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３．②「高等学校・ホームルーム担任調査」結果 

 

問１＊ あなたのホームルームの学科について、当てはまるものを一つ選んでく

ださい。  

   

   「普通科」が 60.3％と最も高く、次いで「職業に関する専門学科（農業・工業

・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉などに関する学科）」28.0％、「総合学

科」9.0％、「そのほかの専門学科（理数・体育・音楽・美術・英語などに関する

学科）」が 2.7％の順になっている。 
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問２ キャリア教育に関して、以下の設問にお答えください。  

(1) キャリア教育の推進が求められていることについて御存じでしたか。当

てはまるものを一つ選んでください。          

   

   

   「知っていた」が 76.1％と最も高く、次いで「何となく知っていた」21.3％、 

「知らなかった」2.6％の順である。キャリア教育の推進が求められていることに 

ついては、周知されていると言える。 

前回調査では、「知っている」が 40.0％、「知らない」が 60.0％であった。   
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(2) 以下のキャリア教育に関する資料や情報の中で、読んだことがあるもの

を全て選んでください。 

  

   「上記以外のキャリア教育に関する専門図書、雑誌論文・記事等の情報や資料」

が 32.5％と最も高く、次いで「都道府県や市町村、教育センター等行政機関作成

のキャリア教育に関するパンフレット、手引き及びウェブサイト」24.2％、「高

等学校キャリア教育の手引き（平成 23 年 11 月文部科学省）」20.5％などの順に

なっている。        

     一方、「パンフレット『キャリア教育をデザインする（平成 24 年 8 月国立教育

政策研究所）』」6.9％、「パンフレット『キャリア教育は生徒に何ができるのだ

ろう？（平成 22 年 2 月国立教育政策研究所）』」5.2％、「パンフレット『キャ

リア教育を創る(平成 23 年 11 月国立教育政策研究所)』」4.9％、「キャリア発達

に関わる諸能力の育成に関する調査研究報告書（平成 23 年 3 月国立教育政策研究

所）」3.9％などは低くなっている。  

     なお、質問項目の中で最も高い割合となっているのは、「上記のいずれも読ん

だことがない」34.7％である。 
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(3) 今年度、あなたが参加した（参加予定がある）校内研修会を全て選んで

ください。 

   

   「上級学校の理解を深める研修」が 24.3％と最も高く、次いで「キャリア・カ

ウンセリング（進路相談）の実践に関する研修（全ての生徒を対象にした進学や

就職に関する相談）」17.5％、「雇用・就職・就業の動向に関する研修」13.6％、

「キャリア教育の概要や推進方策全般に関する研修」11.2％などの順になってい

る。 

一方、「職業興味検査・職業適性検査など、諸検査に関する研修」8.5％、「上

記以外のキャリア教育に関する研修」8.5％、「キャリア教育の授業実践に関する

研修」6.8％、「キャリア教育の評価に関する研修」2.1％、「グローバル化など

の社会・経済・産業の構造的変化に関する研修」2.1％などは低くなっている。 

    なお、質問項目の中で最も高い割合となっているのは、「上記のいずれにも参

加したことはない」47.9％である。 

前回調査では、「ホームルーム担任教員がキャリア教育について参加した研修

会やセミナー」について調査しており、「キャリア教育の概要や推進方策全般に

関する研修会やセミナー」が 38.8％と最も高く、次いで「産業・経済の構造的変

化や雇用・就職・就業の動向に関する研修会やセミナー」35.6％、「カウンセリ

ングの実践に関する研修会やセミナー」26.0％、「キャリア教育の授業実践に関

する研修会やセミナー」24.4％などの順になっている。 
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 (4) 学校外における研修等への参加状況について、平成 20 年度から平成 24

年度までの５年間で、あなたが参加した研修（個人で参加した研修も含む）

を全て選んでください。 

   「教育相談、キャリア・カウンセリング（進路相談）に関する研修会」が 26.1

％と最も高く、次いで「中学校の公開授業（キャリア教育に関する授業に関わらず）」

19.9％、「上記以外のキャリア教育に関する授業研究会、研修会」18.2％、「大学

・短期大学の公開授業（キャリア教育に関する授業に関わらず）」18.0％、「雇用

・就職・就業の動向に関する研修会」15.5％などの順になっている。 

    一方、「ほかの高等学校のキャリア教育に関する授業研究会」10.3％、「グロー

バル化などの社会・経済・産業の構造的変化に関する研修会」5.7％、「幼稚園・

保育所の公開授業（キャリア教育に関する授業に関わらず）」4.6％、「職業適性

検査、職業興味検査等、諸検査に関する研修会」4.5％などは低くなっている。 

    なお、質問項目の中で最も高い割合となっているのは、「研修会には参加してい

ない」30.4％である。 
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    前回調査では、「進路指導に関する研修等への参加状況」について調査している

が、「進路指導に関する研修会、研究大会、セミナーなど」が 66.2％と最も高く、

次いで「教育相談、カウンセリング等に関する講演会や研修会など」35.2％、「大

学・短期大学の公開授業」24.5％、「中学校の公開授業」22.1％、「専門学校・専

修学校・各種学校の公開授業」18.6％などの順になっている。 
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問３＊ 「基礎的・汎用的能力」についてお尋ねします。この「基礎的・汎用 

的能力」について御存じでしたか。当てはまるものを一つ選んでください。 

     

     「内容はよく知らないが、『基礎的・汎用的能力』という言葉は聞いたことがあ

る」が 37.8％と最も高く、次いで「『基礎的・汎用的能力』という言葉を聞いた

ことがない」35.0％、「『基礎的・汎用的能力』について、その内容を人に説明は

できないがある程度知っている」25.3％の順になっている。 

一方、「『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」は 1.9％で最も低くなっている。 
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問４ あなたのホームルームあるいは学年における、キャリア教育の計画・実

施の現状についてお尋ねします。あなたが「そのとおりである」と思うも

のを全て選んでください。 

   

 「キャリア・カウンセリング（進路相談）を実施している」が 75.4％と最も高く、

次いで「卒業後の就職や進学に関する情報資料を収集・活用している」74.9％、「進

学にかかる費用や奨学金についての情報提供や生徒主体の情報収集に取り組んでい

る」73.2％、「就業体験（インターンシップ）などの将来の職業に関わる体験活動

を実施している」58.1％、「ホームルームのキャリア教育の計画は、学校全体のキ

ャリア教育の計画に基づいて作成されたものである」52.8％、「ホームルームのキ

ャリア教育は計画に基づいて実施している」51.3％などの順になっている。 
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   一方、「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」30.1％、「キャリア教育

に関する指導案や教材の作成等を工夫している」19.6％、「グローバル化などの社

会・経済・産業の構造的変化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」16.5％、「キャリア教育の成果についての評価（アンケートやポートフォリ

オなど）を行っている」15.3％、「キャリア教育に関する研修などに積極的に参加

し、自己の指導力の向上に努めている」11.7％などは低くなっている。 

 【参考資料：前回調査の結果】 

    前回調査では、「ホームルームあるいは学年における進路指導の現状」について

調査しているが、今回の調査と比較してポイントが上がった項目は、「就業体験（イ

ンターンシップ）などの将来の職業に関わる体験活動を実施している」12.2 ポイン

ト、「社会人や保護者の講話など地域や家庭の教育力の活用に努めている」5.7 ポ

イントなどである。 

また、前回調査と比較してポイントが下がった項目は、「ホームルームのキャリ

ア教育（進路指導）は計画に基づいて実施している」28.2 ポイント、「ホームルー

ムのキャリア教育（進路指導）の計画は、学校全体のキャリア教育の計画に基づい

て作成されたものである」23.0 ポイント、「ホームルームのキャリア教育（進路指

導）計画を実施するための時間は確保されている」19.5 ポイントなどである。 
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問５＊ あなたのホームルームあるいは学年における、キャリア教育の計画・実

施に関する生徒や保護者の現状についてお尋ねします。あなたが「そのと

おりである」と思うものを全て選んでください。 

   

    「生徒は卒業後の就職や進学に関する情報資料をよく利用している」が 67.5％と

最も高く、次いで「キャリア教育を実施する中で、生徒は自己の生き方や進路を真

剣に考えている」61.6％、「生徒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」38.2％、「生徒はキャリア教育に関する

学習に積極的に取り組んでいる」36.5％などの順である。 

一方、「保護者は学校のキャリア教育の計画・実施について理解し、協力してい

る」27.2％、「生徒は卒業後の就職や進学に関する副読本などの教材をよく利用し

ている」20.8％などは低くなっている。 
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問６＊ あなたのホームルームでキャリア教育を行う上で、特にどのようなこと 

に重点を置いて指導していますか。次の(1)～(15)のそれぞれについて、当

てはまるものを１～４の中から一つずつ選んでください。  
   

   
     全ての項目について、「よく指導している」、「ある程度指導している」を合

わせると 70％以上となっている。中でも「よく指導している」については、「『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」

が 64.2％と最も高く、次いで「上級学校や職場に関する情報を収集・活用するこ

と」51.8％、「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」44.8％、「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ること」41.9％、「上級学校や職場を

選ぶに当たって、その合格の可能性や採用の可能性を考慮すること」41.2％など

の順になっている。 
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     一方、「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」30.5％、「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」21.3％、「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」16.5％などは

低くなっている。 
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問７ あなたのホームルームでキャリア教育を行う際、どのような「生徒理解

のための個人資料」を利用していますか。次の(1)～(10)のそれぞれについ

て、当てはまるものを１～４の中から一つずつ選んでください。  
   

   
    「よく利用している」は、「進路希望調査の回答」が 72.3％と最も高く、次いで

「定期テストなどの日常の学習の成績」61.4％、「日常の学習における意欲や態度」

49.0％、「キャリア・カウンセリング（進路相談）の記録」40.1％、「生徒会活動

や部活動などの諸活動への参加状況」38.3％などの順である。 

    一方、「ボランティア活動など、学校外における諸活動への参加状況」20.9％、

「適性、興味などに関する検査・調査の結果」16.8％、「キャリア教育に関わる体

験活動における意欲や態度」10.7％、「キャリア教育の記録（ポートフォリオ）や

成果」6.1％などは低くなっている。 

    前回調査では、該当する項目を三つまで選ぶ形式で実施しており、今回の調査と

同じ項目（一部文言が異なる項目を含む）については、「進路希望調査の回答」が

63.5％と最も高く、次いで「定期テストなど日常の学習の成績」44.3％、「日常の

学習における意欲や態度」43.6％、「進路相談の記録」43.1％、「適性、興味など

に関する検査・調査の結果」16.4％などの順になっている。 
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問８ ホームルームのキャリア教育について、あなた自身が困ったり悩んだり

していることについてお尋ねします。当てはまるものを全て選んでくださ

い。 

     

     「キャリア教育を実施する十分な時間が確保できない」が 34.6％と最も高く、次

いで「キャリア教育の計画・実施についての評価の仕方がわからない」31.0％、「キ

ャリア教育の適切な教材が得られない」26.1％、「キャリア教育と進路指導との違

いがわからない」25.8％、「生徒の進路意識や進路選択態度に望ましい変容が見ら

れない」24.2％、「キャリア教育に関する指導の内容・方法をどのようにしたらよ

いかわからない」23.1％、「保護者のキャリア教育に対する期待が進路先の選択や

その合格可能性に偏っている」21.8％などの順になっている。 
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    一方、「評価に基づいたキャリア教育の計画や実践に関する改善がなされない」

9.3％、「キャリア・カウンセリング（進路相談）の内容・方法がわからない」8.4

％、「キャリア・カウンセリング（進路相談）や進路に関する資料の保管・活用の

ための施設・設備（進路相談室等）がない」8.0％、「キャリア教育に関わる学習

や体験活動について、保護者の理解や協力が得られない」3.9％、「学校・学年の

理解や協力が得られない」3.5％、「キャリア教育に関わる学習や体験活動の計画

・実施に当たって地域や企業等の協力が得られない」3.5％などは低くなっている。 

前回調査では、ホームルームの進路指導を行っていく上での悩みについて調査し

ているが、今回の調査と比較すると、多くの項目について前回調査よりもポイント

が上がっている（困ったり悩んだりしている度合いが増加している）。中でも、大

きくポイントが上がった項目は、「キャリア教育（進路指導）の計画・実施につい

ての評価の仕方がわからない」25.5 ポイント、「キャリア教育（進路指導）に関す

る指導の内容・方法をどのようにしたらよいかわからない」9.1 ポイント、「キャ

リア教育（進路指導）の適切な教材が得られない」8.8 ポイントなどである。 

また、前回調査と比較してポイントが下がった項目は、「生徒の進路意識や進路

選択態度に望ましい変容が見られない」19.7 ポイント、「キャリア教育を実施する

十分な時間が確保できない」4.7 ポイントなどである。 
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問９ ホームルームでキャリア教育を適切に行っていく上で、現状から見て、 

今後どのようなことが重要になると思いますか。次の(1)～(19)のそれぞれ

について、当てはまるものを１～４の中から一つずつ選んでください。 
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   ほぼ全ての項目について、「とても重要だと思う」「ある程度重要だと思う」を

合わせると 70％以上になっている。中でも、「とても重要だと思う」については、

「卒業後の就職や進学に関する情報資料の収集と活用」が 57.6％と最も高く、次い

で「キャリア・カウンセリング（進路相談）の充実」56.8％ 、「学校のキャリア教

育全体計画に基づくホームルーム・学年のキャリア教育の計画の立案」53.8％、「生

徒のキャリア発達の課題に即したホームルーム・学年のキャリア教育の計画の立案」

51.3 ％、「就業体験（インターンシップ）や社会人による講話など、キャリア教育

に関わる体験的な学習の充実」46.3％などの順である。 

   一方、「重要だと思わない」「余り重要だとは思わない」については、「キャリ

ア教育の計画の立案に当たっての生徒の参加」が 36.0％と最も高く、次いで「キャ

リア教育に関する指導案の作成や教材の工夫」27.6％、「キャリア教育の成果に関

する評価」25.6％、「卒業後の就職や進学の指導に関する副読本などの活用」21.3

％などの順になっている。 
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問 10＊ あなたは、キャリア教育の一環として、社会的な変化についてどの程度

生徒に伝えていますか。次の(1)～(10)のそれぞれについて、当てはまるも

のを１～３の中から一つずつ選んでください。  
   

   
    ほぼ全ての項目について、「重要な動向として生徒に伝えている」「社会的な変

化の一つとして概略的に生徒に伝えている」の合計が 60％以上となっている。中で

も、「重要な動向として生徒に伝えている」については、「近年、新規学卒者の早

期離職率は減少傾向にあるが、今日でもなお、高校卒業後就職した者の約４割、大

学卒業後就職した者の約３割が、就職後３年以内に離職していること」が 44.1％と

最も高く、次いで「仕事をする上では、多様な文化的背景をもつ同僚・上司・顧客

等に自分の考えを分かりやすく伝え、価値観等の差異を越えて相手を理解する力が
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求められること」35.4％、「近年、大学生の就職率（就職を希望している学生のう

ち就職した者の割合）は向上しているが、高校生の就職率に比べて低い状態が続い

ていること」35.3％、「企業規模や業種等を問わず、社員の外国語でのコミュニケ

ーション能力を重視する企業が増えてきていること」34.9％などの順になってい

る。 

    一方、「生徒に伝える機会を設けて来なかった」については、「現在、日本食、

映像コンテンツ、日本文化など日本ブランドの国際発信力強化の重要性が指摘され

ていること」が 42.8％と最も高く、次いで「外国人の採用を増やす企業や、日本人

・外国人の区分を設けずに採用する企業が見られ始めていること」38.8％、「企業

規模や業種等を問わず、母語や文化などの異なる同僚や上司と共に働く機会が増え

てきていること」37.8％などの順になっている。 


