
（４） テーマ３  「キャリア・パスポート」の有用性

〇ホームルーム担任が「キャリア・パスポート」を「生徒の進路支援の資料として活
用している」ことが，生徒の「人間関係形成・社会形成能力」「課題対応能力」学び
のレリバンス意識に影響していることが考えられる。 

・生徒は自分の個性や適性を考える学習の指導を希望している。
・「キャリア・パスポート」を実施していない学校は学校調査で約半数，担任調査
で約 2/3 である。  

・全体計画で「「キャリア・パスポート」等の活用」を重視する学校でも，全般的
にみれば担任の指導にはまだ影響していない。

・全体計画で「キャリア・パスポート」等に基づく指導を重視する学校では，担任
の「キャリア・パスポート」の作成・活用は進んでいる。

・担任が「キャリア・パスポート」を「生徒の進路支援の資料として活用してい
る」クラスでは，生徒の「人間関係形成・社会形成能力」「課題対応能力」は高
く，学びに対して前向きであり，学びのレリバンス意識も高い。

１）第一次報告書に基づく再分析

①見通し・振り返る活動のツールとしての「キャリア・パスポート」

『高等学校学習指導要領（平成 30年告示）』では見通し振り返る活動を重視しており，
「学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りな
がら，新たな学習や生活への意欲につなげたり，将来の生き方を考えたりする活動を
すること」と明記されている。その具体的なツールとして学習指導要領特別活動編で
は「児童生徒が見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を，計画的に
取り入れるよう工夫すること」と明示している。その例として，「キャリア・パスポー
ト（仮称）などを活用して，子どもたちが自己評価を行うことを位置付けることなどが
考えられる」と提案されている。  

②「キャリア・パスポート」実施の現状

「キャリア・パスポート」については「作成していない」が学校調査で 48.0％，担
任調査で 66.8％という現状である＊１＊２。また，学校調査においてキャリア教育を適切
に行っていくこととして優先順位が高いものを三つ選ぶ質問で「キャリア・パスポー
ト」は 18 項目中 10 番目であり，まだまだ優先順位が高くない現状がある＊３。
「キャリア・パスポート」に記載していることは多い順に「学校行事の記録・振り返
り」，「自己の成長（がんばったこと）」「教科における学習の記録・振り返り」「今後の課
題（これからがんばりたいこと）」「事業所等における体験活動の記録・振り返り」とな
っており，大きな行事のときや，学年末など節目での活用が想定されていることが分か
る（図１）＊４。
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【図１】「キャリア・パスポート」に記載していること，とじ込んでいることの内容  
についてあてはまるもの（学校調査・回答が 10%以上のもの）  

一方で，事業所や上級学校での体験活動にかかわる事後指導において，その内容とし  
て「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」の実施率は 17.2％しかなく，キャリア教育の取組をつなぐツールとしての「キ
ャリア・パスポート」の活用は進んでいない現状がある＊５。さらに，担任調査による
と「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」は 8.3％，「記録
に対する教員からのフィードバックを実施している」は 3.1％と，「キャリア・パスポ
ート」を活用して見通し振り返る活動を促進する指導は十分ではない現状がある（図
２）＊６。  
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【図２】「キャリア・パスポート」をどのように活用していますか。あてはまるもの  
をすべて選んでください。（担任調査・問 11）  

 
 

③今後の方向性  

生徒調査において「指導してほしかったこと」として最も多かったのは「自分の個性  
や適性（向き・不向き）を考える学習」であった＊７。自分の個性や適性を考える際に
重要なのは振り返りである。何かに取り組んだ後に，自分で取組を振り返り，その記録
を残し蓄積していく。節目の時にその蓄積を振り返れば，自分の個性や適性に気づく
ということは少なくない。また記録を蓄積する際，他者からのフィードバックがある
と，自己理解はより深まる。 

 
【図３】自分の将来の生き方や進路について考えるため，指導してほしかったこと（生  
徒調査・上位 7 項目）  
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 学習指導要領にも「キャリア・パスポート」の活用に当たっては「教員が対話的に関
わることで，自己評価に関する学習活動を深めていく」と明記されている。「キャリア・
パスポート」を活用して，児童生徒が定期的に自己評価し，それに対して教員が対話的
に関わるということが実現したときに，児童生徒は，新たな学習や生活への意欲をよ
り高め，将来の生き方をより考えるようになるだろう。このように生徒が自己理解を
深める際に適しているツールが「キャリア・パスポート」である。  
 また，学習指導要領総則「第 4 児童（生徒）の発達の支援」では「主に集団の場面
で必要な指導や援助を行うガイダンスと，（略），一人一人が抱える課題に個別に対応
した指導を行うカウンセリングの双方により，児童（生徒）の発達を支援すること」と
キャリア発達を支援するキャリア・カウンセリングの重要性も指摘しているが，生徒
のこれまでの蓄積が記された「キャリア・パスポート」はキャリア・カウンセリングの
際に有効なツールとして活用することができる。更に「キャリア・パスポート」が校種
を超えて活用されることで，一人の生徒の成長を学校種を超えて連続的に把握するこ
とも可能になる。  
「キャリア・パスポート」の活用はこれから本格的に開始する。今後「キャリア・パ
スポート」の実施による教育的効果なども今まで以上に明らかになっていくものと思
われる。各自治体や学校において「キャリア・パスポート」の作成と活用を働きかけて
いくことが重要である。  

 

２）複数調査に基づくクロス分析  

「キャリア・パスポート」という用語が公文書に登場してからまだ数年しか経
（た）っておらず，本調査を実施した時点では，本テーマの１）の②でも言及してい
るように，その作成や活用が十分になされているとは言えない状況にある。  
そこで以下では全体計画に着目して，「『キャリア･パスポート』等に基づく指導を

全体計画にしっかりと位置づけている学校とそうではない学校とでは，担任の指導に
どのような違いがあるのか」について見ていくとともに，担任の「キャリア・パスポ
ート等の活用」状況と，生徒のキャリア意識や学びに対する姿勢の関連についても目
を向けてみたい。 

 

①全体計画で「「キャリア・パスポート」等の活用」を重視する学校と，担任の

指導  

担任調査にて「あなたのホームルームあるいは学年でキャリア教育を行ううえで，
どの程度指導しているか（問９）」を尋ね，各項目の指導状況の回答割合を，学校調
査で尋ねた「キャリア教育の全体計画を立てるうえで，重視した事柄（問７の 17）」
のうち，「『キャリア・パスポート』等に基づき生徒理解を深めることや生徒に正しい
自己理解を得させること」について示したものが表１である。重視した学校とそうで
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ない学校を比較するために，「よく指導している」については両者の回答割合の差も
示している。  
 

【表１】全体計画を立てる上で「キャリア・パスポート」等に基づく指導を重視した  
学校の担任の指導状況（学校調査，担任調査）  

 
※（   ）内の数値は，「重視した学校の回答割合－そうでない学校の回答割合」を示したものであ
る。  

※指導状況についてχ 2 検定を行った結果，有意差が見られた項目はなかった。  

全体計画で「キャリア・パスポート」等に基づく指導を重視した学校の担任は，全
般的に「よく指導している」あるいは「ある程度指導している」の回答割合が高く，
多くの指導内容で 8 割を超えている。  
 しかし，重視した学校の担任の方がそうでない学校の担任より「よく指導してい
る」と回答した割合が低い指導内容も少なからず見られることから，「キャリア・パ
スポート」等に基づく指導を全体計画で重視することは，全般的に見て担任の指導に
影響しているとは言い難い。  
 

②全体計画で「キャリア・パスポート」等に基づく指導を重視する学校と，担任

の「キャリア・パスポート」の作成・活用  

そもそも全体計画で「キャリア・パスポート」等に基づく指導を重視した学校で
は，担任の「キャリア・パスポート」の作成・活用はどのような状況なのだろうか。  
担任調査にて「あなたは，「キャリア・パスポート」をどのように活用しています

か」（問 11）を尋ね，各項目に「あてはまる」と回答した割合を，学校調査で尋ねた
「キャリア教育の全体計画を立てるうえで，重視した事柄」のうち，「『キャリア・パ
スポート』等に基づき生徒理解を深めることや生徒に正しい自己理解を得させるこ
と」（問７の 17）との関連で示したものが図４である。  
 

 

 

よく指導している
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
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　 36.2%(+0.3) 58.0% 5.4% 0.4%
相手が理解しやすいように，自分の考えや気持ちを整理して伝えること 29.0%(-0.5) 61.4% 8.6% 1.1%
自分の果たすべき役割や分担を考え，周囲の人と力を合わせて行動しようとすること 41.1%(+2.7) 54.0% 4.3% 0.6%
自分の興味や関心，長所や短所などについて把握し，自分らしさを発揮すること 26.3%(-2.5) 62.1% 11.3% 0.2%
喜怒哀楽の感情に流されず，自分の行動を適切に律して取り組もうとすること 25.1%(-2.9) 63.0% 11.6% 0.4%
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 29.0%(-2.1) 62.6% 8.2% 0.2%
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 31.2%(-0.4) 53.8% 14.4% 0.6%
起きた問題の原因，解決すべき課題はどこにあり，どう解決するのかを工夫すること 16.7%(-3.0) 60.1% 22.3% 0.9%
活動や学習を進める際，適切な計画を立てて進めたり，評価や改善を加えて実行したりすること 18.7%(-3.6) 58.9% 21.5% 0.9%
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 29.0%(-1.1) 57.3% 13.3% 0.4%
自分の将来について具体的な目標を立て，現実を考えながらその実現のための方法を考えること 27.5%(-3.6) 62.4% 8.8% 1.3%
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 26.6%(-3.5) 60.0% 12.8% 0.6%
上級学校や職場に関する情報を収集・活用すること 39.2%(-2.9) 51.8% 7.7% 1.3%
「進学したい学校」・「就職したい職場」を選び，その実現のために努力すること 47.6%(-3.7) 47.4% 4.3% 0.6%
上級学校や職場を選ぶにあたって，その合格の可能性や採用の可能性を考慮すること 31.9%(-6.0) 56.5% 10.5% 1.1%
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【図４】全体計画での「「キャリア・パスポート」等に基づく指導」の重視と担任の  
「キャリア・パスポート」の作成・活用（学校調査，担任調査）※複数回答可  

 
※担任調査の回答結果と全体計画の重視の有無についてχ 2 検定を行った結果，有意差が見られたの
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」（χ 2 (1)=13.342, ,p<.001），
「キャリア教育のアウトカム評価（多面的評価の資料の 1 つ）として活用している」（χ 2 
(1)=6.211,p<.05 ），「 生 徒 の 進 路 （ 進 学 や 就 職 ） 支 援 の 資 料 と し て 活 用 し て い る 」（ χ 2 
(1)=19.438,p<.001 ），「 教 員 が 生 徒 を 理 解 す る た め の 資 料 と し て 活 用 し て い る 」（ χ 2 
(1)=8.221,p<.01），「「キャリア・パスポート」を作成していない」（χ 2 (1)=14.001,p<.001）であ
った。  

 

全体計画で「『キャリア・パスポート』等に基づく指導」を重視した学校の担任で
は「『キャリア・パスポート』を作成していない」の回答割合が 59.0％にとどまって
おり，重視していない学校の担任より 8.7 ポイントも低い。このことから，「『キャリ
ア・パスポート』等に基づく指導」を全体計画で重視した学校では，担任による「キ
ャリア・パスポート」の作成が進んでいることが明確に分かる。  
 さらに，重視した学校では，担任の「キャリア・パスポート」の活用も全般的に進
んでいる。中でも「生徒の進路（進学や就職）支援の資料として活用している」（7.3
ポイント差），「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」(5.0
ポイント差），「教員が生徒を理解するための資料として活用している」（4.4 ポイント
差）では大きな差が見られる。  

 

③担任の「キャリア・パスポート等の活用」と，生徒のキャリア意識や学びに対

する姿勢  

では担任の「キャリア・パスポート」の作成・活用と生徒のキャリア意識や学びに
対する姿勢には，どのような関連が見られるのだろうか。以下にて，担任による「キ
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ャリア・パスポート」の活用がもっとも進んでいる（図４参照）「生徒の進路（進学
や就職）支援の資料として活用している」（問 11 の５）に焦点をあてて見ていく。  

 
担任が生徒の進路支援の資料としてキャリア・パスポートを活用しているクラスの

生徒のキャリア意識（生徒調査問 10）について，「いつもそうしている」と明確な回
答をした割合を示したものが図５である。  

 
【図５】担任が「キャリア・パスポート」を「生徒の進路支援の資料として活用し  
ている」クラスの生徒のキャリア意識（担任調査，生徒調査）  

 
※回答は，「いつもそうしている」「時々そうしている」「していない」から１つを選択する形式であ
った。  

 

「他人の話を聞く時は，その人の考えを受け止めようとしている」（74.9％），「周囲
の人と力を合わせて行動する必要がある時には，自分の役割を果たしている」
（57.6％）など，基礎的・汎用的能力を構成する「人間関係形成・社会関係形成能
力」の高さが目立つほか，「調べたいことがある時，取捨選択しながら必要な情報を
進んで収集している」（50.8％），「何か問題が起きた時，原因を考え，次に同じよう
な問題が起きないよう工夫して解決している」（49.3％）といった「課題対応能力」
に関する回答も半数程度見られた。  
  
同様に，生徒の学びに対する姿勢（生徒調査問 15）について，「あてはまる」と明

確な回答をした割合を示したものが図６である。 
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何か問題が起きた時、原因を考え、次に同じような問題が起きな
いよう工夫して解決している

何かに取り組む時は、見通しをもって計画を立て、評価や改善を
加えて実行している

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

自分の将来について具体的な目標をたて、現実を考えながらその
実現のための方法を考えている

自分の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

- 118 -



【図６】担任が「キャリア・パスポート」を「生徒の進路支援の資料として活用し  
ている」クラスの生徒の学びに対する姿勢（担任調査，生徒調査）  

※回答は，「あてはまる」「どちらかと言えば，あてはまる」「どちらかと言えば，あてはまらない」
「あてはまらない」から１つを選択する形式であった。

「これからもっとたくさんのことを学びたいと思う」（60.2％），「みんなで何かをす
るのは楽しい」（56.1％）だけでなく，「学校での勉強は将来の仕事の可能性を広げて
くれると思う」（52.4％）も半数以上の回答が見られるなど，学びに対する姿勢が前
向きであり，学びのレリバンス意識も高いことがうかがえる。  

参考：第一次報告書における参照データ  
＊1 P199 高等学校・学校調査  問 17 
＊2 P216 高等学校・ホームルーム担任調査  問 11 
＊3 P197，P198 高等学校・学校調査  問 16 
＊4 P200 高等学校・学校調査  問 17（2）  
＊5 P195 高等学校・学校調査  問 14（2）  
＊6 P216 高等学校・ホームルーム担任調査  問 11 
＊7 P246 高等学校・生徒調査  問 16 

60.2%
40.8%

52.4%
46.4%

40.4%
56.1%

25.7%
32.3%

42.0%
30.6%

24.0%
31.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

これからもっとたくさんのことを学びたいと思う

学校での勉強は普段の生活を送るうえで役に立つと思う

学校での勉強は将来の仕事の可能性を広げてくれると思う

学校での勉強は将来の生活を豊かにすると思う

学校が楽しい

みんなで何かをするのは楽しい

授業がよくわかる

授業に主体的に取り組んでいる

行事に積極的に参加している

授業や学校行事以外の学校の活動に積極的に取り組んでいる

家での学習に積極的に取り組んでいる

授業以外でも興味が湧いたことについては自主的に学んでいる
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