
 

２．中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は約 9 割，学年計画は約 8 割の学校で作成されている（→
Ａ）。  

・  全体計画では，多くの学校で「身に付けさせたい資質・能力」が意識されているが，
各教科での取組など，カリキュラム・マネジメントの観点を踏まえた計画の立案は
今後の課題である（→Ａ）。  

・  年間指導計画では，体験活動が重視されている。体験活動を有意義なキャリア教育
の機会とするために，教科学習や日常生活と関連付け，将来の生き方との接続を意
識した事前指導・事後指導の更なる充実が求められる（→Ａ）。  

・  キャリア教育に関する研修については，学校外における研修等に参加したことがな
い教員が約 3 割いる。キャリア教育についての情報提供を含め，キャリア教育の具
体的な内容に関する理解につながるような研修内容を工夫していく必要がある（→
Ｂ）。  

・  「キャリア・パスポート」の活用については，その意義や効果等についての理解を
深める必要がある（→Ｂ）。  

・  中学校卒業後の進路の決定時期は早まっている可能性がある（→Ｃ）。  
・  多くの生徒が職場体験活動としっかりと向き合い，将来について考える上で役に立

てている（→Ｃ）。  
・  就職後の離職・失業など，将来起こり得る人生上の諸リスクへの対応については，

前回調査時と同様，生徒がその指導を望んでいるにもかかわらず，十分にはなされ
ていない（→Ｄ）。  

・  学校（管理職）はキャリア教育を実施する十分な時間を確保できていると考えてい
るが，実際にキャリア教育を実施する学級担任は，その時間を十分に確保できてい
ないと感じている（→Ｄ）。  

・  教育課程全体をキャリア教育の観点から整理している学校は，授業・教科学習や学
校生活と関連付けながら体験活動の事前指導・事後指導を行っている（→トピック
ス）。  

・  日々の授業・学習・日常生活と結び付けながら，充実した事前指導・事後指導を伴
う職場体験活動の経験がキャリアプランニング能力を高めることにつながる（→ト
ピックス）。  
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A 学校調査  
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 キャリア教育の計画を立てる上で重視した事柄については，７割を超える学校が「職
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教育として位置付け，実施している」は 36.4％にとどまっている。今後においては，
既に校内で計画・実施されている実践を相互に関連付けることや系統化を図ること，
教科の学習内容と関連付けることなどが必要である。くわえて，「教員はキャリア教育
に関する研修などに積極的に参加し，指導力の向上に努めている」と回答した学校が
約２割にとどまっている（問 13）。このことも，キャリア教育に対する正しい理解と実
践に向けての今後の課題である。  
 

B 学級担任調査  

キャリア教育の計画・実施については，「生徒の進路相談」は 85.8%，「将来の進路に
かかわる体験活動（職場体験活動等）の実施」は 74.5%，さらに，「学級や学年でどの
程度指導しているか」では，「学ぶことや働くことの意義について理解し，学校での学
習と自分の将来をつなげて考えること」については「よく指導している」「ある程度指
導している」は合計で 90.9%に上り，生徒が自分自身のこれからの将来に対して，見通
しを持てるような活動の実践が定着している（問６，問８）。  
その一方で，「キャリア教育について困ったり，悩んだりしていること」として，「指

導の内容・方法」，「時間の十分な確保」，「評価方法」が回答の上位を占めており，学級
担任としての実践上の苦悩や実態が見られる（問 12）。また，計画・実施の現状をたず
ねた項目では，「キャリア教育に関する研修等に積極的に参加し，自己の指導力の向上
に努めている」が 5.0%と低い（問６）。学級担任の研修参加の有無については，令和元
年度にキャリア教育に関する「校内研修に参加したことがない（参加予定はないも含
む）」が 64.8%，過去 5 年間に「学校外における研修等に参加したことがない（参加予
定はないも含む）」が 29.9%である（問２（２），（３））。  
こうした現状からも，キャリア教育についての情報提供を含め，今後はキャリア教

育の具体的な実践内容や方法理解につながるような研修内容の工夫が必要である。と
りわけ，校内においては，「キャリア教育の目標や内容・方法・評価，学校全体や各学
年で身に付けさせたい資質・能力」などについて，教員間や校務分掌間で共通理解を図
っていくことが必要であろう。  
特に，「キャリア・パスポート」の活用については，「あまり重要だとは思わない」

「全く重要だとは思わない」と考えている学級担任は３割を超えている（問 13）。さ
らに，63.6%の学級担任が「『キャリア・パスポート』を作成していない」と答えてい
る（問 10）。今後，生徒が自分自身の学びのプロセスを振り返ることができ，その学
びをこれからの社会や将来につなげ，主体的に学びに向かう力を育てることができる
といった「キャリア・パスポート」の意義や効果等についての理解を一人一人の教員
が深められるよう支援が必要である。  
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C 生徒調査  

中学校卒業後の進路の決定時期について，「中学２年生の頃」が 31.3%，「中学３年生
になってから」が 41.1%である（問３）。前回調査の結果から「中学２年生の頃」と回
答した割合は 4.1 ポイント高くなり，逆に「中学３年生になってから」と回答した割合
は 4.7 ポイント低くなった一方で，中学２年生以降に決定している生徒の割合はほぼ
変わっていないことと併せて考えると，中学校卒業後の進路の決定時期が早まってい
る可能性がある。  
将来就きたい職業や仕事が決まっているかどうかについては，「はっきり決まってい

る」「おおよそ決まっている」と回答した割合の合計は 60.8%である（問７（２））。前
回調査の結果とも大きな違いはなく，中学校卒業後の進路の決定時期とは異なり，大
勢に変化はないように思われる。  
職場体験活動について，参加した生徒のうち「積極的に取り組んだ」と回答した割合

は 74.7%である（問 10）。また，職場体験活動の感想をたずねた設問では，90.9%の生
徒が職場体験活動は有意義な活動であると回答しており，そのうち，半数以上が「将来
の職業選択を考えるうえで役に立った」と回答している（問 12（５），（６））。引き続
き，将来の夢や職業，働くことなど，自分の生き方について考える機会として職場体験
活動の充実が望まれる。  
 

D 調査票間の比較―キャリア教育の学習内容や時間確保に関する認識の違いに

焦点を当てて―  
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容等について令和元年度に企画・実施しているものをすべて選ぶ設問」において，「就
職後の離職・転職など，将来起こり得る人生上の諸リスクへの対応に関する学習」を選
んだ割合は 4.5%であり，企画・実施しているものがあることが前提となる 18 の選択
肢の中で一番低い（問 11）。また，学級担任調査「学級あるいは学年における，キャリ
ア教育の計画・実施の現状について，そのとおりであると思うものをすべて選ぶ設問」
において，「就職後の離職・失業など，将来起こり得る人生上の諸リスクへの対応に関
する情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでいる」を選択した割合は 9.1%であり，
計画・実施していることが前提の 19 の選択肢の中で 2 番目に低い（問６）。一方，生
徒調査「自分の将来の生き方や進路について考えるため，学級活動の時間や総合的な
学習の時間などで，これまでに指導してほしかったと思うことがらをすべて選ぶ設問」
において，「就職後の離職・失業など，将来起こり得る人生上の諸リスクへの対応」を
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の中で 4 番目に高い（問 14）。これは，生徒は諸リスクへの対応についての指導を望ん
でいるにもかかわらず，そのような指導が十分にはなされていないという現状を示し
ている。このことは前回調査報告書でも指摘されていた事柄であり，その後「指導する
機会の充実」と「指導内容の改善」が図られてきたものの，依然として課題がある。  
 

（２）管理職と学級担任のキャリア教育目標に関する認識のずれに焦点を当てて  

 学級担任調査「学級でキャリア教育を行っていくうえで，あなた自身が困ったり悩
んだりしていること」について，「キャリア教育を実施する十分な時間が確保できない」
と回答した割合は 30.3%に上り，悩みがあることを前提とした 17 の選択肢の中で，一
番高い結果である（問 12）。学級でキャリア教育を行っていく主体となるべき学級担任
の多くが，キャリア教育を実施する十分な時間の確保に困ったり悩んだりしている現
状があることがわかる。  
一方，学校調査で，全体計画があると回答した 89.9%のうち，76.5%もの学校がキャ

リア教育の全体目標を設定しているにもかかわらず（問４（１）A，B），学級担任調査
「あなたの学校におけるキャリア教育目標について，どの程度把握しているか」を問
う設問では，「学校で設定しているキャリア教育目標について詳しく知っており，その
内容を人に説明することができる」と回答した割合が，わずか 6.1%にとどまった（問
４）。このことから，学級担任が実施しようとしている「キャリア教育」と，学校全体
として目指す「キャリア教育」にずれが生じている可能性もある。  
学校（管理職）が，学校調査「貴校がキャリア教育を適切に行っていくうえで，改善

しなければならないことのうち，優先順位の高いものを 3 つ選ぶ設問」（問 14）の 19
の選択肢の中で，「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」（28.5％）を 2 番目に多く選んでいるが，この共通理解を一層
進めていくことが必要である。  
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いる学校が実施している「体験活動の事前指導・事後指導の内容」について，そうでな
い学校と比較する（「学校調査」問 12(1)(2)）。  
その結果，教育課程全体をキャリア教育の観点から整理している学校の方が，事前

指導において「授業や学校生活等でこれまで学んだことを当該体験活動につなげる指
導」，事後指導において「当該体験活動の経験をこれからの教科学習や学校生活につな
げる指導」，「『キャリア・パスポート』等を活用して当該体験活動の経験を卒業後の進
路につなげる指導」，「当該体験活動の経験をこれからの生き方につなげて考えさせる
指導」を行っている割合が高い（図１）。  
つまり，教育課程全体をキャリア教育の観点から整理している学校の特徴は，これ

までの授業や学校生活で学んだことと体験活動を関連付けた事前指導を行い，事後指
導において体験を再び教科学習や学校生活，卒業後の進路・生き方につなぐことを意
識した指導を実施している点にある。  
体験活動における事前指導・事後指導の重要性は度々指摘されているところである。

体験活動をより有意義なキャリア教育の機会とするためには，各学校で取り組んでい
る各教育活動をキャリア教育の観点で整理し，体験活動と関連付けることが必要と言
えるだろう。  
 

 
図 1 教育課程全体の整理状況別にみた体験活動にかかわる事前指導・事後指導の実施
内容（学校調査）  
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「教育課程全体をキャリア教育の観点から整理している」と回答しなかった学校
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（2）キャリアプランニング能力を促進する職場体験の受け止め方（生徒調査） 

 職場体験活動を経験した生徒の 90.9％が「有意義な活動だと思う」と回答している
（「生徒調査」問 12(5)）。この結果から，多くの中学校で実施している職場体験活動は，
生徒の観点からも有意義であると言える。  
経験した職場体験活動を「どのような点から有意義な活動だと思いましたか」（問

12(6)）という形式で回答を求めた生徒自身の「自己評価・受け止め方」のうち，「日常
生活や日々の学習と将来をつなげて考えることができた」という回答（26.8％）に着目
し，この回答の有無によって，生徒のキャリアプランニング能力に差異が見られるの
かについて検討する。ここではキャリアプランニング能力の指標として，「今学校で学
んでいることと自分の将来のつながりを考えている」，「将来の目標を実現する具体的
な方法について考えている」），「将来の目標を実現できるように，工夫・改善しながら
具体的に行動している」の 3 項目を用いる（問８）。  

 キャリアプランニング能力の指標とした３項目の回答について，職場体験活動を振
り返って「日常生活や日々の学習と将来をつなげて考えることができた」と回答した
生徒とそうでない生徒を比較すると，3 項目とも統計的に有意な差がみられる（図２・
図３・図４）。具体的には，職場体験活動を振り返って「日常生活や日々の学習と将来
をつなげて考えることができた」と回答した生徒の方が，いずれもキャリアプランニ
ング能力の指標となる３項目の回答割合が高い。  
この結果から，生徒が職場体験活動を振り返ったときに，職場体験活動が日常生活

や日々の学習と将来との接続を自分自身の中で考える契機となったと感じている場合
は，その後に学習と将来との接続を考えることや，将来目標の実現に向けた方法を考
えて具体的に行動をすることを促す可能性が示唆される。  
 先述の（１）で示した「学校調査」の結果も踏まえると，教育課程全体をキャリア教
育の観点で整理し，日々の授業・学習・日常生活・将来と関連付けを図りながら，充実
した事前指導・事後指導を伴う職場体験活動を行うことが，生徒のキャリアプランニ
ング能力を高めることにつながると言えるだろう。  
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図 2 今学校で学んでいることと自分の将来とのつながりを考えている（生徒調査）  
 

 
図 3 将来の目標を実現する具体的な方法について考えている（生徒調査）  

 

 
図 4 将来の目標を実現できるように、工夫・改善しながら具体的に行動している（生
徒調査）  
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