilN181io't)

Lut'lは 性)hXTrB!
快淡凧刑を什皿する

肌軒 (給付) 育つ､育てる

史解 く"cplence)

r心の淡'iiZJをIiかる

(あたたかく也tT,比'守る)

伽附土JLlS:､他ノ)滋をi!手近
･HJtを感性約人IL)Jと兇る

-感化を輔てる

叩tS.雌秋-非J'(･列化 (コスモス)

JA (触r州 のyLli･
米川的 は 憎穀班)

人IrLJ･加入志向的-軸性独和

(秋水充足 ･自己gl規の錐先)

感柏ntJレベルのILrl雌

押出忠地 ･古代的思考

エコロジー (ecology)的

目視(/I),Iil.14 -df姑的.ql.J4'

-#別が哩叱 意見に従う

感性 ･紬経的地政の瓜硯 パ トス

-一絹地のA4消･･･進攻をYてる

供し合い形式 :非℡A!llIJ

おしやぺIJ(LutDleLLr)-ヤすらぐ

やさしさ くlcltderncli)

棚ll'.埋如 く糊休的存在)

群は仲川的 (ITmLvAlhy)

第 3に､指導 ･相談に関する盤台的な指導 (活動)計画を立案､実施することである｡

この点の現状を見ると､既述のように､生徒指導は問題行動対策計画､進輯指導は進学､

就職指導計画､教育相談は相談室などでの特定対象への面接､相談計画などとして､相互

に関わりなく別々に立案､実践されている場合が少なくない｡望ましい学校教育が ｢管理｣

｢教授｣｢指導 ･相談｣の三大機能の円滑な機能交換によって初めて正常化されることを

思えば､ ｢管理 ･教授｣計画と共に､ ｢指導 ･相談｣に関する絵合的な指導 (活動)計画

が必要であろう｡

その給合計画には､ ｢教師のための計画｣｢児童生徒のための計画｣｢保護者･地域と

の協力 ･連携の計画｣の三つの計画がほしい｡それらの指導 (活動)計画の軌こ何をおく

かが問題になるが､望ましいのは地域､学校､児童生徒の実態や進路発達段階に適合した

｢進路発達課題｣～例えば､本報告で概念モデルとして打ち出されている ｢キャリア設計

能力｣｢キャリア情報探索 ･活用能力｣｢意思決定能力｣｢人間関係能力｣などを参考に

して､自校の実情にあった実践可能なプログラムを立案･実施してほしいものである｡

第4は指導 ･相談のための方法･技術の工夫､開発､活用を図ることである｡高校教育

を対象としたあるアンケート調査 (全国普通科校長会､平元)によると､進路指導がうま

くいかない理由の トップに 指̀導の方法が分からない'があげられているOまた､中学校

教員を対象とした調査でも､学校での進路指導で課題になっているのは､ "進路選択の指

導､援助の方法一 山新学力観を踏まえた進学の指導法● 〝進路指導の進め方'などが上位

にあらわれている｡ (埼玉県立商教育センター､平7)､さらに､教育相談についても､

-1L16-

大切さは分かるが､理論や技術が難しく､研修する暇も意欲もない､などといった声をよ

く耳にするo指導や相談は､教師の学習指導のように､多人数一斉に知識や技術を注入･

伝達すれば済むといった活動ではないだけに､教師側には一人一人の人間や人間性につい

ての深い理解と洞案を楢まえた適切な指乳 援助が求められる｡かつて長い間､教員葦成

段階では ｢指乱 相談｣の理論や方法を本格的に履修しないまま､教員になったその日か

ら生身の児童生徒に向かい合う現実があった｡いまは改正された教育職員免許法によって

｢生徒指乱 進路指導､教育相談 (2単位)｣が必修化されているが､社会や子ども達の

変化･変容に対応するには､教授-学習の指導以上に､指導･相談の方法 ･技術などにつ
いての頓梅的な研修が欠かせまい｡

指導 ･相談の方法 ･技術には､面接､説話､分析､討乱 調査､検査､作業､観察､ド

ラマ､ゲーム､ロールプレイ､シュミL,-ション､視聴覚的方法など多様多彩な方法･技

術が開発されているが､留意したいのは､方法 ･技術を児童生徒に合わせるのではなく､

一人一人の児童生徒の成長､発達､欲求などに適合する､いわば ｢学習者｣を中心にした

方法､技術を選択的に導入･活用することである｡

第5に､指導 ･相談の統合的活動の展開に当り､学校と学校外関係践関との協力･連携
をいっそう酎 ヒすることである｡

先年､関東近県の某教育委且会が企画したイ地域巡回相談事勤 のカウンセラーの一人と

して､某市相鉄所にお邪魔したことがある｡某市は､首都圏のベッドタウンとして人口が

急増しており､地域や保護者間で子どもの校外 ･家庭生活上の教育問題が大きな網心事と

なっている｡このため､市では､早くから相銀専業を行,てきた｡当初は､カウンセラー

に地元の小 ･中学校数且を依頼していたが､学校側の協力もあまり得られなかった上､教

旦カウンセラーということも手伝って､来談者が漸減してきた｡そこで､カウンセラーを

外部専門家に切り替えて大々的なPRをしたところ､来談者 (教員､父母､子ども)が急

増し､いまでは年間500件近くの相談を行っている､という｡

この事例は･学校と学校外関係機関との直接的な協力･連携や意見疎通が必ずしもうま

くいっていない (全国どこにでもある)典型例の-つである｡考えれば当たり前のことで

あるが､児童生徒は､学校よりは学校外環境 (家庭 ･地域)の中で生活の大半を過ごして

いる.地域での暮らし･過ごし方､友人や大人達との関わりなどを学校での指導 ･相談活

動の視野に入れなければ､指導 ･相談活動の実をあげることは難しい｡地域には､捕乳

保臥 矯正､相臥 福祉､健全育成等に携わるさまざまな専門的な指導 ･相談機関がある｡

学校での指導 ･相談活動の活性化を図るとともに､ 〝開かれた学校･を目ざす中で､地域

の関係韓機関とのネットワークをいっそう酎 ヒし､共に人間性豊かな児童生徒の育成に向

けたチームプレイの展開につとめるべきであろう｡

以上､進路指導分科会報告のまとめとして､進路指導の構造化を推進する基礎をまとめ

もかねて2つの視点から考えてみたo紙幅の都合もあって主な視点に限らざるをえず､各

々の視点も十分な言及ができなかった慎みが残るoおしまいに結論を言えば､すべての教

師の共通理解の下､すべての児童生徒を21世紀からの使者ないしは留学生として遇すると

ともに､敵しい変化が日常的になるこれからの社会に対応できるよう生涯を通じて主体的

な進路発達を図るのに必要な能力を育む指導を､すべての教育活動を通じて実践的に展開

することであろう｡ (仙崎 武)
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脚注

1)河野重雄､新堀通也編著､教育学許座第1巻 数育革新の世界的動向第2･3節

KK学習研究者､昭和54年1月､PP177-192

2)西島建男著､二つの文化､月刊 ･教員養成セミナー､昭和63年10月号

3)RichdOnd.T.I. TheFreeSchool,rethenbC0..1.td1973PP25-90,邦訳 現代学

校の11の罪､前掲1)P175による｡リッチモンドのあげる11の罪とは次の通り｡ (一

部要約)

学校教育は ①学校教育の必要性の強要 ②非人格的過程 ③やりがいのある活動

機会の欠如 ④価値の歪曲 ⑤機会均等の無視 ⑥自主的学習の阻害 ⑦劣悪な学習

環境 ⑧産業社会への瀬応 ⑨教育需要の人為的創出 ⑳社会的分裂の促進 ⑬自由

な教育の妨害

4)仙崎武者､進路指導と教育相談の磯能的統合への視点､月刊･学校教育相談､学事出

版､昭63年12月号､一部要約加筆
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あとがき

今般､文部省委託 ｢教育方法の改善に関する調査研究｣～特に､職業教育及び進路指導

に関する基礎的調査研究-を終えるに当たり､昨年の ｢中間報告｣に続き､当局宛 ｢最終

報告｣を提出する運びとなった｡

ご高覧の通り､本報告は2部構成となっている｡その第1部 ･職業教育分科会では､

｢職業教育に関する我が国からの問題提起｣を皮切りに､先行文献研究や欧米での実地調

査に基づく ｢職業教育のグローバルな動きと国際比較考察｣がなされ､まとめとして ｢今

後の耽美教育の在り方｣が繰言されている｡第2部 ･進路指導分科会では､学校進路指導

をめぐる諸課題が協鼓されたあと､ ｢小 ･中･高校12ヵ年を一文する進路指導の構造化｣

を調査研究主題とし､ ｢構造化の意義･基盤と必要性｣｢進路指導構造化のモデルと展開｣

｢構造化を推進する教育条件｣などが説かれ､第1部と同様､そのまとめとして ｢今後の

進特楕導の在り方｣が提言されているOそして､最後に､本報告の ま̀えが善一とのバラ

ンス上､この あ̀とがき'を付け加えるととになったので､本 ｢職業教育及び進路指導研

究会｣の代表として､以下､手短かに今回の調査研究に関する感想の一端を述べさせて頂

くことにする｡

まず､委託を受けたこの調査研究の主題それ自体が､今日の我が国での最も緊要かつ重

要な教育課題とされているところから､全委員による全体会､分科会､作美グループでの

研究討議によって､本調査研究のねらい､進め方についての協議､内外におけるこの分野

の最新動向に関する意見交換､そして欧米各国の関係機関･専門研究者への実地調査等々､

この調査研究の目的達成のため､正味約1か年半の間､当研究会あげて精力的に取り組ん

できた積もりである｡しかし､いま振り返ってみると､ ま̀えがき'にも触れたように､

調査研究の予算や時間や本務との関わりなどの制約もあって､委託を受けた調査研究計画

のすべてを取り上げることができず､今後に残してしまった課題も少くはない｡例えば､

調査研究計画のうち､職業教育に関わる課題､国際的動向と比較考察や学校進路指導に関

わる殊題､小 ･中･高校12ヵ年を一貫する進路指導の構造化等については､一定の研究成

果と今後の方向性を示すことができたように思えるが､学校と企業との接続､生涯キャリ

ア形成の在り方や展望については必ずしも十分な調査研究を深めることができなかった感

がある｡

これらの調査研究課題については､今後この分野で働く多くの研究者､実践者の手によ

って引き続き枚討や研究が深められるよう期待してやまない｡

おしまいになったが､この調査研究の推進に際し､終始暖かいご支擬やご助力を賜った

文部省当局を初め国内外の関係各位に改めて厚くお礼申しあげて､あとがさに替えさせて

いただく次第である｡

(仙崎 武)
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総会･分科会開催記録
くワーキンググループ会議については掲載を割愛致しました.)

1996(平成8)年度

第 1回 総 会 11月11日

第 1回 進路指導分科会 12月14日

第 1回 職業教育分科会 12月14日
第2回 進路指導分科会 1月 6日
第 2回 職業教育分科会 1月 6日
第 3回 職業教育分科会 2月 8日

第3回 進路指導分科会 3月 8日

第 4回 職業教育分科会 3月 8日

第2回 総 会 3月 8日

1997(平 成9)年度
第3回 総 会 4月 28日

第4回 進路指導分科 会 4月 28日

第5回 職業教育分科 会 4月 28日

第4回 総 会 6月 1日

第5回 進路指導分科 会 6月 lEl

第6回 職業教育分科 会 6月 1日

第5回 総 会 7月 6日

第6回 進路指導分科 会 7月 6El

第7回 職業教育分科 会 7月 6日

第7回 進路指導分科 会 8月 19日

第6回 総 会 9月 15日

第8回 進路指導分科 会 9月 15日

第8回 職業教育分科 会 9月 15日

第9回 進路指導分科 会 11月 8日

第10回 進路指導分科 会 12月 13日

第11回 進路指導分科 会 1月 10日

第9回 職業教育分科 会 1月 10日

第7回 総 会 1月 10日
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13:30-15:30

10:00-12:00
13:30-15:30
9:30-12:00
13:30-16:00
13:30-16:30
13:00-15:00
13:00-15:00
15:15-17:00

文部省1A会議室

鎚蒜聯 菅窒姦妄タ~X

鎚 蒜瑚 霊室センタ~光

筑波大学大学研究センタ一会J&重

文部省lB会議室

文部省1A全島室

文部省lB会議室

赦EZは オリンピックt!念書少年総合センター

13:30-13:55 筑波大学凍関大筆洗会A主 (G林)

14:00- 16:00 〝

14;00- 16:00 筑波大学夜榊大学院会JL主 (E棟)

13 :30- 14:20 筑波大学夜M大学院会JL室 (Gel)

14:30- 16:30 〟

14:30- 16:30 gL波大学凍Pl大学玩会A重 くE棟)

1 3 :30- 14:00 執政大学衣仰大学院会A重 くG什)

1 4 :10- 16:30 〝

14;10- 16:30 筑波大学改閃大学涙金■塞 くE♯)

13:00- 15;00 筑波大学凍開大学抗金地貧 (G林)

10:30- 12:00 文部省lB全港皇

13:00-17:00 〝

13:00-17:00 文部省lA会敬重

13:00- 15:00 筑波大学夜ml大学院会鼓室 (G棟)

13:00- 15:00 筑波大学(大早)CaseCoTtferenc.,Ro蛾

13:00- 15:00 筑波大学夜間大学杭全7I室 (G棟)

13:00- 15:00 筑波大学凍帆大学院会強重 くE棟)

1 5 :10- 16:00 筑波大学夜間大学院会抜毛 (G棟)

研究発 表 ･講 演等をお願いした方 々 く本研究会番長による発表は除く)

第 1回職業教育分科会 村田昭持氏 (金沢大学教育学部教授)

r職業教育 ･訓練の国際的動向J
第2回職業教育分科会 鹿嶋研之助氏 (文部省教科開査官)

r戦後日本における職業教育関連施策の展開｣
第5回進路指導分科会 米沢義光氏 (石川県立金沢伏見高等学校教諭)

｢普通科高校における特色ある進路指軌

第 5回進路指導分科会 藤井英一氏 (東京都立晴海総合高等学校教諭)

｢総合学科における進路指導の現状と陳頗 ｣
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海外調査における主要訪問機関等一覧

1996(平成8)年度

1･ドイツ (調査担当者 :岩木秀夫 ･三宅孝介)

(デュッセル ドルフ)StudicnwerkfurDeutsch-JapanischenKultu,austauschinNRWe.V.

TeijinLiJnitedEuTOPC0qlCe

hdusbie-tndHandelskamtncrzuDusseldorf

MannestnannDenagHuttenteclmik

CaTIDuisbergGescllschRe.V.

FujiHeavyhdusbiesLTD,DusseldorfLiaisonOfrlCC

HaJtdwerkskammerD山Seldorf

StadtischcSchulefuTMctallteclmiktLndChemie

(シェ-ラーバーグ)BerufsbildendeSchulcn anScholcrberg･
2.イギリス (調査担当者 :小林雅之)

(ロ ン ド ン)TheDcpartmeAtforEducationandEmployment
EmesIBeY血SchooI

ADTCollege

くケンブリッジ)UniversityofCaJnbridge

3･アメリカ (調査担当者 :吉本圭一 ･夏目達也)

くカリフォルニア)NadonalCenterforResea.chhVoc8donaJEducation,UCBe,keley
CoAtraCostaCotJntyO餓ceofEducadon

ConstnrLeSRiycrCollege

StateEmPlo)屯 entTrainiJtgpanel

Stat¢DepaTtnentOfEducation

くワシン トンDC)U.S.DcpartEnentOfEducati｡.i

1997(平成9)年度

1･アメリカ (調査担当者 :渡辺三枝子 ･池田英乗 ･三村隆男 ･藤川喜久男)

くオ レ ゴ ン)NorhwcstRegionalEducadol､alLaboratory

SabinOccupadonalSkillsCenter

くワ シ ン ト ン)ClarkCou叫 VocationalSkillsCente,

ClarkCollegeCareerCenter

くマサチューセッツ)TheBostonPdvatelndusbyCouncil,h c.

NYNEX

LibertyMuttJallnsuranccGroup

くワシ ン トンDC)Naho,tdOccupadonalhtfomladonCoordhla血gCom.nltteC

2･ギリシャ(CEDEFOP会紺参加による例査》(調査担当者 :吉本圭一)

EuropeanCenbtfortheDevelopruentofVoc･ldonalT血nhg

3.デンマーク (調査担当者 :藤田晃之)

くコペンハーゲン)Ulldcrvisl､ingsnlhlisteriet

くロー ドヴオル)Ungdornsbyen
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第1部･第2部執筆担当一覧(執筆順)

清 水 希 益 第1部第1草

書 本 妻 - 第1部第2章第1軌 同車第5軌 同章第6乱 同部第3章

岩 木 秀 夫 第1部第2章第2節

小 林 雅 之 第1部第2章第3節

夏 目 達 也 第1部第2章弟4飾

藤 田 晃 之 第1部第2草第7飾

仙 崎 武 第2部第1章第1乱 同部第4章

菊 池 武 勉 第2部第1章第2乱 同部第2章第2節-Ⅴ

渡 辺 三枝子 第2部第2章第1飾-トⅡ
三 村 隆 男 第2部第2章第1飾-EI, 同車第2飾-Ⅳ-3, 同車第3節-I

池 田 英 乗 第2都弟2章第1飾-Ⅳ, 同車第2飾-Ⅳll,同車第3節-Ⅱ
藤 川 喜久男 第2部第2草第2飾-I･Ⅲ
高 橋 妃彩子 第2部第2章第2節-Ⅱ
大 池 公 紀 第2部第2章第2飾-Ⅳ-2, 同辛第3節-班
中 島 滴 第2部第3章第1飾

萩 原 信 一 第2部第3章第2飾

松 井 賢 二 第2部第3章第3都
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