
４．各学校種調査結果の比較分析

（１）各学校種調査結果の比較分析で用いた調査票

各学校種調査結果の比較分析に用いた調査票は，小学校，中学校及び高等学校の①
キャリア教育の実施状況と管理職の意識調査(学校調査)，②学級・ホームルーム担任の
意識調査(学級・ホームルーム担任調査)，③児童生徒の意識調査(児童生徒調査)の三つ
であり，計九つである。

（２）テーマ１  学校・教員の取組と児童生徒の「学びのレリバンス意識」

〇各校種段階や学校の特性に応じたキャリア教育の実践が，児童生徒の「学びのレリ
バンス意識（学ぶことについて将来とのつながりや意義等について考える意識）」に
影響していると考えられる  

・小学校においては，キャリア教育に関する授業実践が実施されている学校や，将来
について具体的な目標を立てることなどについて学級担任による働きかけがある
学校の児童の「学びのレリバンス意識」が高い。

・中学校では，キャリア教育目標に基づき，体験活動に関する実践がなされている学
校の生徒で「学びのレリバンス意識」が高いと考えられる。

・高等学校に関しては，学校の特性等の違いによりキャリア教育に関する取組状況が
異なると考えられるため解釈が難しい部分もあるが，「学びのレリバンス意識」に
関し，「進路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施」や「事
業所や上級学校での体験活動にかかわる事前指導・事後指導」が重要であることが
示唆される結果が得られた。

１．分析の背景・目的  

児童生徒の学力低下・学習意欲の低下が課題と考えられるようになって久しい。
OECD の PISA 調査では，「勉強することは役に立つ」といった項目への回答割合につ
いて，我が国の児童生徒は他国と比べ低いことが示されてきた。  
 また，昨今の自然災害の発生や新型コロナウイルス感染症の感染拡大なども含め，
様々な要因により将来に対する不透明性が高まっている。このほか，AI 技術等の進展
などもあり，将来求められる能力等が様々な形で再定義され，変容等していくことが
想定される。  
このような中で，児童生徒が学ぶことに意義を見いだし将来に向かう姿勢を有する

ということは重要なことであろうと考えられるが，学校・教員によるキャリア教育に
関する取組の実施は，このような児童生徒の意識の在り方にどのように関係している
であろうか。  
本稿では，児童生徒が学ぶことについて将来とのつながりや意義等について考える
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意識を「学びのレリバンス意識」としてとらえることとし，その意識の在り方と，学校
での実践や担任による指導との関連性について分析を行った。小学校，中学校，高等学
校で共通の枠組みにより分析を行うことで，段階別の共通点や差異などについて把握・
整理することを試みた。

２．「学びのレリバンス意識」について  

本稿では，「学びのレリバンス意識」として，三つの調査項目に着目した。  
一つ目は，「将来とのつながりを考えている」というものであり，小学生は「学校で

学んでいることと自分が大人になった時のこととのつながりを考えている」（問５J），
中学生・高校生は「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」
（問 8J，問 10J）の項目で調査をしている。それぞれ「いつもしてそうしている」「時々
そうしている」「していない」の三つの選択肢による回答が得られている。  
二つ目は「役に立つ」という意識を持っているかというものであり，小学生・中学

生・高校生ともに，「学校での勉強は普段（ふだん）の生活を送るうえで役に立つと思
う」（問７B，問 13B，問 15B）という項目で調査をしている。この調査項目について
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」の四つの選択肢による回答が得られている。  
三つ目は，「可能性を広げてくれる」というものであり，「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」という項目で，「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」の選択肢で，
小学生，中学生，高校生共通の形で回答が得られている（問７C，問 13C，問 15C）。  
これらの項目の回答分布は第一次報告書（P.97，99，155，164，234，245）に示さ

れており，全体としては肯定的な回答割合が高いことが確認できる。今回これらの項
目をもとに「学びのレリバンス意識」に関して分析をするに当たり，「将来とのつなが
りを考えている」の項目については「いつもそうしている」又は「時々そうしている」，
「役に立つ」と「可能性を広げてくれる」の項目は「あてはまる」の回答に着目し，そ
れらの回答をした該当項目数に着目した。その分布を示したのが図１である。  

【図１】「学びのレリバンス意識」に関する項目についての児童生徒の肯定的な回答
の項目数の分布
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３．キャリア教育における取組実施状況との関連性  

キャリア教育における取組の実施は「学びのレリバンス意識」とどのように関係し
ているだろうか。この点に関し，まず，児童生徒自身の回答をもとにして検討を行っ
た。  
小学生に関して「お店や工場，農家や漁師の仕事など，いろいろな仕事を知る学習」，

「自分にあった職業を考える学習」，「自分がなりたい職業の内容について調べる活動」，
「お店や工場，農家や漁師の仕事などの職業を見学したり体験したりする活動」，「大
人の人から職業についてのお話を聞いたり，質問したりする活動」の五つの項目につ
いて活動したことがあるかどうかを尋ねた設問（問６）との関係を見ると，「ある」と
回答した項目数が多い児童では，「学びのレリバンス意識」の肯定的な回答項目数も多
い傾向にあることが把握された（図２）。  
 中学生，高校生については小学生と同じ調査項目はなく，また，この結果はあくまで
児童自身が回答したものであるが，学校における取組実施が，児童生徒の意識の在り
方と一定程度関係性がありそうだということを把握することができる。  
 このような関連性が見られることも踏まえ，続いて，学校調査と担任調査のデータ
との関係により，どのような学校の児童生徒が，「学びのレリバンス意識」をより高く
有しているのかを把握するための分析を行った。  

【図２】小学生の将来の職業に関する学習活動の該当個数と「学びのレリバンス意  
識」に関する項目についての児童の肯定的な回答項目数との関係  
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４．学校調査データを用いた分析  

学校調査から把握される各学校における取組状況について，次の表に示した各調査
項目に着目した。「計画の策定」は全体計画と年間指導計画を策定しているか否か，「計
画での重視事項」については，キャリア教育の計画を立てる上で重視した事柄として，
計画の立て方や内容面に着目した。  
 「企画・実践面の内容」に関しては，「授業実践」に関する内容と，「体験活動」に関
する内容のそれぞれに関し，各学校で実施していると回答されたものと児童生徒の「学
びのレリバンス意識」との関連性について分析を行った。  
このほか，「キャリア・パスポート」を作成している学校であるか否かという点に着

目して分析した。

【表１】調査項目と各調査票の設問番号の対応表（学校調査・児童生徒調査）  
内容・要素  調査項目  小学校  中学校  高校  

学校  

調査  

計画策定  全体計画の策定有無  問 4(1)A 問 4(1)A 問 6(1)A 

年間指導計画の策定有無  問 4(2)A 問 4(2)A 問 6(2)A 

計 画 で の

重視事項  

発達の段階に応じたキャリア教育の実践が行われるようにすること  問 5_3 問 5_3 問 7_3 

児童／生徒が，学年末や卒業時までに「〇〇ができるようにな
る」など，具体的な目標を立てること  

問 5_4 問 5_4 問 7_4 

現在の学びと将来の進路との関連を児童／生徒に意識づけること  問 5_5 問 5_5 問 7_5 

児童／生徒に進路に関する情報を得させる活動を取り入れること  問 5_14 問 5_14 問 7_14 

具体的な進 路（就職 先や進 学先等） の選択や 決定に 関する指導 ・援助を 行うこ と  - 問 5_15 問 7_15 

企画・実践

の内容（授

業実践）  

児童／生徒のキャリア発達を意識した各教科（・科目）の授業  問 11_1 問 11_1 問 13_1 

将来設計全般に関する学習の実施  問 11_5 問 11_5 問 13_5 

進路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施  問 11_7 問 11_7 問 13_7 

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  問 11_16 問 11_16 問 13_16 

企画・実践

の内容（体

験活動）  

職場の訪問や見学，職業の調査・研究活動  問 11_8 問 11_8 問 13_8 

事業所における体験活動  問 11_9 問 11_9 問 13_9 

上級学校における体験活動  問 11_10 問 11_10 問 13_10 

事業所や上級学校での体験活動にかかわる事前指導・事後指導  問 11_11 問 11_11 問 13_11 

「キャリア・パスポート」の作成  問 15(1) 問 15(1) 問 17(1) 

注）「具体的な進路（就職先や進学先等）の選択や決定に関する指導・援助を行うこと」について，小学

校では調査を実施していない。

前掲の各項目と児童生徒の「学びのレリバンス意識」とのクロス集計に関し，検定の
結果を整理すると，後掲のようになった。  
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【表２】学校の取組状況と「学びのレリバンス意識」との関連にかかる分析結果（学
校調査・児童生徒調査）  

内容・要

素  

調査項目  
小学校  中学校  高校  

学校  

調査  

計画策定  全体計画の策定有無  

年間指導計画の策定有無  

計画での

重視事項  

発達の段階に応じたキャリア教育の実践が行われるようにするこ

と  
** ** 

児童／生徒が，学年末や卒業時までに「〇〇ができるよう
になる」など，具体的な目標を立てること  

* 

現在の学びと将来の進路との関連を児童／生徒に意識づけること  * 

児童／生徒に進路に関する情報を得させる活動を取り入れること  * 

具体的な進路（就職先や進学先等）の選択や決定に関する指導・援助を行うこと  - ** 

企画・実

践の内容

（授業実

践）  

児童／生徒のキャリア発達を意識した各教科（・科目）の授業  * 

将来設計全般に関する学習の実施  * 

進路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施  * ** 

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  - ** 

企画・実

践の内容

（体験活

動）  

職場の訪問や見学，職業の調査・研究活動  * ** 

事業所における体験活動  ** 

上級学校における体験活動  ** 

事業所や上級学校での体験活動にかかわる事前指導・事後指導  ** 

「キャリア・パスポート」の作成  

**： p<0.01， *：p<0.05 

注）実施していない学校の児童生徒の方が「学びのレリバンス意識」の肯定的な回答割合が高いという
関係であった場合には網掛けをした。  

注）「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」について，小
学校では実施している学校が 0 校であり比較ができなかった。

小学生，中学生については，幾つかの点に関して，学校でのキャリア教育に関する取
組の実施と児童生徒の「学びのレリバンス意識」との間に正の関連性があることが明
らかになった。  
小学生の場合には，計画での重視事項として，「児童が，学年末や卒業時までに「〇

〇ができるようになる」など，具体的な目標を立てること」や「児童に進路に関する情
報を得させる活動を取り入れること」に回答があった学校において，また，授業実践に
関し「児童のキャリア発達を意識した各教科の授業」，「将来設計全般に関する学習」，
「進路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施」に回答があった
学校で，児童の「学びのレリバンス意識」の肯定的な回答項目数が多い傾向となってい
る。  
中学生の場合には，計画での重視事項として「発達の段階に応じたキャリア教育の

実践が行われるようにすること」に回答があった学校，体験活動に関し「職場の訪問や

- 125 -



見学，職業の調査・研究活動」に回答があった学校において，生徒の「学びのレリバン
ス意識」の肯定的な回答項目数が多い傾向が見られている。
（なお，中学生に関して，本報告書「２-２中学校調査結果の分析」で示された，職場
体験活動及び事前指導・事後指導を重視している学校（「職場体験重視校」）であるか否
かで分析すると，職場体験重視校の生徒の方が「学びのレリバンス意識」の肯定的な回
答項目数が多いという傾向も見られた。）

【図３】小学校の「将来設計全般に関する学習」の実施の有無と「学びのレリバンス意
識」に関する項目について児童の肯定的な回答項目数との関係  

【図４】中学校の「職場の訪問や見学，職業の調査・研究活動」の実施の有無と「学び
のレリバンス意識」に関する項目について生徒の肯定的な回答項目数との関係  

高校生については，学校での取組の実施と生徒の「学びのレリバンス意識」との関連
性が負の関係になっているものが見られる。これは，学校の特性（「学びのレリバンス
意識」がもともと高い生徒が多い学校であるか否か等）の違いがあることが影響して
いるのではないかと考えられる。  
下記に，高校について「普通科」の生徒と「それ以外の学科」の生徒に分けて実施し

た分析結果と，それとは別に，学校の進学率について「４割未満」の場合に限定した分
析結果を示した。  
（なお，学校の進学率は，進学準備中の者については将来的には進学するものと想定
して進学者の数に含める形で，「４割未満」，「４割以上 7 割未満」，「7 割以上 9 割未満」，
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「９割以上」の四つの選択肢で回答を得たものである。今回，進学率が「４割未満」の
学校に着目することで，キャリア教育の実践が求められる度合いや在籍する生徒の特
性等に関し，ある程度均質の集団を取り出して分析することができるのではないかと
考えた。）  

【表 3】学校の取組状況と「学びのレリバンス意識」との関連にかかる分析結果（高
等学校のみ）（学校調査・生徒調査）  

内容 ・ 要

素  

調査項目  
高校生  

（普通科）  

高校生  

（その他の

学科）  

高校生  

（進学率  

４割未満）  

学校  

調査  

計画策定  全体計画の策定有無  

年間指導計画の策定有無  * 

計画 で の

重視事項  

発達の段階に応じたキャリア教育の実践が行われるようにすること  ** 
生徒が，学年末や卒業時までに「〇〇ができるようになる」
など，具体的な目標を立てること  

現在の学びと将来の進路との関連を生徒に意識づけること  * 

生徒に進路に関する情報を得させる活動を取り入れること  

具体的な進路（就職先や進学先等）の選択や決定に関する指導・援助を行うこと  ** 

企画 ・ 実

践の 内 容

（授 業 実

践）  

生徒のキャリア発達を意識した各教科（・科目）の授業  

将来設計全般に関する学習の実施  

進路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施  * ** 

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  ** 

企画 ・ 実

践の 内 容

（体 験 活

動）  

職場の訪問や見学，職業の調査・研究活動  * * 

事業所における体験活動  ** ** －  

上級学校における体験活動  * 

事業所や上級学校での体験活動にかかわる事前指導・事後指導  ** ** ** 

「キャリア・パスポート」の作成  

**： p<0.01， *：p<0.05 

注）実施していない学校の児童生徒の方が「学びのレリバンス意識」の肯定的な回答割合が高いという
関係であった場合には網掛けをした。  

注）「進学率 4 割未満」の学校で「事業所における体験活動」はすべての学校が実施しているとの回答
であり，クロス集計による比較・検定ができなかった。

「普通科」と「それ以外の学科」を分類した上での分析結果では，ともに，やはりキ
ャリア教育に関する取組の実施と生徒の「学びのレリバンス意識」との関連性が負の
関係になっているものが多い。これは，キャリア教育に関する取組が生徒に負の影響
を及ぼしているということではなく，「普通科」と「それ以外の学科」に分類した上で
も，「学びのレリバンス意識」がもともと高い生徒が多い学校では，（大学進学・受験の
ことをより意識した教育実践がなされているなど）キャリア教育に関する取組が余り
実施されないという関係性にあるということなのではないかと推察される。  
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この点に関し，進学率が４割未満の学校の生徒に限った分析の結果を見ると，学校
での取組の状況と生徒の「学びのレリバンス」との関係について負のものはなく，「進
路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施」と「事業所や上級学
校での体験活動にかかわる事前指導・事後指導」について，それぞれ実施している学校
の生徒の方が「学びのレリバンス意識」が高いという関係になっている。  
また，正の関連性が見られている点に改めて着目すると，「普通科」において，「具体

的な進路（就職先や進学先等）の選択や決定に関する指導・援助を行うこと」と「進路
や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施」について，「学びのレリ
バンス意識」と正の関連性があるという結果となっている。「その他の学科」に関して
は，「上級学校における体験活動」のほか，「事業所や上級学校での体験活動にかかわる
事前指導・事後指導」を実施している学校の生徒で「学びのレリバンス意識」が高いと
いう結果となっている。  
「進路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施」が，「学びのレ

リバンス意識」に対して関連性があることは，学校の特性に分類しないで行った高校
生全体についての分析や，進学率４割未満の学校の生徒に限った場合の分析でも示さ
れた。これは，学校の特性（在籍する生徒の特性）にかかわらず，生徒自身に将来のこ
とについて考えさせる機会を学校において設けることが重要であるということを示唆
する結果なのではないかと考えられる。
また，「事業所や上級学校での体験活動にかかわる事前指導・事後指導」に関しては，

「普通科」に関する分析では負の関連性が見られるのに対し，「その他の学科」や進学
率４割未満の学校に限った分析においては正の関連性が見られ，特徴的な結果となっ
ている。特に進学率４割未満の学校に関しては，「事業所における体験活動」は全ての
学校が実施していると回答している中で，「事業所や上級学校での体験活動にかかわる
事前指導・事後指導」を実施していると回答があった学校の生徒の方が「学びのレリバ
ンス意識」について肯定的な回答項目数が多いという関係となっている。体験活動等
の取組をより重視しているような学校において，事前指導・事後指導の実施の重要性
が高いということを示唆する結果なのではないかと考えられる。

【図５】高等学校（普通科）の「進路や生き方に関する話し合いやパネルディスカッ
ション」の実施の有無と「学びのレリバンス意識」に関する項目について生徒の肯
定的な回答項目数との関係
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31.2%

18.0%

23.2%

35.0%

36.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高校生（普通科）・進路や生き方に関する話し合いやパネ
ルディスカッション：非該当(n=1,260)

高校生（普通科）・進路や生き方に関する話し合いやパネ
ルディスカッション：該当(n=637)

レリバンス意識該当0個 レリバンス意識該当1個 レリバンス意識該当2個 レリバンス意識該当3個
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【図６】高等学校（進学率４割未満）の「事業所や上級学校での体験活動に関わる事前
指導・事後指導」の実施の有無と「学びのレリバンス意識」に関する項目について生
徒の肯定的な回答項目数との関係  

５．担任調査データを用いた分析  

続いて，学級・ホームルーム担任調査から把握される教員のキャリア教育に関する
態度や，児童生徒への働きかけの違い等について，次の表に示した各調査項目に着目
した。  
「キャリア教育に関する態度」としては，教員のキャリア教育に関する認識・理解度

の高さということに着目し，「計画に基づく学級・ホームルーム実践」としては，学級・
ホームルーム又は学年におけるキャリア教育の計画・実施の状況を把握できる項目に
着目した。「児童生徒への働きかけ」については，「学びのレリバンス意識」に直接的に
作用しうるような指導をどの程度実施しているかということに着目した。

【表 4】調査項目と各調査票の設問番号の対応表（担任調査・児童生徒調査）  
内容・要

素  

調査項目  
小学校  中学校  高校  

担任  

調査  

キャリア

教育に関

する態度

学校のキャリア教育目標に関する認識・理解度  問 4 問 4 問 5 

「基礎的・汎用的能力」に関する認識・理解度  問 5 問 5 問 6 

計画に基

づ く 学

級・ホー

ムルーム

実践

学級・ホームルームまたは学年のキャリア教育の計画は，児童／

生徒のキャリア発達の課題に即して作成されたものである  
問 6_1 問 6_1 問 7_1 

学級・ホームルームまたは学年のキャリア教育

は計画に基づいて実施している  
問 6_3 問 6_3 問 7_3 

児童生徒

への働き

かけ  

「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」について指導  
問 8(10) 問 8(10) 問 9(10) 

「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」について指

導  

問 8(11) 問 8(11) 問 9(11) 

16.5%

7.9%

45.2%

47.8%

11.8%

14.9%

26.5%

29.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高校生（進学率4割未満）・事業所や上級学校での体験活動
に関わる事前指導・事後指導：非該当(n=279)

高校生（進学率4割未満）・事業所や上級学校での体験活動
に関わる事前指導・事後指導：該当(n=713)

レリバンス意識該当0個 レリバンス意識該当1個 レリバンス意識該当2個 レリバンス意識該当3個
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「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」について指導  
問 8(12) 問 8(12) 問 9(12) 

前掲の各項目と児童生徒の「学びのレリバンス意識」とのクロス集計に関し，検定の
結果を整理すると，後掲のようになった。  

【表 5】担任教員の取組状況と「学びのレリバンス意識」との関連にかかる分析結果
（担任調査・児童生徒調査）  

内 容 ・ 要

素  

調査項目  
小学校  中学校  高校  

担任  

調査  

キ ャ リ ア

教 育 に 関

する態度

学校のキャリア教育目標に関する認識・理解度  * 

「基礎的・汎用的能力」に関する認識・理解度  * 

計 画 に 基

づ く 学

級 ・ ホ ー

ム ル ー ム

実践

学級・ホームルームまたは学年のキャリア教育の計画は，児童／

生徒のキャリア発達の課題に即して作成されたものである  

学級・ホームルームまたは学年のキャリア教育

は計画に基づいて実施している  
* 

児 童 生 徒

へ の 働 き

かけ  

「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」について指導  

「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」について指導  
* 

「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」について指導  

**： p<0.01， *：p<0.05 

注）認識・理解度が低い，又は指導していないと回答した担任の児童生徒の方が「学びのレリバンス意
識」の肯定的な回答割合が高いという関係であった場合には網掛けをした。  

小学生に関しては，担任が「学級・ホームルームまたは学年のキャリア教育は計画に
基づいて実施している」と回答している場合や，「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」について「指導してい
る」と回答している場合に，児童の「学びのレリバンス意識」について肯定的な回答項
目数が比較的多いという関係が見られる。  
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【図７】小学校担任の「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」の指導の状況と実施の有無と「学びのレリバンス
意識」に関する項目について児童の肯定的な回答項目数との関係  

中学生に関しては，「学校のキャリア教育目標に関する認識・理解度」について「学
校でキャリア教育目標が設定されているかどうかわからない」と回答している場合に，
生徒の「学びのレリバンス意識」が比較的低いという関係が見られている。  
「児童生徒への働きかけ」として着目した項目については統計的に有意な関連性が

見られなかったが，これは，中学校においては教科担任制であるということも影響し
ているのではないかと推察される。  
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6.8%

6.4%

19.7%

20.2%

20.2%

28.3%

23.1%

21.0%

43.2%

50.0%

52.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生・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：あまり指

導していない・まったく指導していない(n=685)

小学生・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：ある程度

指導している(n=1,343)

小学生・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：よく指導

している(n=267)

レリバンス意識該当0個 レリバンス意識該当1個 レリバンス意識該当2個 レリバンス意識該当3個
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【図８】中学校担任の学校におけるキャリア教育目標の認識と「学びのレリバンス意
識」に関する項目について生徒の肯定的な回答項目数との関係  

高校生に関しては，「『基礎的・汎用的能力』に関する認識・理解度」について「『基
礎的・汎用的能力』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」と回答した場合に生徒の「学びのレリバンス意識」が比較的低いという関係が見ら
れているが，この点については，やはり学校の特性の違いが影響しているのではない
かと推察される。  
学校調査との関係性の中で見られた結果も踏まえると，高等学校に関しては，キャ

リア教育に関する取組をより意識的に行っている学校であるということと，生徒の「学
びのレリバンス意識」の水準との関係については，小学校，中学校よりも複雑な関係性
にあるのではないかと考えられる。
（なお，本報告書「２-３高等学校調査結果の分析」では，担任による指導が生徒のレ
リバンス意識に作用しうるのではないかという結果も示されている。）

６．まとめ  

 以上のように，児童生徒の「学びのレリバンス意識（学ぶことについて将来とのつな
がりや意義等について考える意識）」に関して，学校調査から把握される取組の状況と，
学級・ホームルーム担任調査から把握される教員の態度・働きかけの状況との関連性
について，調査項目間のクロス集計を行った。  
クロス集計及び検定の結果として，小学校においては，学校として計画を策定する

際の重視事項として，「児童が，学年末や卒業時までに「〇〇ができるようになる」な
ど，具体的な目標を立てること」や「児童に進路に関する情報を得させる活動を取り入
れること」に回答があった学校において，また，授業実践に関し「児童のキャリア発達
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18.3%

22.7%

33.8%

46.5%

44.1%

42.7%
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中学生・担任「学校でキャリア教育目標が設定されている
かどうかわからない」(n=299)

中学生・担任「学校でキャリア教育目標が設定されている
のは知っているが、内容はわからない」(n=707)

中学生・担任「学校で設定しているキャリア教育目標につ
いて、その内容を人には説明できないがある程度知ってい

る」(n=1,039)

中学生・担任「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」(n=110)

レリバンス意識該当0個 レリバンス意識該当1個 レリバンス意識該当2個 レリバンス意識該当3個
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を意識した各教科の授業」，「将来設計全般に関する学習」，「進路や生き方に関する話
し合いやパネルディスカッションの実施」に回答があった学校で，児童の「学びのレリ
バンス意識」の肯定的な回答項目数が多い傾向であった。担任調査との関係性として
も，計画策定に基づく取組実施や，児童に対する担任からの働きかけが重要であるこ
とが示された。  
中学校に関しては，「発達の段階に応じたキャリア教育の実践が行われるようにする

こと」といったことを計画策定の際に重視している学校で，生徒の「学びのレリバンス
意識」の肯定的な回答項目数が多い傾向であった。また，各教員が学校のキャリア教育
目標を認識していることや，「職場の訪問や見学，職業の調査・研究活動」などの体験
活動が実践されていることが，生徒の「学びのレリバンス意識」に作用するのではない
かという分析結果が示された。  
高等学校に関しては学校の特性等の違いによりキャリア教育に関する取組状況が異

なると考えられるため解釈が難しい部分もあるが，学校の特性にかかわらず，「進路や
生き方に関する話し合いやパネルディスカッションの実施」など，生徒自身に将来の
ことについて考えさせる機会を学校において設けることが重要であるということが示
唆される結果が得られた。また，「学びのレリバンス意識」に関し，「事業所における体
験活動」などを実施する際には事前指導・事後指導が重要であるということを示す分
析結果も得られた。  
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