
 

１．小学校におけるキャリア教育の現状と課題  

・  キャリア教育の全体計画の作成は約８割の学校が行っているが，年間指導計画の作
成は約５割にとどまっている。児童の発達段階に応じた系統的なキャリア教育の実
践のため，引き続き年間指導計画の作成を促す必要がある（→Ａ）。  

・  キャリア教育の年間指導計画を作成している学校の８割以上が，年度末に計画の見
直し・改善を図っている。学校はキャリア教育の一層の充実に努めようとしている
（→Ａ）。  

・  キャリア教育の体験活動を計画する際，日常生活や日々の学習と将来をつなげて考
えることを重視している学校は約 7 割ある。学校は，キャリア教育を通じて，児童
が学校での学習と自分の将来との関係に意義を見いだすことを目指している（→
Ａ）。  

・  「キャリア・パスポート」を作成していない学校は７割を超えている。児童が自身
の変容や成長を自己評価できるように，「キャリア・パスポート」の意義や効果等に
ついての理解を深める必要がある（→Ａ）。  

・  職場見学等の体験活動や事前指導・事後指導について，「実施している」「十分に行
っている」と回答した学級担任は，いずれも約２割である。体験活動における事前
指導・事後指導の意義と効果を踏まえ，一層充実させる必要がある（→Ｂ）。  

・  「キャリア・パスポート」については，まだ導入していない自治体が多いため，作
成していない学級担任が多いが，作成している学級担任は，児童が成長を振り返え
る際などに有効活用している（→Ｂ）。  

・  キャリア・カウンセリングについて，「内容や方法がわからない」と回答した学級担
任の割合は約２割である。約４割であった前回調査の結果に鑑みると，キャリア・
カウンセリングの内容や方法の理解が確実に進んでいることがうかがえる。（→Ｂ）。 

・  ９割以上の児童が，「これからもっとたくさんのことを学びたい」「学校での勉強は
ふだんの生活に役立つ」「学校での勉強は将来の仕事の可能性を広げてくれる」など
の問いに肯定的に回答している。多くの児童が学ぶことの意義を実感して意欲的に
学習している（→Ｃ）。  

・  学級担任が必要性を感じている「児童自身による目標設定」「教員間の共通理解の
促進」は，現状では学校において十分に行われていない。一方で，多くの学校が
改善の必要性を感じている（→D）。  

・  「身に付けさせたい力」を意識してキャリア教育を実践している学級担任は，児
童の基礎的・汎用的能力や学習意欲の向上を見取っており，児童自身もそのこと
を認識している。児童の実感を更に高めるために，「キャリア・パスポート」の有
効活用が期待される（→トピックス）。  
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A 学校調査  

キャリア教育に関する計画について，「キャリア教育の全体計画がある」と回答した
学校は 79.9％である（問４（１）Ａ）。63.4％であった前回調査の結果に鑑みると，進
展が見られる。一方「キャリア教育の年間指導計画がある」と回答した学校は 50.5％
にとどまっている（問４（２）Ａ）。46.7％であった前回調査の結果と大きな違いは見
られない。学校が児童の発達段階に応じた体系的なキャリア教育を実践できるよう，
引き続き学校に対して年間指導計画の必要性を周知し，計画の作成に努める必要があ
る。  
キャリア教育の年間指導計画を作成している学校の 83.8％が「年度末に計画の見直

し・改善をした」，6.4％が「学期ごとなど必要に応じて見直し･改善をした」と回答し
ている（問４（２）Ｃ）。多くの学校は定期的に年間指導計画を見直し改善することな
どを通して，キャリア教育の一層の充実に努めようとしている。  
キャリア教育にかかわる体験活動が年間指導計画に含まれている学校では，「職場見

学（47.4％）」や「上級学校見学（61.8％）」，「ボランティア活動（37.6％）」をキャリ
ア教育の活動として計画に位置付けている（問６（１））。これらの学校は，既に行って
きた教育活動をキャリア教育の視点でとらえなおし，キャリア教育の体験活動として
実施していると言える。  
キャリア教育にかかわる体験活動に関して，「日常生活や日々の学習と将来をつなげ

て考える」ことを重視している学校は 67.1％であり，他の選択肢と比較して割合が最
も高い（問６（３））。キャリア教育を通じて児童が学校での学習と自分の将来との関係
に意義を見いだしていくことや，日々の学習を通じて児童が今学んでいることを将来
社会で役立てられること，を目指している学校は多いと言える。  
学校で実施した研修の内容について「キャリア教育に関する研修は実施していない

（実施する予定がない）」学校は 49.0％である（問７）。54.4％であった前回調査の結
果に鑑みても，キャリア教育に関する校内研修の実施を引き続き推奨していく必要が
ある。  
キャリア教育の一環として家庭や保護者と「特に連携していない」小学校は 15.5％

である（問 10（２）Ａ）。29.7％であった前回調査の結果に鑑みると，約半分に減少し
ている。キャリア教育の充実のために，家庭や保護者と積極的に連携し，活動の幅を広
げる学校は増えている。  
「キャリア・パスポート」について，「１冊のノートやファイルにまとめている」
（13.7％），「学年をまたいで継続的に蓄積している」（9.5％）など既に工夫して取り組
んでいる学校が見られる。一方で「『キャリア・パスポート』を作成していない」学校
は 74.8％となっている（問 15（１））。児童がキャリア教育の活動などについて記録し
蓄積するとともに，自身の変容や成長を自己評価し，また指導者が適切な指導や学習
評価を行う上で参考となる「キャリア・パスポート」の意義や効果について，自治体や
学校の理解をより深める必要がある。   
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B 学級担任調査  

「基礎的・汎用的能力という言葉を聞いたことがない」と回答した学級担任は，19.4％
である（問５）。26.7％であった前回調査の結果に鑑みると，キャリア教育に関する理
解が学級担任に広まってきていると言える。  
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動（職場見学等）を実施している」や「将来の進路にかかわる体験活動の実施において
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リア教育が日常化していることに起因する可能性もあるが，引き続き直接的な体験の
意義を踏まえ，体験活動を重視した計画を立てることが望まれる。また，体験活動の充
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対話している」が 42.3％，「中学生になるにあたって，児童と不安や期待について対話
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「『キャリア・パスポート』をどのように活用しているか」という設問において，「作
成していない」と答えた学級担任は 68.4％である。これは，まだ「キャリア・パスポ
ート」を導入していない自治体が多いためであると考えられる。一方，活用方法として
多かったのは「学期末・年度末などに記録を振り返るための時間を設けている」で
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C 児童調査  
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からもっとたくさんのことを学びたい」「学校での勉強は普段の生活に役立つ」「学校
での勉強は将来の仕事の可能性を広げてくれる」「授業がよくわかる」といった問いに
９割以上の児童が肯定的に回答している（問７）。この結果から，多くの児童が学ぶこ
との意義を実感しながら意欲的に学習していることが分かる。  
 

D 調査票間の比較―キャリア教育のさらなる発展に向けて必要なこと―  

 学級担任が「学級でキャリア教育を適切に行っていく上で，今後重要だと思うこと」
を，学校はどう受け止めているのか。担任調査の結果（問 13）と，学校調査の「キャ
リア教育を適切に行っていく上で，改善しなければならないこと」（問 14）を比較する
（表１）。  
担任調査で最も順位が高いのは，「児童が，学年末や卒業時までに『○○ができるよ

うになる』など，具体的な目標を立てること」である。しかし，学校調査では，そのこ
とを実際に重視してキャリア教育の計画を立てている学校は 25.3%にとどまる（問５）。
こうした現状を課題として捉えている学校も少なくなく，「改善しなければならないこ
と」の第５位となっている。  
 担任調査の第２位は，「取組の目標や方法，育てたい力などについて，教員間や校務
分掌間で共通理解を図ること」である。一方で，学校調査では現状で共通理解ができて
いると回答した学校は 35.6%にすぎない（問 13）。このことを課題として認識している
学校は多く，「改善しなければならないこと」の最上位につけている。  
以上のことから，学級担任が特に重要性を感じている「具体的な目標設定」「教員間

の共通理解の促進」は，いずれも多くの学校において十分に行われていないと判断で
きる。しかし，学校自身が改善の必要性を自覚していることから，今後の発展を大いに
期待できる状況でもある。学級担任まかせにするのではなく，学校としての組織的な
取組が求められていると言えよう。  
 
表１  学級担任が重要だと思うことと，学校が改善しなければならないと思うことの比較  

 【担任調査】  
学級でキャリア教育を
適切に行っていく上
で，今後重要だと思う
こと（全９項目）＊  

【学校調査】  
キャリア教育を適切に
行っていく上で，改善
しなければならないこ
と（全 19 項目）＊＊  

児童が，学年末や卒業時までに｢○○ができるように
なる｣など，具体的な目標を立てること 

１位  
（62.8％）  

５位  
（22.6％）  

取組の目標や方法，育てたい力などについて，教員
間や校務分掌間で共通理解を図ること  

２位  
（40.0％）  

１位  
（35.4％）  

＊９項目の設問について，４種類の選択肢のうち「とても重要だと思う」と回答した教員の割合  
＊＊19 項目の選択肢の中から，優先順位が高いものを３つ選択する方式で，選択した学校の割合  
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トピックス  「身につけさせたい力」を意識した指導が能力と意欲を向上させる  

 学級担任が学校の全体計画や年間指導計画などに基づき，キャリア教育において身
に付けさせたい力，すなわち基礎的・汎用的能力を意識して指導に当たることは，キャ
リア教育にとって本当に有効なのだろうか。  
本トピックスでは，学級あるいは学年でキャリア教育を行う上で基礎的・汎用的能

力をどの程度指導しているか尋ねた担任調査のうち，「様々な立場や考えの相手に対し
て，その意見を聴き理解しようとすること」を人間関係形成・社会形成能力，「不得意
なことや苦手なことでも，自分の成長のために進んで取り組もうとすること」を自己
理解・自己管理能力，「調べたいことがあるとき，自ら進んで資料や情報を集め，必要
な情報を取捨選択すること」を課題対応能力，「自分の将来の目標の実現に向かって具
体的に行動したり，その方法を工夫・改善したりすること」をキャリアプランニング能
力に関する指導の指標とみなす。その上で，「よく指導している」と回答した学級担任
と「それ以外」（「ある程度指導している」「あまり指導していない」「まったく指導して
いない」）の学級担任に分け，学級担任や児童から見た成果がどのように異なるか検討
する。  
 
（1）担任調査からみた「基礎的・汎用的能力」との関係  
 まず，学級担任の目から見た児童の基礎的・汎用的能力の現状に注目する。キャリア
教育の計画・実施に関する現状について尋ねた設問のうち，「児童はキャリア教育に関
する学習や活動を通して，社会的・職業的自立に向けて本校で育成したい力を身に付
けてきている」について「その通りである」と回答した学級担任の割合を，指導の充実
度合いに応じて比較する。その結果，自己理解・自己管理能力を除く３つにおいて「よ
く指導している」学級担任が，それ以外に比べて「育成したい力」の向上を実感してい
る（図１）。特にキャリアプランニング能力については，13.2 ポイントの差がある。  
 さらに，「児童はキャリア教育に関する学習や活動を通して，自己の生き方や進路を
真剣に考えている」の回答についても，すべてにおいて「よく指導している」学級担任
が，それ以外に比べて高い割合となった（図２）。特にキャリアプランニング能力につ
いては，20.2 ポイントの差がついている。  
 
（２）担任調査からみた「学習意欲」との関係  
 「身に付けさせたい力」を意識した指導は，学級担任の目からみて児童の学習意欲の
向上につながっているだろうか。キャリア教育の計画・実施に関する現状について尋
ねた設問のうち，「児童はキャリア教育に関する学習や活動に積極的に取り組んでいる」
について「その通りである」と回答した学級担任の割合を，指導の充実度合いに応じて
比較する。その結果，キャリアプランニング能力を除く 3 つにおいて「よく指導して
いる」担任が，それ以外に比べて児童の積極性をより実感している（図３）。特に人間
関係形成・社会形成能力については，11.5 ポイントの差がある。  

 

からもっとたくさんのことを学びたい」「学校での勉強は普段の生活に役立つ」「学校
での勉強は将来の仕事の可能性を広げてくれる」「授業がよくわかる」といった問いに
９割以上の児童が肯定的に回答している（問７）。この結果から，多くの児童が学ぶこ
との意義を実感しながら意欲的に学習していることが分かる。  
 

D 調査票間の比較―キャリア教育のさらなる発展に向けて必要なこと―  

 学級担任が「学級でキャリア教育を適切に行っていく上で，今後重要だと思うこと」
を，学校はどう受け止めているのか。担任調査の結果（問 13）と，学校調査の「キャ
リア教育を適切に行っていく上で，改善しなければならないこと」（問 14）を比較する
（表１）。  
担任調査で最も順位が高いのは，「児童が，学年末や卒業時までに『○○ができるよ

うになる』など，具体的な目標を立てること」である。しかし，学校調査では，そのこ
とを実際に重視してキャリア教育の計画を立てている学校は 25.3%にとどまる（問５）。
こうした現状を課題として捉えている学校も少なくなく，「改善しなければならないこ
と」の第５位となっている。  
 担任調査の第２位は，「取組の目標や方法，育てたい力などについて，教員間や校務
分掌間で共通理解を図ること」である。一方で，学校調査では現状で共通理解ができて
いると回答した学校は 35.6%にすぎない（問 13）。このことを課題として認識している
学校は多く，「改善しなければならないこと」の最上位につけている。  
以上のことから，学級担任が特に重要性を感じている「具体的な目標設定」「教員間

の共通理解の促進」は，いずれも多くの学校において十分に行われていないと判断で
きる。しかし，学校自身が改善の必要性を自覚していることから，今後の発展を大いに
期待できる状況でもある。学級担任まかせにするのではなく，学校としての組織的な
取組が求められていると言えよう。  
 
表１  学級担任が重要だと思うことと，学校が改善しなければならないと思うことの比較  

 【担任調査】  
学級でキャリア教育を
適切に行っていく上
で，今後重要だと思う
こと（全９項目）＊  

【学校調査】  
キャリア教育を適切に
行っていく上で，改善
しなければならないこ
と（全 19 項目）＊＊  

児童が，学年末や卒業時までに｢○○ができるように
なる｣など，具体的な目標を立てること 

１位  
（62.8％）  

５位  
（22.6％）  

取組の目標や方法，育てたい力などについて，教員
間や校務分掌間で共通理解を図ること  

２位  
（40.0％）  

１位  
（35.4％）  

＊９項目の設問について，４種類の選択肢のうち「とても重要だと思う」と回答した教員の割合  
＊＊19 項目の選択肢の中から，優先順位が高いものを３つ選択する方式で，選択した学校の割合  
  

− 15 −− 14 −



 

さらに「児童はキャリア教育に関する学習や活動を通して，学習全般に対する意欲
が向上してきている」の回答についても，キャリアプランニング能力を除いた 3 つに
ついて，「よく指導している」学級担任がそれ以外に比べて高い割合となった（図４）。
特に自己理解・自己管理能力については，6.8 ポイントの差が確認された。  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図１  「社会的・職業的自立に向けて本校で育成したい力を身

に付けてきている」と回答した学級担任の割合の差  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図２  「自己の生き方や進路を真剣に考えている」
と回答した学級担任の割合の差  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図３  「キャリア教育に関する学習や活動に積極的に取

り組んでいる」と回答した学級担任の割合の差  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図４  「学習全般に対する意欲が向上してきてい
る」と回答した学級担任の割合の差  
 

 
（３）児童調査からみた「基礎的・汎用的能力」との関係  
 次に，「よく指導している」学級担任のクラスに所属する児童とそれ以外の児童との
間で，児童自身による基礎的・汎用的能力やそれに関わる学習に対する認識が異なる
かどうか，分析する。学校の生活や学習の中で学んだことを尋ねた児童の設問のうち，
教員の指導に対応させる形で，「友達や先生の考えや気持ちを聞く大切さ」を人間関係
形成・社会形成能力，「好きではないことや苦手なことでも，進んで取り組むことの大
切さ」を自己理解・自己管理能力，「知りたいことについて，資料や情報を集める方法
がいろいろあること」を課題対応能力，「自分の夢や目標に向かって努力することの大
切さ」をキャリアプランニング能力，に関する学習の指標として，「学んでいる」と回
答した割合を比較する。その結果，キャリアプランニングについて，「よく指導してい
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る」学級担任の児童がそれ以外に比べて，基礎的・汎用的能力やそれに関わる学習に対
して認識している割合が 7.5 ポイント高かった（図 5）。なお，その他の３つに関して
は，差がなかった。  
また，日常生活について尋ねた児童の設問のうち，学級担任の指導に対応させる形

で，「誰かの話を聞く時は，その人の考えを受け止めようとしている」を人間関係形成・
社会形成能力，「苦手なことをしないといけない時でも，進んで取り組んでいる」を自
己理解・自己管理能力，「知りたいことがある時，進んで情報を集めている」を課題対
応能力，「将来の目標をかなえられるように，工夫しながら努力している」をキャリア
プランニング能力，に関する行動の指標として，「いつもそうしている」と回答した割
合を比較した。その結果，人間関係形成・社会形成能力と自己理解・自己管理能力につ
いて，「よく指導している」学級担任の児童が，それ以外に比べて能力が高まっている
傾向が見られた。（図６，図７）。特に人間関係形成・社会形成能力は，10.8 ポイント
の差が確認できる。なお，課題対応能力とキャリアプランニング能力については，差が
なかった。  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図５  指導の度合に応じた基礎的・汎用的能力の学

習に対する児童の認識の差（「自分の夢や目標に向

かって努力することの大切さ」を学んだ割合）  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図６  指導の度合に応じた自分自身の基礎的・

汎用的能力に対する児童の認識の差（「誰かの話

を聞く時は、その人の考えを受け止めようとし

ている」について「いつもそうしている」と回

答した割合）  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図７  指導の度合に応じた自分自身の基礎的・汎用

的能力に対する児童の認識の差（「苦手なことをし

ないといけない時でも、進んで取り組んでいる」に

ついて「いつもそうしている」と回答した割合）  
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図２  「自己の生き方や進路を真剣に考えている」
と回答した学級担任の割合の差  
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図３  「キャリア教育に関する学習や活動に積極的に取

り組んでいる」と回答した学級担任の割合の差  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図４  「学習全般に対する意欲が向上してきてい
る」と回答した学級担任の割合の差  
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（4）児童調査からみた「学習意欲」との関係  
 学習意欲についても同様の違いが見られるだろうか。児童自身の学びに対する認識
や態度について尋ねた設問を活用し，「当てはまる」と回答した割合を比較する（図８，
図９，図 10）。その結果，人間関係形成・社会形成能力について「よく指導している」
学級担任のクラスに所属する児童は，それ以外の児童に比べて「授業がよくわかる」と
いう回答が 4.2 ポイント，また「家での学習に積極的に取り組んでいる」という回答が
5.4 ポイント高かった。さらに，自己理解・自己管理能力についても，「よく指導して
いる」学級担任の児童は，それ以外の児童に比べて「学校が楽しい」という回答が 4.2
ポイント高かった。  
 

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図８  指導の度合に応じた自分自身の学習意欲・態

度に対する児童の認識の差（「授業がよくわかる」に

「当てはまる」と回答した割合）  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図９  指導の度合に応じた自分自身の学習意

欲・態度に対する児童の認識の差（「家での学習

に積極的に取り組んでいる」に「当てはまる」

と回答した割合）  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図 10 指導の度合に応じた自分自身の学習意欲・態

度に対する児童の認識の差（「学校が楽しい」に「当

てはまる」と回答した割合）  

 

 
（5）分析から得られた示唆  
 以上のことから，「身に付けさせたい力」を意識してキャリア教育を展開している学
級担任は，児童の基礎的・汎用的能力や学習意欲の向上を見取っており，さらに児童自
身も部分的にではあれ，そのことを実感していることが明らかになった。しかしなが
ら，「身に付つけさせたい力」を意識した指導は十分に行われているとは言い難い。本
トピックスで設定した指標に基づくならば，「よく指導している」と回答した学級担任
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は，人間関係形成・社会形成能力で全体の 57.5％，自己理解・自己管理能力で 51.9％，
課題対応能力で 28.8％，キャリアプランニング能力で 10.2％にとどまっており，ゆえ
にその効果も十分に波及していない。分析結果は，児童のキャリア発達のために，より
多くの学級担任が日々の授業や生活で「身に付けさせたい力」を意識する必要性を示
唆している。  
 さらに，「身に付けさせたい力」を意識した指導を行っている場合も，その成果に対
する児童自身の実感は，学級担任が見取った結果に比べると限定的であった。キャリ
ア教育での学びを児童の行動変容につなげていくためには，学習のつながりを可視化す
る更なる工夫が必要であろう。「キャリア・パスポート」を活用して，児童が自己のキ
ャリアを振り返り，展望することは有効な手段の１つであろう。しかし現状では，まだ
４分の 1 程度の学校においてしか実現しておらず，更なる拡充が求められる。  
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度に対する児童の認識の差（「授業がよくわかる」に
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***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図９  指導の度合に応じた自分自身の学習意

欲・態度に対する児童の認識の差（「家での学習

に積極的に取り組んでいる」に「当てはまる」

と回答した割合）  

 
***p<.001, **p<.01, *p<.05 

図 10 指導の度合に応じた自分自身の学習意欲・態
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