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ごあいさつ 
 

皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
この度、日本キャリア教育学会第42回研究大会が、2020年10月10日（土）に開催される

ことになりました。大会テーマは「時間と空間をつなぎ・織りなすキャリア教育」です。 
D.E.スーパーが、「人間の総体的な発達に伴って進展するキャリア」を前提とした大著 The 

Psychology of Careersを上梓してから60年以上の歳月が流れました。その後、今日に至るま

で、時間の経過に伴う人々のキャリア形成のあり方について数多くの研究が積み重ねられてき

たことはご存じの通りです。また、技術革新等の急速な進展や、社会の様々な側面におけるグ

ローバル化などによって、時間や空間がもつ意味や価値自体も大きく変容し、それらを認識す

る私たち一人一人の価値観そのものの多様化も同時に加速していることは言うまでもありませ

ん。 
このような中で、本年度より、児童生徒が小学校から高等学校までの「自らの学習状況やキ

ャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫

されたポートフォリオ」としての「キャリア・パスポート」が、国内の初等中等教育段階にあ

る全ての学校に導入されることとなりました。児童生徒はもちろん、私たち一人一人が、これ

までの諸経験の意味や価値を顧みつつ、今後の自らのキャリアを切り拓き、創り上げるべき時

代を迎えたと言えるでしょう。まさに、これまで過ごしてきた時間と空間を振り返り、つなぎ、

織りなしつつ、キャリアを形成していくことが求められています。 
では、このような一人一人のキャリア形成を支援し、必要な指導・助言等を提供する役割を

担うキャリア教育はどうあるべきなのでしょうか。――今回の研究大会では、この問いを中核

としつつ、皆様とともに議論し、キャリア教育の未来について考える機会にしたいと存じます。 
しかしながら、7 月以降に新型コロナウイルス国内感染状況が再び悪化に転じたことなどに

より会場となる教室等の使用許可が得られず、また、今後の見通しも困難であること等を踏ま

えまして、極めて残念ながら筑波大学を会場とした集合形式での研究大会の実施を断念致しま

した。多くの研究成果をご発表いただけるとのご意向を賜っていながら、フェイス・トゥ・フ

ェイスでの意見交換・情報交換の機会を設けることができませんことを深くお詫び申し上げま

す。事情ご賢察の上、何卒ご海容ください。 
 なお、筑波大学を会場とした集合形式での大会は開催できかねる状況を迎えてはおります

が、発表論文集の大会専用ウェブサイトでの公表と事前参加登録者全員への送付をもって本研

究大会自体は実施したことと致します。 
また、Brian Lee 氏による基調講演「香港の学校におけるキャリア教育の現在―大規模抗議

デモと新型コロナウイルス感染拡大のインパクトを超えて―」、及び、実行委員会企画シンポジ

ウム「時間と空間をつなぎ・織りなす『キャリア・パスポート』―先行的実践事例が示す可能

性と課題―」につきましては、10月10日の午後にZoomによるウェビナー形式で開催し、大

会での発表及び大会への参加のお申込みをいただいた方々に限ってリアルタイムでご視聴いた

だき、その場でチャット（テキスト投稿）形式でのご質問もいただけるよう、準備を進めてお

ります。多くの会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。 
 
2020年9月15日 

日本キャリア教育学会第42回研究大会実行委員会 
委員長         藤田晃之（筑波大学） 
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 1 研究大会日程              

10 月 10 日（土） 

 

Zoomによるウェビナー形式（オンライン）で開会式、基調講演、実行委員会企画シンポジ

ウムを開催します。 

は、発表論文集の大会専用ウェブサイトでの公表と事前参加登録者全員への送付という形で実施しま 
 
※個人研究発表（口頭・ポスター）と会員企画シンポジウムについては、発表論文集の研

究大会専用ウェブサイトでの公表と事前参加登録をいただいた方々全員への送付という

形で実施します。 
※本研究大会への事前参加登録をいただいた方々と、個人研究発表者との間でウェブ掲示

板を使った質疑応答・意見交換の機会を設けることとなりました。詳細につきましては、

本発表論文集・表紙裏のご案内、及び、研究大会専用ウェブサイトをご覧ください。 

13:00-13:15 開会式 

13:15-14:25 

 
Brian Lee氏 

基調講演  
Mr. Brian Lee, Executive Director, Hong Kong University Graduates Association 
Education Foundation（香港大学同窓会教育基金 事務局長［元 香港特別行政区政

府教育局 主任視学官（ガイダンス及び生徒指導担当）］ 
with 
Mr. Newman Chan, Vice Principal, HKUGA College, and 
Mr. Li Kin Man, Principal, Salesians of Don Bosco Ng Siu Mui Secondary School 
 
演題 
Career Education Practices in Schools in Hong Kong Today:  
Beyond the Impacts of the Massive Protests and the Novel Coronavirus 
Outbreak 
(香港の学校におけるキャリア教育の現在－大規模抗議デモと新型コロナウイルス

感染拡大のインパクトを超えて－） 
 ※英語での講演です。日本語への逐次通訳を致します。 

14:25-14:40 休憩 

14:40-17:30 

実行委員会企画シンポジウム 
  時間と空間をつなぎ・織りなす「キャリア・パスポート」 
  －先行的実践事例が示す可能性と課題－ 
《ご登壇予定者》 
 小 学 校：福島県棚倉町立棚倉小学校 小松光恵先生 
 中 学 校：大分県津久見市立第一中学校 竹田順和先生 
 高等学校：東京都立武蔵高等学校 峯岸久枝先生 
 行  政：文部科学省初等中等教育局 生徒指導調査官 長田徹先生 
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2 参加要領 

■研究大会参加費
2020年 9月 25日（金）までに、第 42回研究大会ウェブサイトで参加申込みフォームにご記入

の上、参加費用をお振込ください。振込が確認できましたら、参加予約手続き完了とさせていた

だきます。オンラインでの開催のため、事前の登録が必要であり、当日参加はできません。

参 加 費 一般会員  ５，０００円（発表論文集代含む） 

学生会員 ３，５００円（発表論文集代含む） 

非学会員 ５, ５００円（発表論文集代含む） 

※ 非学会員でガイダンスカウンセラー資格をお持ちの方は、一般会員と同じ

参加費で参加できます。

オプション 研究大会論文集（別売り） １，０００円（１冊）

■連絡先
大会に関するご質問などがございましたら、できるだけメールにてお問い合わせください。

□ 事務局長 京免 徹雄

□ 所在地 筑波大学人間系教育学域内（ 〒305-8572 茨城県つくば市天王台1-1-1） 

□ 連絡先 TEL. 029-853-4598（筑波大学人間系教育学域事務室） 

 E-mail: jssce2020@human.tsukuba.ac.jp 

（緊急の場合以外は、メールでお問合せください） 
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  ３ 基 調 講 演                      
2020年10月10日 13:15～14:25（オンライン） 

Theme：Career Education Practices in Schools in Hong Kong 
Today:  
Beyond the Impacts of the Massive Protests and the Novel 
Coronavirus Outbreak 
(香港の学校におけるキャリア教育の現在－大規模抗議デモと新型コロ

ナウイルス感染拡大のインパクトを超えて－） 
Speakers：Mr. Brian Lee  

Executive Director, Hong Kong University Graduates 
Association Education Foundation 
(香港大学同窓会教育基金 事務局長［元 香港特別行政区政府教育局 主
任視学官（ガイダンス及び生徒指導担当）］） 
with 
Mr. Newman Chan, Vice Principal, HKUGA College, and 
Mr. Li Kin Man, Principal, Salesians of Don Bosco Ng Siu Mui 
Secondary School 

 香港では、逃亡犯条例改正案への抗議デモに端を発した民主化を求める大規模デモが、昨年（2019
年）3 月から 1 年以上にわたって継続しました。とりわけ秋から冬にかけてデモが激化し、市民生
活にも多大な影響が及んだことは世界的な関心を集めました。そして本年（2020 年）1 月からは、
新型コロナウイルス感染症拡大抑止のため、市民生活には更に広範な制約が加わり、今日において
もなお感染再拡大の危険性を排除するための工夫が重ねられています。 
 このような前例のない状況の中で、各学校はどのようにして子供たちの学習機会を保障したので
しょうか。刻々と変わる社会情勢の中で、キャリア教育の在り方はどのような変容を遂げ、いかに
提供されてきたのでしょうか。 
 今回は、長年にわたり香港特別行政区政府教育局においてガイダンス及び生徒指導関連施策の策
定と各学校への指導・支援の提供に携わっていらしたブライアン・リー氏をお招きし、激動の香港
におけるキャリア教育の現在についてご講演を賜ります。 

【Mr. LEE Shiu-fung Brianプロフィール】 
   Qualifications 

B.A. (Sociology) University of Calgary 1977 
Cert. in Education (English), University of Hong Kong, 1982 
Diploma in Psychology and Education of Children with Special Needs of Education, University of London 
Institute of Education, 1986 
M. Ed. (Education Management and Administration), University of Hong Kong, 1992 

Main Work Experiences  
Teaching Experiences as an English Teacher (1977-1985) 
Special Education Section/Student Discipline Section/Guidance & Discipline Section, Education Bureau, 
Assistant Inspector to Principal Inspector (1985-2012) 
  Retirement w.e.f. 1 July 2013 
Project Development Manager (Career Guidance), Education Bureau (2014-2016). 
Chief Officer (Special Duty)2, Education Bureau (2016- 2017) 
Chief Project Officer (Home-school Cooperation), Education Bureau (2017-2019) 
Executive Director, Hong Kong University Graduates Association Education Foundation (2019 – present) 
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Abstract 
The presenters will delineate the improvement measures implemented in Hong Kong to enhance the 
career and life education for students and the efforts of schools to sustain learning during the school 
suspension due to the social unrest and coronavirus crisis.  

Against the rapid changing economy, information technology and work world, and correspondingly 
the senior secondary education, the Education Bureau in Hong Kong started to strengthen the support 
for schools in early 2000 to help students develop competence in planning for their education, career 
and life.  In line with the global trend of comprehensive guidance and counselling program, the 
career and life planning education in Hong Kong has been implemented systematically and 
comprehensively through school-based policy, curriculum, career exploration activities and 
counseling service.  

More recently, another big challenge to education in Hong Kong is the social unrest and coronavirus 
crisis, which has resulted in periodic class suspension of all schools.   Our teachers, upholding 
teacher professionalism and school-connectedness, continue to provide an all-round education for 
students through online learning programs and other support measures.  The social unrest, which 
often led to massive protests, had drawn attention and participation of many students.   Schools 
were suspended at times.  Principals and teachers rose to this challenge by cultivating a safe and 
caring school ethos and drawing students’ focus back to learning, as well as their academic and career 
pathway.  For students actively participated in protests, principals and teachers would connect with 
and protect them from danger.  
 

概要 
 今回の講演では、香港において発生した社会的な不安とコロナウイルス危機による学校閉鎖期間

中に、キャリアや生活にかかわる教育がどのように強化され、学習全般がどのように継続されたの

かについてお話します。 

経済、情報技術、職業の世界が急速に変容する中で、後期中等教育もまたそれに対応すべく変容

を遂げざるを得ません。香港特別行政区政府教育局では、2000 年代初頭から、生徒が将来の教育・

キャリア・生活を展望し計画を立てるための資質能力を向上させるため、学校支援の充実を図って

きました。包括的なガイダンスカウンセリングプログラムの世界的な潮流に沿いつつ、香港では、

キャリアや生活にかかわる教育が、各学校の自律性を尊重した方針の策定、カリキュラム開発、キ

ャリア探索活動やカウンセリングの提供を通じて、体系的かつ包括的に実施されてきました。 

このような中で、香港は社会的な不安とコロナウイルス危機という大きな課題に直面し、全ての

学校における授業を一時的に停止せざるを得ない状況に至りました。けれども、香港の教師たちは、

専門職としての誇りと学校への愛着をもち続け、オンライン学習プログラムや種々のサポート手段

を通じて、生徒に総合的な教育を提供してきました。社会的な不安は、しばしば大規模な抗議行動

に形を変え、多くの生徒たちの関心を集め、参加を促しました。学校教育はその都度中断されたの

です。各学校の校長や教師たちは、安全と優しさを重んずる教育の理念をさらに高め、生徒の関心

を現在の学習や今後の教育・キャリアに引き戻すことを通して、この課題に立ち向かいました。校

長や教師たちは、抗議活動に積極的に参加した生徒たちともつながり、生徒たちを危険から守って

きました。 
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 ４ 実行委員会企画シンポジウム            

2020年 10月 10日 14:40～17:30（オンライン） 
 
テーマ：  

時間と空間をつなぎ・織りなす「キャリア・パスポート」 

  －先行的実践事例が示す可能性と課題－ 
 
モデレーター：藤田晃之（筑波大学） 
       京免徹雄（筑波大学） 
パネリスト   
小松光恵（福島県棚倉町立棚倉小学校） 
竹田順和（大分県津久見市立第一中学校 ） 
峯岸久枝（東京都立武蔵高等学校） 
長田 徹（文部科学省初等中等教育局 生徒指導調査官） 

 
企画趣旨 
 新しい学習指導要領は、総則において、「児童/生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見
通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができ

るよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること」と定めまし

た。そして、キャリア教育の「要」の役割を担った学級活動・ホームルーム活動においては、学校

種・学校段階を問わず「（3）一人一人のキャリア形成と実現」が新たに設けられ、そこでは「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行うこと。その際、児童/生徒が活動を
記録し蓄積する教材等を活用すること」と示されました。 
 そして、昨年（2019 年）3 月には、文部科学省初等中等教育局児童生徒課が、教育委員会等に
向けて事務連絡を発出し、上に引用した「児童/生徒が活動を記録し蓄積する教材等」を「キャリア・
パスポート」と呼び、「都道府県教育委員会等、各地域・各学校で柔軟にカスタマイズし、2020 年 4
月より、すべての小学校、中学校、高等学校において実施することとする」と明示しました。 
 今回は、「キャリア・パスポート」を含むキャリア教育推進施策を担当する文部科学省の長田調査

官と、実際に「キャリア・パスポート」を活用した指導実践をなさっている先生方 3 名をお招きし、そ
の可能性と課題についてお話しをいただきます。その際、私たちの多くが抱いている疑問――な

ぜ、今、「キャリア・パスポート」が導入されたのか。学年や校種を越えた引き継ぎは可能なのか。本

当に、子供たちの主体的に学びに向かう力を育み、自己実現につながり得るのか。先生方の多忙

化を助長してしまうのではないか。等々――についても、忌憚なく伺っていきたいと考えています。 
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「ドリームファイル」を活用したキャリア教育の実践と子どもたちの変容 
福島県棚倉町立棚倉小学校 小松 光恵 

 
 
 本校では、平成２８年度から、児童が自分の成長や変容を確かめたり、夢に向かって歩んでいる自分

を見つめたりすることができるよう「ドリームファイル」を活用しています。「ドリームファイル」には、

学期ごとのめあてや各行事等のワークシートを綴っています。 
「ドリームファイル」を活用して数年が経過した頃、書き溜めることはできても、書くことが目的とな

ってしまい、十分に活用されることなく、児童の成長につなげられていないという課題が浮き彫りにな

りました。 
 そこで昨年度から、自己目標の設定・振り返りの工夫と「ドリームファイル」の計画的活用により、

教育効果が得られるよう教育課程の見直しを図っています。実践の様子をご紹介します。①目標設定に

おける活用：学年で重点化した基礎的・汎用的能力を受けて自己目標を決める際に、「ドリームファイ

ル」を活用しています。これまでの自分の目標を見返す中で、今の自分の立ち位置を確認させるととも

に成長を実感させてから目標設定に向かわせています。②振り返りにおける活用：学活（３）の授業や

帯タイムで、目標の振り返りを行う際に「ドリームファイル」を活用しています。その「ドリームファ

イル」には、自分が書いた振り返りの記録と併せて、担任と保護者からの称賛のメッセージも書き加え

られています。教師が「公開称賛」と捉えているこの振り返りでは、達成感を十分に味わわせ、新たな

目標への意欲をもたせています。「ドリームファイル」を大事そうに手にして何度も読み返している児

童の姿は、私たち教師に夢と希望を与えてくれます。③保護者への還元における活用：①、②により、

児童の「ドリームファイル」には自己の学びや成長の様子がたっぷり詰まっています。これを通知票の

所見を作成する際に活用し、より具体的な児童のよさを保護者に伝えています。また、教科担任制をと

っている本校では、担任外にとっても「ドリームファイル」は、所見を作成する際に大事な資料になり

ます。 
 「ドリームファイル」を活用したキャリア教育を通して、児童は目標達成に向けて努力する中で周囲

の大人たちや仲間から日常的に称賛や励ましを受けることで、自信と新たな目標に向かうエネルギーを

もつことができるようになってきました。こうした成功体験の積み重ねが学校生活への満足感を高める

ことにつながり、基礎的・汎用的能力に関する調査においてもよい変容が見られるようになってきまし

た。 
 全校集会において、自分の家のお饅頭屋を継ぐという夢について発表した児童が「今、私が小学校で

学んでいること全てが、自分の将来につながっている。」と綴っています。この姿を多くの児童に具現す

るために、今後も「ドリームファイル」の活用を工夫し、児童の夢や希望を次の担任、学校、将来へと

つないでいきたいと思います。 
  



－  －

「自分を知ろうカード」を活用した「キャリア・パスポート」の取組 
大分県津久見市立第一中学校 竹田 順和 

 
 

大分県では平成４年頃より、小学校６年生対象に「自分を知ろうカード」を作成して活用してきまし

た。そこで今回の発表では、「自分知ろうカード」を活用したキャリア教育の実践を報告します。「自分

を知ろうカード」を３月の小中連絡会のときに中学校に提出してもらいます。４月に中学１年の担任に

渡し、入学前にカードを読むことで、中学校生活への不安や期待、入学に向けた決意を知ることができ、

生徒理解や入学当初の指導に役立てています。 
また中学１年の冬に「これまでの８ヶ月を振り返って今の自分をみつめよう」をめあてとして中学１

年用の「自分を知ろうカード」を配布して、自分と向き合わせて、これまでの振り返りをさせます。そ

の後に、小学６年生で書いた「自分を知ろうカード」を配布して、１年前の自分と比較させ、自分がこ

の１年間で成長したことやこれからがんばらないといけないことなどを再確認させ、決意を宣言させる

流れで授業を行いました。小学６年に書いたものと比較する中で、小学６年では、人見知りを直したい

と書いていた生徒が、中学１年のではいろいろな人に優しくしたいと書いていたり、中学校の先生への

不安なことで上の学年がこわそうと書いていた生徒が、後輩に中学校を紹介するときには一中は日本一

熱い学校を目指していて、とても絆強い学校なので、みなさんが来るのをとても楽しみしていますと書

いていたり、成長を感じることができました。 
さらに中学２年の冬には、小学６年の「自分を知ろうカード」を見直して、さらに保護者からの手紙

を読み、中学校２年間での成長を確認させました。そして「タイムカプセルレターをつくろう」をめあ

てに、２年後の自分がどんな姿になっていたいか。またそのためにこれからどんなことにがんばりたい

かを考えて、班内で宣言して仲間からアドバイスをもらいました。その後、実際に１６歳の自分に向け

て手紙を書き、発送しました。これまでの自分の成長を保護者からの手紙という形で客観的に確認する

ことで、自分の成長を感じることができました。中には保護者からの手紙を読みながら涙を流す生徒も

いるなど、とても効果的でした。 
中学１年と中学２年で「自分を知ろうカード」を活用することで、小学６年から中学１年２年と段階

的に自分を振り返ることができ、その後の自分に繋げていくことができました。課題としては、中学３

年での取組にどう繋げていくのかを考えていくことと、今年から県から[キャリア・パスポートのノート

版が配布されており、それへの落としこみがまだうまくいっておらず、これからどう繋げていくのかを

考えていきたいです。 
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中高一貫教育校における「キャリア・パスポート」の始動とキャリア教育 

― ６年間の学びを一つにつなげるために ― 
東京都立武蔵高等学校 峯岸 久枝 

 
 

併設型中高一貫教育校の本校は、同敷地内に中学生と高校生が共存しています。教員は中学生と高校

生の授業を受け持つため、生徒の変容や成長に気づきやすいと思われています。実際、６年間をかけて

じっくり学ぶことができる仕組みや環境が整っており、附属中学校の総合的な学習の時間では「地球学」

として SDGｓを軸に学習を展開していたり、高等学校では希望する進路の実現に向けて、きめ細かな指

導が行われていたりします。 
平成 20 年度に設立された附属中学校と今年度 80 周年を迎えた高等学校とでは、生徒の学びは少しず

つつながっていくものの、キャリア教育の計画はそれぞれ３年間で別々に立てられています。探究的な

視点の学習や職場体験学習が行われる３年間と進路実現のためにキャリアデザインをするための３年

間、その記録も別々に行われてきました。附属中学校は、日々の学習記録を残す冊子と学校行事の記録

や作文を残す冊子を学年主導で発行しています。一方、高等学校は、大学進学へ向けた進路学習と大学

の情報を含む冊子の発行を、分掌の業務の一部として学習進路部が担っています。 
１年間で完結するため生徒が前年度を振り返ることもなければ、記入されたことを保護者が読むこと

もない、学級担任が一言コメントを書いても深く心に残らない中学生向けの冊子と、作成した教員の異

動によって刻々と変化する大学入試に関する情報をアップデートすることが難しくなっていく冊子が、

複数あるのです。ここへ「キャリア・パスポート」を作成して導入していくという話題は、教員には負

担感しか感じられず、誰もが避けようとしていました。６年間で使えるものを作る必要性はわかってい

ても、誰も着手することのないまま無為な時間が過ぎました。 
この時点で導入開始時期の直前であり、校内で検討している分掌はどこにも存在しませんでした。そ

して 2020 年３月からの休校期間が延長されていく中で、今年度の学校行事が延期または中止というガ

イドラインが示されてからは、早急に検討して導入すべきと発言すること自体が無意味だとすら言われ

ました。「キャリア・パスポート」は避けられないものである、と伝え続けても、これまでの冊子に記入

させているのだから代用できるのだと議論はすり替えられていきました。 
その停滞した状況が変わったのは最近です。少しずつ周りの教員に理解が広まり、各学年から１名ずつ

出席する委員会を発足しました。その委員会でハード面とソフト面の両面から検討を進めています。生

徒がもう一度開きたくなるような「キャリア・パスポート」になること、生徒を中心にして学校と家庭

で生徒の変容や成長を客観的にとらえられること、教員の負担感を減らすこと、を目標にして６年間で

学びや体験、実感がつながるように、各学年の状況を集約して再構築しています。 
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今だけの宝から生涯の宝へ 
文部科学省初等中等教育局 生徒指導調査官 長田 徹 

 
 

多くの学校においては、学期や年間を見据えた目標や振り返りのワークシート、学校行事に関する作

文等に取り組み、それを掲示したり、ファイルに保存したりしているはずです。また、教科の授業でも、

単元等のリフレクションシートを活用していることかと。このように、すでに学校では、活動を「見通

し、振り返り」その記録を一定期間保存するように促しています。しかし、学年を超えて「見通し、振

り返る」ことができるように記録が蓄積されている例は多いとは言えません。また、校種を超えてとな

ると、更にその数は少なくなります。児童生徒の学びは学年や校種を超えてつながっていくのに、ポー

トフォリオは学年の垣根を越えることができない“今だけの宝”になっているのかもしれません。 
新学習指導要領総則には「児童生徒が学習の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に工夫すること。」と明記され、特別活動編には「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行うこと。その際、児童生徒が活動を記録し蓄積する教材等を

活用すること。」とされています。生涯にわたる学習のつながりを見通しながら、自らの学習の在り方を

展望していく具体的な手立てを児童生徒が活動を記録し蓄積する教材「キャリア・パスポート」に求め

たのです。 
しかし、児童生徒のすべての記録を持ち上げることは困難です。生涯にわたって見通し、振り返るポ

ートフォリオにするためのひと工夫が必要となります。学期末や学年末に再編集を促したり、児童生徒

が自ら取捨選択したりとひと工夫には多くのパターンが考えられます。 
また、新学習指導要領解説特別活動編では、「キャリア・パスポート」を基に、自己理解及び児童生徒理

解を深めていくことを重視しています。記録を活用したキャリア・カウンセリングや進路相談はもちろ

ん、学級活動（ホームルーム活動）における活用で自己評価や相互評価へ導くことを求めています。あ

わせて、学習評価に関する通知では「学びに向かう力、人間性等」については、観点別学習状況の評価

にはなじまず、個人内評価等を通じて見取る部分があることが明確にされ、自らの学習を調整しようと

しているかどうかを含めて評価することとしています。「キャリア・パスポート」という自己評価を学習

評価の参考資料として適切に活用することにより、児童生徒の学習意欲の向上につなげることも求めて

います。 
「キャリア・パスポート」という新たな用語、カタカナ表記ということで特別なものが降ってくる、

変えることを迫られるというイメージになっていないでしょうか。今ある宝を今だけの宝にせず、“生

涯の宝”にする。そんな捉え方をしていただけることを願ってやみません。 
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  5 個人研究発表（口頭発表）                      
 
登録番号 1 
氏名・所属 青木信一・大阪市立白鷺中学校 
題目 「笑育」の取り組みが、中学生のキャリア発達に及ぼす影響 

 
登録番号 2 
氏名・所属 〇秋山和雄・LEC東京リーガルマインド 

 宮坂吉有樹・株式会社楽立 縁Joy 

 坂本高英・大阪市立都島第二工業高等学校 

 門川城二・大阪市立生野工業高等学校 

題目 地域主権時代における「新しい人物重視型試験」と人材育成研究（1）―キャリア

デザインの形成を支援し、プロフェッショナルな公務員を育てる視点も加えて― 
 
登録番号 3 
氏名・所属 芦沢柚香・筑波大学大学院人間総合科学研究群 
題目 1970年代アメリカのキャリア教育実践における外部資源の活用方策―ゲストスピ

ーカーの果たした役割に着目して― 
 
登録番号 4 
氏名・所属 ○新井立夫・文教大学経営学部 

山岡三子・株式会社セント・フォース 
萬年山啓・文教大学経営学部 
石塚浩・文教大学経営学部 

題目 社会的動機の様式（利己性・利他性・集団性・原理性）におけるキャリア選択の分

析～大学生（2020年度入学1年生）のキャリア選択の動機・認知様式に関して～ 
 
登録番号 5 
氏名・所属 ○新目真紀・職業能力開発総合大学校 

石田百合子・熊本大学教授システム学研究センター 
題目 インストラクショナルデザインを用いた工学系学生向けジョブ・カード作成支援

に関する考察―TEM分析の分岐点におけるSG/SDの効果に着目して― 
 
登録番号 6 
氏名・所属 家島明彦・大阪大学キャリアセンター 
題目 政策におけるキャリア教育の概観―政策リサーチを使った省庁横断型検索の結果

分析― 
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登録番号 7 
氏名・所属 ○石黒順子・東洋学園大学現代経営学部 

坊隆史・東洋学園大学人間科学部 
安藤拓生・東洋学園大学現代経営学部 

題目 模擬就職活動を通じた学生の職業人としての性格特性の変化―Caird の“General 
measure of Enterprising Tendency Test”を用いて― 

 
登録番号 8 
氏名・所属 ○伊藤良介・加古川市教育委員会青少年育成課 

溝邊和成・兵庫教育大学 
題目 小学校総合的な学習の時間における ICEモデルを活用したキャリア教育の授業改

善―自己成長の作品作りと社会貢献（地域清掃活動）による自己有用感向上効果に

ついて― 
 
登録番号 9 
氏名・所属 李宜貞・創価大学大学院博士後期課程 
題目 韓国における特殊学校の中等部 2 年生が学んだキャリア教育の取り組み―特殊学

校教師が捉える自由学期制（自由学年）の教育的意義と課題に焦点をあてて― 
 
登録番号 10 
氏名・所属 ○宇都宮大輝・関西大学大学院総合情報学研究科社会情報学専攻 

久保田真弓・関西大学 
題目 日系ペルー人 3 世のルーツを活かしたキャリア形成と家庭の両立を促す社会的要

因 
 
登録番号 11 
氏名・所属 胡田裕教・大阪産業大学 
題目 高等学校のキャリア教育におけるカリキュラム研究の課題―実態の動向と研究の

系譜の検討を通して― 
 
登録番号 12 
氏名・所属 岡部敦・札幌大谷大学社会学部地域社会学科 
題目 バルネラブルな若者の学びの機会保障に関する研究―カナダ・カルガリー市ルイ

ーズ・ディーン高校の事例― 
 
登録番号 13 
氏名・所属 小沢征司・埼玉大学大学院教育学研究科 
題目 キャリア教育を視野に入れた中学校数学科の授業の研究－一次関数の利用に関す

る教材開発― 
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登録番号 14 
氏名・所属 鬼塚拓・宮崎大学教育学部附属中学校 
題目 キャリア教育におけるパターン・ランゲージの可能性―学校（教師）と子どもたち

をつなぐ媒体― 
 
登録番号 15 
氏名・所属 勝田みな・名古屋経営短期大学子ども学科 
題目 校長が進めるキャリアカウンセリング―対話でお互いを尊重し合える関係作り― 

 
登録番号 16 
氏名・所属 上西智子・明治大学大学院情報コミュニケーション研究科 
題目 経営学部生が長期海外インターンシップで直面する困難と乗り越え方 

 
登録番号 17 
氏名・所属 〇久司一葉・金沢医科大学一般教育機構医療人文学 

 澁谷良穂・金沢医科大学一般教育機構機 
 髙道三春・内灘町消防本部 

題目 コロナ禍における救急車同乗体験シミュレーション実習の試み―プロフェッショナ

リズム教育科目の責務― 
 
登録番号 18 
氏名・所属 小泉令三・福岡教育大学 
題目 若年就業希望者のための社会的能力向上ワークショップ開発―社会性と情動の学習

プログラム「SEL-8Career」の試行― 
 
登録番号 19 
氏名・所属 神崎秀嗣・秀明大学看護学部 
題目 看護師養成課程解剖学教育に教育カウンセラー的関わり方を導入の効果 

 
登録番号 20 
氏名・所属 小菅清香・学習院大学文学部心理学科 
題目 大学生の就職活動目標が情報探索戦略に与える影響について―内定獲得時期に着目

して― 
 
登録番号 21 
氏名・所属 〇小林通浩・鳴門教育大学大学院学校教育研究科 

黒田麻衣子・鳴門教育大学 
竹口幸志・鳴門教育大学 

題目 商業高校生のキャリア成熟と進路選択自己効力感育成の実態 
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登録番号 22 
氏名・所属 〇小山知子・駿河台大学キャリアセンター 

 杉本英晴・駿河台大学心理学部 
題目 ライフ・キャリアの視点を重視した授業が大学生のキャリア意識・行動に及ぼす影

響―ワーク・キャリアの視点を重視した授業による教育効果との比較検証― 
 
登録番号 23 
氏名・所属 〇佐藤美輪・仙台青葉学院短期大学観光ビジネス学科 

 小形美樹・仙台青葉学院短期大学 
題目 奨学金利用状況からみる短期大学生の実態 

 
登録番号 24 
氏名・所属 〇座覇真理子・株式会社ケイオーパートナーズ 

 喜屋武裕江・一般社団法人グッジョブおきなわプロジェクト 
 三村隆男・早稲田大学教育・総合科学学術院 

題目 沖縄県における地域連携型キャリア教育プログラムの効果検証に向けた予備調査実践 
 
登録番号 25 
氏名・所属 〇清水克博・愛知教育大学教育科学系 

 胡田裕教・大阪産業大学 
 角田寛明・東北学院大学 

題目 学びをつなぐキャリアポートフォリオにおける自己評価と相互評価の可能性

―SCATに基づく教員インタビュー調査の分析を通じて― 
 
登録番号 26 
氏名・所属 白井章詞・長崎大学多文化社会学部 
題目 大学生活を通したビジョンの発達的変化―地方にある国立大学文系学部の学生に着

目して― 
 
登録番号 27 
氏名・所属 〇高橋望・琉球大学大学評価 IRマネジメントセンター 

 森利枝・大学改革支援・学位授与機構 
 宮崎和光・大学改革支援・学位授与機構 

題目 大学の学位授与方針と学位に付記する専攻分野の名称の関連性の検討 
 
登録番号 28 
氏名・所属 田澤実・法政大学キャリアデザイン学部 
題目 キャリア教育プログラムを受講する大学生の到達目標に対する自己評価 
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登録番号 29 
氏名・所属 〇田中哲也・長岡市立関原中学校 

 小林登美夫・三条市立大島中学校 
 山崎寛山・三条市立大島中学校 

題目 教科指導におけるキャリア教育の実践―指導過程における基礎的・汎用的能力の位

置づけを通して― 
 
登録番号 30 
氏名・所属 田中美惠・神戸大学キャリアセンター 
題目 大学生の就職活動における就職先決定とサポートの影響について―M-GTA を用い

た質的調査― 
 
登録番号 31 
氏名・所属 〇土元哲平・立命館グローバル・イノベーション研究機構 

 サトウタツヤ・立命館大学総合心理学部 
題目 大学教員による日常的なキャリア支援―オートエスノグラフィーとしてのインタビ

ューによる検討― 
 
登録番号 32 
氏名・所属 〇寺田盛紀・京都先端科学大学 

 松尾智晶・京都産業大学共通教育推進機構 

 三保紀裕・京都先端科学大学経済経営学部 
題目 職業基礎能力と職業観の移行過程における変化―インターンシップ経験との関連で

みた内定学生と新入社員の比較― 
 
登録番号 33 
氏名・所属 中井咲貴子・追手門学院大学基盤教育機構／佛教大学大学院教育学研究科 
題目 社会人基礎力の段階的伸長に関する実証分析―PBL 型インターンシップ実施校への

調査から― 
 
登録番号 34 
氏名・所属 〇濱中倫秀・成安造形大学芸術学部共通教育センター 

三井規裕・関西学院大学高等教育推進センター 
題目 芸術系大学の PBL 型授業に対して学生が感じた受講価値―社会に実在する事業課

題解決に取り組むことは、学生にどのような影響を与えたか― 
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登録番号 35 
氏名・所属 〇日高淳・国際文化学園／筑波大学大学院 

田澤実・法政大学 
題目 ＣＡＶＴを用いた専門学校におけるカリキュラム評価の試み－職業実践専門課程の

理容美容学科を事例として－ 
 
登録番号 36 
氏名・所属 弘中貴子・高崎商科大学商学部 
題目 高等教育におけるキャリア教育・就職支援体制に関する考察―短期大学の事例をも

とに― 
 
登録番号 37 
氏名・所属 〇福田美誉・一般社団法人未来教育推進機構／株式会社ワークアカデミー 

本田直也・大手前大学現代社会学部 
題目 プロジェクトベースインターンシップ参加学生の履歴考察―継続的な学びの機会提

供を踏まえた今後の展望― 
 
登録番号 38 
氏名・所属 藤田駿介・筑波大学大学院人間総合科学研究群 
題目 ドイツ連邦ギムナジウムにおけるキャリア教育ニーズの高まりと対応－バーデン＝

ヴュルテンベルク州の前期中等教育段階の動向を中心に－ 
 
登録番号 39 
氏名・所属 堀眞由美・中央大学国際経営学部 
題目 オンライン授業によるキャリア教育の一考察 

 
登録番号 40 
氏名・所属 前田武司・京都府立大学キャリアサポートセンター 
題目 大学キャリア授業におけるエントリーシート指導の重要性 

 
登録番号 41 
氏名・所属 〇桝谷英樹・京都大学大学院地球環境学舎 

 浅利美鈴・京都大学大学院地球環境学舎 
題目 研究活動を導入した小学校高学年児童への社会教育における環境教育が将来に与え

る影響 
 
登録番号 42 
氏名・所属 町田小織・東洋英和女学院大学国際社会学部国際社会学科 
題目 オンライン授業でも「対話」は可能か？―「対面なし」でのポートフォリオ作成の試み― 
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登録番号 43 
氏名・所属 町田尚史・岡山大学全学教育・学生支援機構 
題目 進路選択とソーシャルスキルに関する考察―進路選択自己効力感、ソーシャルスキ

ル、進路選択能力における博士前期課程学生と大学生の比較― 
 
登録番号 44 
氏名・所属 〇松尾智晶・京都産業大学共通教育推進機構 

三保紀裕・京都先端科学大学経済経営学部 
寺田盛紀・京都先端科学大学 

題目 インターンシップの教育効果に関する研究―プロアクティブ行動と進路不決断に着

目して― 
 
登録番号 45 
氏名・所属 〇松下眞治・大阪市立都島工業高等学校 

辻彰彦・京都学園中学高等学校 
題目 Ａ高等学校におけるキャリアコンサルタントによる面接指導について―CC の半構

造化面接を通して― 
 
登録番号 46 
氏名・所属 松村千鶴・京都府立大学キャリアサポートセンター 
題目 オンラインによる企業連携ＰＢＬの成果と課題 

 
登録番号 47 
氏名・所属 丸山実子・島根大学大学教育センター 
題目 大学におけるオンデマンド型の授業実践報告―「キャリアデザイン」対面式授業との

比較に着目して― 
 
登録番号 48 
氏名・所属 三村隆男・早稲田大学教育学研究科 
題目 大阪市立少年職業相談所の系譜と意義 

 
登録番号 49 
氏名・所属 〇宮下太陽・立命館大学人間科学研究科 

 サトウタツヤ・立命館大学総合心理学部 
題目 キャリアの分岐ゾーンにおけるTLMGとイマジネーション 

 
登録番号 50 
氏名・所属 彌島康朗・敬愛大学経済学部経営学科 
題目 オンライン授業、受講生の視点から―アンケート及びワークシートのテキスト分析 ― 
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登録番号 51 
氏名・所属 谷島竜太郎・茨城県筑西市立五所小学校 
題目 校内研修を活用したキャリア･パスポート作り―児童の学びをつないでいくために― 

 
登録番号 52 
氏名・所属 柳瀬啓史・高知市立介良小学校 
題目 自律的な「生き方・在り方」学修の可能性Ⅱ―『マイチェックシート』から見えてく

るもの― 
 
登録番号 53 
氏名・所属 山田智之・上越教育大学 
題目 共感力がレジリエンスに与える影響―オタク自認者と非オタク自認者に着目して― 

 
登録番号 54 
氏名・所属 湯口恭子・近畿大学働き方改革推進センター 
題目 大学生のレジリエンスがキャリア探索に与える影響 

 
登録番号 55 
氏名・所属 横江信一・石巻専修大学人間学部人間教育学科 
題目 小学校教員の資質向上を図る実践プログラムに関する一考察―教師力向上セミナー

の実践を通して― 
 
登録番号 56 
氏名・所属 𠮷𠮷川実希・筑波大学大学院人間総合科学研究群 
題目 デンマークの早期離学者に対するキャリアガイダンスを通した支援―若年者移行支

援専門機関による包括的支援とその特徴― 
 
登録番号 57 
氏名・所属 渡部昌平・秋田県立大学総合科学教育研究センター 
題目 日本人の国民性に配慮したグループワーク運用の効果と課題 
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「笑育」の取り組みが、中学生のキャリア発達に及ぼす影響 

 

                     青木信一 

（大阪市立白鷺中学校）

  

研究の目的 

「笑育」とは、アナウンサーや漫才師などを学

校に派遣し、子ども達が実際に台本から漫才を作

り、人前で発表するという活動を通して、基礎的・

汎用的能力の育成をめざすプログラムである。 

 本稿では、Ａ中学校と松竹芸能との協働による、

特別活動の時間を使った「笑育」の取り組み（全

14回・１年生）に着目し、「笑育」が子どものキ

ャリア発達に及ぼす影響を明らかにすることを

目的とする。 

指導計画 

「笑育」全１４回の指導計画を表１に示した。 

表１ 

回 概要 特に育てたい能力 

① ② ③ ④ 

１ 

 

ガイダンス「お笑いって

どんなもの？」 

〇 

 

〇 

 

〇 

 

 

 

２ 漫才のボケを考えよう  〇 〇  

３ 伝える力を身につけよう 〇  〇  

４ 漫才を体感しよう  〇 〇  

５ キャラクターを演じよう  〇 〇  

６ 漫才づくり① 〇 〇   

７ 漫才づくり② 〇 〇   

８ 漫才づくり③ 〇 〇   

９ 漫才発表会  〇 〇  

10 漫才発表会  〇 〇  

11 振り返り 〇 〇 〇  

12  職業講話    〇 

13  職業講話    〇 

14  取り組みの総括 〇 〇 〇 〇 

特に育てたい能力 

①自己理解・自己管理能力  ②人間関係形成・社会形成能力 

③課題対応能力  ④キャリア・プランニング能力を表す 

 

方法 

（１）事前・事後のアンケート分析 

表２のアンケートを事前と事後に実施し、４

件法（非常にあてはまる・ある程度あてはまる・あま

りあてはまらない・全くあてはまらない）で回答させ

た。Ａ～Ｅを自己理解・自己管理能力、Ｆ～Ｉ

を課題対応能力、J～Ｍを人間関係形成・社会形

成能力への効果をはかる質問項目とした。  

表２ 

Ａ 自分の短所がわかっている 

Ｂ 自分の意見を他人に伝えることが得意だ 

Ｃ 自分の感情をコントロールすることができる 

Ｄ 人前で話すことが得意だ 

Ｅ 自分の長所がわかっている 

Ｆ 物事を筋道立てて考えることができる 

Ｇ 新しいアイデアを生み出すことができる 

Ｈ 必要な情報を収集することが得意だ 

Ｉ 人を説得することが得意だ 

Ｊ 人の話を聴くことが上手だ 

Ｋ 人の話を理解し、受け入れようとしている 

Ｌ 人をまとめることが上手だ 

Ｍ 人と協力することができる 

 

（２）テキストマイニングによる自由記述の分析 

「自分にとって、ためになったと思うことが

あれば書こう」という題での自由記述から、テ

キストマイニングによる KH Coderを活用した

分析 1）を行った。最初に「前処理」のコマンド

から文章の単純集計を行った結果、165の段落

232の文・総抽出語数は 5539・異なり語数は

562となり、次に全ての文章を単語レベルに分

解し、それぞれの語の出現頻度を算出した。そ

れを元に「共起ネットワーク」のコマンドを使

い、表したものが、次の表３である。 
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表３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果と考察 

（１）のポジティブ回答の割合から見ると、

ほとんどの項目で上昇が見られた。特にＡ・

Ｂ・Ｃの項目では、ポジティブ回答の上昇率が

10％を超えており、特に自己理解・自己管理能

力の育成に大きな効果が見られた。Ｆ・Ｇ・Ｈ

の項目については、実施前のポジティブ回答が

約 50％と低く、今回の取り組みを通して、６～

８％の上昇が見られたものの、依然ポジティブ

回答の割合は低い。また、ＫやＭのポジティブ

回答の割合が高い一方、Ｄ・Ｌの割合が低く、

引き続き、課題対応能力の育成や、人間関係形

成・社会形成能力の育成に着目した取り組みを

推進していく必要がある。 

（２）では、図の共起関係を元に、分析者が特

徴的な記述の一群だと判断したものを、子ども

の感想から、次のア～エの４つに分類した。 

ア．人前で発表する機会を通して自信がついた。 

イ．ことばの持つ大切さを知った。 

ウ．普段できない貴重な体験ができた。 

エ．人と協力し、作り上げる楽しさをしった。 

そしてア～エの各群から、基礎的・汎用的能

力の育成において、特に効果がみられたといえ

る項目を、筆者が考察した表が、表４である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 

 自己理解

自己管理

能力 

人間関係形

成・社会形

成能力 

課題対応

能力 

キャリア

プランニ

ング能力 

ア 〇  〇  

イ  〇   

ウ   〇 〇 

エ 〇 〇 〇 〇 

 

まとめ 

 本稿では、特別活動の時間を使った「笑育」

の取り組みに着目し、「笑育」が子どものキャリ

ア発達に及ぼす影響を明らかにすることを目的

とし考察を進めた。４件法によるアンケート調

査と、テキストマイニングによる自由記述の分

析から検討した結果、一般化という観点では課

題が残るものの、「笑育」の取り組みが、子ども

のキャリア発達を促す有効な方策となりうる、

ということが明らかになった。 

 

[注] 

１）樋口耕一『社会調査のための計量テキスト分析―内容分析

の継承と発展を目指して』ナカニシヤ出版、2018 年 12 月 
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地域主権時代における「新しい人物重視型試験」と人材育成研究（1） 

―キャリアデザインの形成を支援し、プロフェッショナルな公務員を育てる視点も加えて― 

 

〇秋山 和雄      宮坂 吉有樹      坂本 高英       門川 城二 

LEC東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 株式会社楽立 縁 Joy 大阪市立都島第二工業高校 大阪市立生野工業高校 

 

   

問 題 と 目 的 

地方分権が叫ばれて久しい。本年のコロナ禍は、

地方自治体の役割を鮮明に具現化した。大阪府の

吉村知事など国に先駆けた政策を打ち出した。そ

こに、自ら考え動く地域主権の成果が垣間見える。 

さて、分権前の地方自治体では、1980－1990 年

代、筆記試験重視から偏差値エリートのような同

質性の高い者ばかりを採用するのではなく、多様

な人材を確保するために、面接試験重視のいわば

「人物重視型」の採用試験にシフトした 1)。その後、

地方分権の進展につれ自治体職員に求められる能

力は大きく変容し、生駒市の小紫市長は、市民を

「お客様」であると同時に「地域課題解決の担い

手」としてとらえ、市民や NPO や民間企業と連携

のため、信頼関係を築ける人間性やコミュニケー

ション能力、市民や企業に負けない現場への熱意

などが必要という２）。そのため、担当する個別の職

域ごとに、専門知識を深め、関連する自治体内外の

機関・部署との連携をとりながら、政策を企画立

案・実施することが必要になってくる。その結果、

採用試験において「行動力・積極性」、「協調性」

「対人（コミュニケーション）能力」、「社会人（常

識）」、「堅実さ」が重視された 3)。そして「職員採

用試験において、素質、器量等人物的な面を重視す

る傾向が定着した」4)a。平成 10年代には受験者に

求める能力は多様化し、面接試験において実務で

発揮される能力を如何に見極めるかが課題となり、

各自治体においても試行錯誤してきた 5)a。そして、

人物試験方法の開発が必要となってきた。 

このような問題意識の中、人事院は平成17年「Ⅰ

種採用試験におけるコンピテンシーの考え方と面

接方法の構造化の導入」を発表した。コンピテンシ

ー型評価面接は、採用後の仕事において「成果につ

ながる行動を起こすことができる人物であるかど

うか」を、過去の行動の有無を確認することで判断

する。そのため「過去の行動事実を確認することが

面接の主眼であるため、面接官の個人的な好み、価

値判断、主観」5)b などのスキーマは入りにくく、

従来型の面接に比べて客観性、妥当性は高い。 

 今回私達は、47 都道府県を対象に採用試験にて

コンピテンシー型評価面接を加えた地方分権・地

域主権時代の「新しい人物重視型試験」を実施して

いるかの視点でもって分析・考察を行った。 

方    法 

稲継４)bは、人物重視型試験の特徴として①面

接試験の多様化②最終合格者に占める第 1次試験

合格者の割合③採点比率（総合かリセット方式＜

合格者の判定に第 1次筆記試験成績を加味せず、

第 2 次面接試験だけで評価する＞か）があるとす

る。それは、公務員に必要とされる知識等を第 1

次の筆記試験で確認後は、数多くの受験者に多様

な面接試験を行い「求める人材」を採用しようと

したためである。 

私達は、さらに「新しい人物重視型試験」とし

て、次の 3項目を加味した。 

④求める人材像にコンピテンシーの各項目（人事

院は、積極性、社会性、信頼感、経験学習力、自

己統制、コミュニケーション力を明記 6)）がある

か⑤採用要綱の評価項目にコンピテンシー項目が

記載されているか⑥面接において受験者の過去の

事柄を聞くためエントリーシートなどに「力をい

れたこと」を記入させるか、である。 

以上の項目を「人材育成基本方針調査用紙」に

記載し、コンピテンシー型評価面接を含む「新し

い人物重視型試験」を実施しているか判定した。  

そのため、47 都道府県の本年度職員採用試験要綱
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と「求める人材像」を確認するため「人材育成基

本方針」を入手するよう努力し、採用要綱はすべ

ての自治体 47 件、基本方針は 39件を入手した。 

結    果 

①すべての都道府県は、第 2次試験（第 3次まで

は 8 都府県）を実施していた。面接試験は、個

別の複数回や個別だけではなく集団討論、集団

面接、グループワーク、プレゼンテーションな

ど多様に実施していた。 

②昨年度の最終合格者に占める第 1 次試験合格者

は、平均で 2.05倍と高く、国家公務員一般職

の直近 3 年間平均 1.44 を大きく上回った。 

③採点比率は、20 道県がリセット方式である。 

なお、総合方式を採用している 26都府県（大

阪府未公開）の平均は、筆記１に対して 1.75

倍と面接試験の比重が高くなっていた。 

 次に「新しい人物重視型試験」の特徴を見る。 

④コンピテンシー型評価面接では、「求める人材

像」に合致した受験者か否か面接試験において

判断する。そのため「人材育成基本方針」に記

載された人材像を見た。例えば、滋賀県は「求

める人材像」を「チャレンジ精神を持ち、県民

と共に、滋賀の未来を切り拓く行政のプロフェ

ッショナル」をうたい、その下位項目として

「未来志向でチャレンジする職員」「県民との

対話を重ね、多様な主体と積極的に連携・協働

する」「スピード感とコスト意識を持って、自

律的に行動できる」「互いに研鑽し、協力し合

い、組織力を高める職員」を目指している。こ

の「求める人材像」と下位項目が、上記人事院

のコンピテンシー各項目に該当するかどうかを

見た。 

⑤例えば、広島県は面接試験で「使命感、信頼

感、コミュニケーション能力、判断力、積極

性、達成感等」を評価点として明記していた。 

⑥例えば、鳥取県は「これまで、力を入れて取り

組んできたこと」を記入させる。 

その結果、人材育成基本方針や求める人材像が

明記された文章（研修計画等）が入手できた 44

都道府県においては、コンピテンシー型評価面接

が行われ「新しい人物重視型試験」が実施されて

いると推認できた。 

考    察 

国は、平成 9 年旧自治省が分権時代の公務員の

能力開発として「人材育成基本方針策定指針」を

示して以来、折にふれコンピテンシー型評価面接

の導入を地方自治体に促した。平成 17年に「Ⅰ

種採用試験におけるコンピテンシーの考え方と面

接方法の構造化の導入」を、地方自治体の人事担

当者向け雑誌「地方公務員月報」に発表し、平成

20年に佐賀県のコンピテンシーを使用した人事評

価と研修制度を、令和 2年には尼崎市のコンピテ

ンシーを使った人材育成も紹介した。 

自治体側でも熊本県のように「新たな行政課題

の発生に伴い専門化・高度化していく業務にどう

対応するのか」の問題意識の下、職員に階層別コ

ンピテンシーモデルを示しキャリアデザインの形

成を促し、それに基づき評価者が人事評価や育成

を行っている。このようにコンピテンシーは、分

権時代の地域間競争に勝ち抜く人材を育成するの

に都合が良かった。さらに現在、各自治体では職

員のキャリアデザイン形成を支援し、より高い専

門性を持つプロ職員や、選択的人事制度のもと税

務などのスペシャリストの育成も行い、今後の更

なる地域主権の充実を目指す。このように、コン

ピテンシーは「正解」がないポスト近代の地域主

権時代において「最適解」を見つけ出す職員の育

成には必須なものであるとの結論に至った。 
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1970年代アメリカのキャリア教育実践における外部資源の活用方策 

―ゲストスピーカーの果たした役割に着目して― 

 

芦沢柚香 

（筑波大学大学院 人間総合科学研究群） 

 

問題と目的 

新学習指導要領における「社会に開かれた教育課

程」の理念の下、地域社会や産業界との連携を通じ

たキャリア教育の充実が今日一層求められるように

なった。そして、国立教育政策研究所（2020）に

よれば、現状でも既に、学校段階を問わず、多くの

学校で外部資源を活用した体験活動が実施されてい

るものの、その一方で、とりわけ中等教育段階で

は、それらの経験を教科学習や学校生活と関連付け

る指導が十分に行われているとは言い難い状況があ

る（当該指導を行っているとした割合は中学校

55％、高等学校 44％）。こうした現状は梶原

（2017）も指摘しており、教育課程全体を通じた

キャリア教育実践の一環として、学外と連携した体

験活動をいかに位置付けるか、換言すれは、日々の

授業実践でのキャリア教育との関連付けを前提とし

て、体験活動はいかに機能し得るのかという問いを

検討することは喫緊の課題であると言える。 
本研究においては、1970 年代アメリカのキャリ

ア教育実践の分析を通じてこの問いに迫る。当時の

連邦教育局は、急速な産業構造の変化への対応等を

背景に、生徒個々人のキャリア開発を援助するため

の教育としてキャリア教育を提唱した。その実践

は、教員を中核として、初等中等教育段階の全生徒

を対象に、全ての教科を通して取り組むこととさ

れ、加えて、上述した政策推進の背景を踏まえ、学

校と地域社会とが協働して実践を構想することが積

極的に目指された（Hoyt 1974）。そして、このよ

うに今日日本と極めて類似性の高い方法論をもった

キャリア教育を掲げた連邦教育局が、効果的な実践

方策の 1 つとして推奨していたのがゲストスピー

カーの活用であった。事実、それに倣った実践は全

国各地で見られた。しかしながら、当時の実践分析

を行った藤田（1991）は、トラック運転手をゲス

トスピーカーとして招き、自身の職務内容と関連付

けて数学的知識の重要性を生徒に説くという事例を

取り上げ、これについて、「学習の意義づけを職業

的応用の側面に求めることに終始」しており、生徒

のキャリア開発援助としては「きわめて表層的」で

あったと論じる。即ち先の日本の課題に照らしてみ

れば、ゲストスピーカーを活用し、個別職業と教科

学習との関連付けを示すのみでは、必ずしも効果的

な実践とはなり得ないと言える。一方で、当時の各

地での多様な実践に対し、藤田の指摘がどれほどの

汎用性を持つのかは改めて検討する必要があるだろ

う。この再検討の過程は今日日本にとっても示唆的

である可能性が高い。以上より本研究は、先の藤田

の指摘を踏まえた上で、70 年代アメリカのキャリ

ア教育実践におけるゲストスピーカーの活用方策の

特質を明らかにすることを目的とする。 
方法 

分析対象は、1979 年に連邦教育局によって全国

から選出された 9 つの最優秀キャリア教育プログ

ラムの中から選定した。その報告書に基づき、①教

育課程全体を通じたプログラムであること、②同書

掲載の代表的な実践事例が、ゲストスピーカーを活

用した実践であること、③9 事例への選定理由の一

部に地域連携の充実が含まれること、という 3 条

件に合う事例を精査し、アリゾナ州ツーソンの

Developmental Career Guidance Project、アーカ

ンソー州グリーンランドのProject CAP、オハイオ

州アクロンのCareer Development Program の 3
事例を分析対象とした。そして各事例の実践にてゲ

ストスピーカーが果たした役割を、先の藤田の指

摘、即ち自らの職業やそれと教科との関連を説明す

る役割がみられるか否かという視点から分析した。 
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結果 

・アリゾナ州ツーソンのDevelopmental Career 
Guidance Project 
このプログラムは、地域人材を積極的にゲストス

ピーカーに登録し、その養成研修を行い、各学校へ

派遣するという一連のプロセスを有している点が評

価された。しかしながら養成研修の中核となったの

は、自身の職務内容や必要となる学歴・資格と教科

学習との関連を整理する作業であり、その代表的な

実践事例も、第 5 学年理科における気象の単元

で、パイロットが学校に招かれ、生徒らが学習した

雲の種類等の知識が自らの仕事でも役立てられてい

ることを説明するというものである。即ちここでの

ゲストスピーカーの役割は、職業やそれと教科との

関連を説明することであり、その主眼は教科学習の

意義付けを行うことであったと言える。 
・アーカンソー州グリーンランドのProject CAP 
 このプログラムでは全 120 種の職業別小冊子が

作成されており、これを教師が学習内容に応じて適

時活用し、そのまとめとして職業人を招くことが特

徴である。実践事例では、地質学者の職務内容が第

9 学年理科の地層の単元と関連付けられており、や

はりここでもゲストスピーカーは、その関連につい

て実際的な情報を提供する役割を果たしていた。 
・オハイオ州アクロンのCareer Development 

Program 
 このプログラムでは、地域の人々と学校関係者の

有志によって組織された委員会が多くの実践例を考

案しており、実践事例には、第 8 学年理科の環境

保護の単元で、市役所環境課の職員をゲストスピー

カーとして招き、環境問題が解決されない最大の要

因は、人間にとっての利便性の追求にあると説明さ

れた生徒らが、効果的な環境保護政策を立案すると

いう課題に取り組む実践が示されている。ここでの

ゲストスピーカーの役割には、上述した 2 事例と

同様、学習した環境問題の知識が市役所職員の仕事

を行う上でも重要であると示すことも含まれるが、

それ以上に、環境側の視点しか持ち合わせていなか

った生徒らに、新たに人間側の視点を提示するとい

う点で大きな役割を果たしていたと言える。これに

よって生徒らは、より現実的な思考として、自らの

行動や今後について考えを巡らすことを促され、最

終的な政策立案課題は、教科の知識定着に留まらな

い意義を持つ学習になっていたと推察される。 

考察 

分析対象とした 3 事例を検討した結果、まずア

リゾナ州及びアーカンソー州の事例では、実際的な

情報として、教科と関連付けた職業情報を提供する

中で、教科学習の重要性を示すことがゲストスピー

カーの役割となっていた。この点は正しく藤田

（1991）の論じた内容であり、その指摘は当時の

アメリカにおいて一定の汎用性を有していたと言え

る。一方で、オハイオ州の事例からは、従来の教科

学習では触れられてこなかった視点やより現実的な

文脈における問いの提示という新たなゲストスピー

カーの役割が明らかとなった。同州においては、ゲ

ストスピーカーがこうした役割を担っていたことに

より、その機会を単なる学習の意義付けとしてだけ

でなく、学習内容を深化させるきっかけとして活用

することができていたことが示唆された。 
今日日本でも職場体験や社会人講話等、児童生徒

が職業人と接する体験活動は多くあるが、その際彼

らにいかなる情報を提供し得るかだけでなく、いか

なる問いを提示し得るかという視点を持つことの重

要性は決して少なくない。そして先の分析結果に鑑

みれば、日々の学習を通じて、それらの問いへの答

えを模索するよう促すことは、その経験をより有意

義なものし、また体系的なキャリア教育実践の一環

に位置付けることを可能にする一方策となり得る。 
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社会的動機の様式（利己性・利他性・集団性・原理性）におけるキャリア選択の分析 

～大学生（2020 年度入学１年生）のキャリア選択の動機・認知様式に関して～ 

 
○ 新 井 立 夫      山 岡 三 子        萬 年 山  啓      石 塚  浩 

（文教大学経営学部） （(株)セント・フォース） （文教大学経営学部）  （文教大学経営学部） 
 
１．問題と目的 

本研究は、2015 年に実施した高等学校（普通

科：進学校）、2016 年高等学校（普通科・総合学

科：進路多様校）、2017 年高等学校（専門学科）、

2018 年大学１年生における調査を踏まえ、コロナ

禍（2019 年末からの新型コロナウイルス感染症

（COVID -19）の拡大による災難・危機的状況）に

おいて 2020 年度に入学してきた１年生に調査対

象を限定して検証を行うものである。 

今日の教育現場で実施されているキャリア教育

の問題点は以下のとおりである。 

現在の学校教育において実践されているキャリ

ア教育は、「将来の自己実現」に視点を置きすぎ

ているのではないか。つまり自分のためのキャリ

ア教育であり、そこからは人格形成における「価

値観」及び「効力感」の育成に関する視点が抜け

落ちている。本来、キャリア選択を考察する際に

は、自己のことのみならず、他者との関係性や集

団組織との関係性、慣習や規則（ルール）との整

合性を、社会的様式のなかで総合的に捉えている

はずである。社会心理学者 Charles Daniel Batson 

（チャールズ・ダニエル・バトソン）は、『Altruism 

in humans』Oxford University Press(2011)、翻

訳本『利他性の人間学：実験社会心理学からの回

答』新曜社（2012）のなかで、①利己性②利他性

③集団性④原理性という社会的動機を様式化させ

た。この考えに則って本研究では、生徒たちのキ

ャリア選択における実際の価値観と効力感との関

連性を見いだすことを目的とする。 

２．方法 

 本研究では、社会的動機の様式（利己性・利他

性・集団性・原理性）に視点を置いて、生徒・学

生のキャリア選択を分析し、検討する。その際に、

現在のキャリア教育等で実施されている重点的視

点「利己性（自分のため）」を、考察の基点とし

た。キャリア選択動機付け様式の【価値観】とし

ての尺度は、Batson(2011)が示した４つの様式を

基軸とする。 

①「利己性」自分自身の福利を増加させることを

最終目標にする動機付け（自分の福利） 

②「利他性」他者の福利を増加させることを最終

目標にする動機付け（他人の福利） 

③「集団性」集団の福利を増加させることを最終

目標にする動機付け（集団の福利） 

④「原理性」ある道徳的原理を守ることを最終目

標にする動機付け（ルール等の遵守） 

また、キャリア選択における【効力感】(実際に

行うことができると考えている程度)に関する⑤

向社会的行動(prosocial behavior)の定義は、「行

為者の動機の有無にかかわらず、他者に利益をも

たらすような自発的な行動」を意味するものとし

た。 

(1)仮説 

実施・分析をするにあたり、以下の仮説を立て

た。 

【仮説】 コロナ禍に入学してきた大学１年生にお

いても自分の福利のためと考えていることと、他

人の福利、集団の福利、原理性そして向社会的行

動をとることは、両立する。 

(2)調査対象者 

 2015 年は、四年制大学進学希望者が 90％以上と

いう進学校の第３学年（746 名）を対象に実施。

2016 年は、進路多様校（２年生 315 名、３年生 726

名）の合計 1,041 名を対象に実施。2017 年は、工

業高校（３年生 234 名）、商業高校（３年生 198

名）の合計 432 名を対象に実施。2018 年は大学 1

年生（251 名）、2020 年では大学 1年生（230 名）

を対象に実施した。 

(3)実施時期と具体的方法 

 これまでの調査と同時期の2020年7月中旬にア

ンケート調査を実施した。１年生の必修科目にお

いて対象クラス別にて、授業外課題として協力希

望者に対して、manaba というシステムを利用して

アンケートを実施した。（１年生の所属学部は、

経営学部 114 名、国際学部 116 名である。） 

(4)分析方法 

manaba というシステムを活用してアンケート

の回答を回収したが、欠損となる回答はなく、回

答者すべてが、分析対象となり、回答数は、230

となった。（N=230） 

仮説については、①「利己性」を目的変数、そ

れ以外の②「利他性」③「集団性」④「原理性」
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⑤「向社会的行動」を独立変数として、stepwise 法

による回帰分析を実施した。stepwise 法を用いた

理由は、独立変数間の相関の高さを考慮したから

である。 

３．結果と考察 

(1)結果 

分析結果を以下で示す。 

回帰分析（stepwise 法）結果は、向社会的行動

の標準偏回帰係数が、設問２を除き、すべて正で

有意になったことから「利己性」という価値観と

両立するに留まらず、むしろ共に高まっていくと

いうデータが得られた。このことから、たとえ「利

己性」と考えていても向社会的行動も取れること

が判明した。また、2020 年度入学の大学 1年生の

場合、価値観としての「利己性」という概念と「原

理性」で１つの質問項目（設問２）の１項目の係

数について負の相関があることが示された。 

(2)考察 

本研究で進学校における高校生の価値観・効力

感としての自分の福利と他人の福利、集団の福利、

原理性のため及び効力感としての向社会的行動と

の違いにおいて有意差があるかどうかを確認した

ところ、設問 10を除き、他の設問において有意差

を確認できた。 

進路多様校の高校生の価値観・効力感としては、

向社会的行動の標準偏回帰係数が、正で有意にな

ったことから「利己性」という価値観と両立する

に留まらず、むしろ共に高まっていくというデー

タが得られた。一方、「利他性」「集団性」「原

理性」については、係数が負になったり有意では

なかったりの項目があった。価値観としての「利

己性」という概念と「利他性」「集団性」「原理

性」という概念において、相反する場合と両立す

るものがあることが示された。 

専門学科の高校生においても進学校および進路

多様校の生徒と同様に、「自分のため」と考えて

いても、向社会的行動が取れないわけではないこ

とが判明し、負の相関もないことが明らかになっ

た。むしろ専門学科の高校生の方が「自分のため」

と考える価値観が高いと向社会的効力感が高まっ

ているという結果は、セルフネグレクト現象（「セ

ルフ=自己」「ネグレクト=放任・放棄」：意欲を

失くして自分の身の回りのことが億劫になる）と

の側面からも考えなければなるまい。つまり、進

路多様校における「マイルドヤンキー」化の現象

を示す指針たる可能性があるということである。 

2018 年度の大学１年生においては、アンケート

の対象者に経営学部の学生(68.5%)が多いことが

反映されたのか、専門性の学びの影響が結果とし

て現れたと考察した。その意味は、日々の学びに

おいて、技術や知識が変わり、身に付けた技術や

知識がすぐに陳腐化する中で、自分自身で自分の

キャリアをデザインする際に、自らの判断におい

て変容せざるを得ないという価値観に他ならな

い。高校までの目標を定めて、自分や周囲の状況

を理解し、それに対して直線的にキャリアを選択

するという価値観とは、相反するものであること

と考察した。 

2020 年度入学の大学１年生は、コロナ禍に入学

し、未だ対面講義はなく、オンラインによる授業

を展開せざるを得ない災難・危機的ともいえる状

況下にある。 

向社会的行動の標準偏回帰係数は、設問２を除

き、すべて正で有意を示して向社会的行動が、と

れることがあきらかになったが、負の相関を２項

目、「原理性」で 9つの設問、「集団性」で４つ

の設問で示した。このことは、ルール、規則や慣

習、集団のためにとらわれなく、自分のためとは

思っているが、「原理性」や「集団性」に従おう

と考えたり求めたりしていないことの表れとも捉

えることができる。 

また、コロナ禍において、自分自身の価値観が

変容したかとの問いに対しては、変わらないとの

回答が 230 名中 20名と 8.7％であった。ほとんど

の者が、価値観が、変容したとしている。災難・

危機的ともいえる状況下において、自分自身で何

とか対応しなくてはならないともいうべき、自己

指導能力の高まりが、このような結果をもたらし

ていると思われる。 

４．まとめ 

 本研究において、コロナ禍における 2020 年度入

学１年生を含め、進学校・進路多様校・専門学科

の高校生のいずれも「自分のため」とする価値観

が高くても向社会的行動がとれないわけでないこ

とが明らかになった。この結果は、今後のキャリ

ア教育を展開させる大きな指針となると思われ

る。今後、今回証明された仮説の汎用性をさらに

検証するためにも、進路決定をせざるを得ない大

学３年生へと対象を広げて調査を実施、比較分析

を図りたいと考えている。 

参考文献等 

・Batson,C. D.(2011)“Altruism in humans”Oxford 

University Press.(菊地章夫・二宮克美訳(2012)『利他

性の人間学：実験社会心理学からの回答』新曜社：

309,325-330) 

付記 この研究は、文教大学経営学部共同研究費による支援を受けたものである。 
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インストラクショナルデザインを用いた工学系学生向け 
ジョブ・カード作成支援に関する考察 

－TEM 分析の分岐点における SG/SD の効果に着目して－ 
 

〇新目真紀*1 石田百合子*2 
*1職業能力開発総合大学校 *2熊本大学 

 
１ 問題と目的 

キャリアコンサルタントに求められる社会的役割

について，その拡大・深化を踏まえ，2018 年に「キ

ャリアコンサルタントの能力要件の見直し等に関す

る報告書」が公表された．報告書では，キャリアコ

ンサルタントが期待される役割を，従来の就職支援

の観点にとどまらず，キャリア支援をより確実に幅

広く行うために求められる知識・技能に関する能力

要件等が提言されている．能力要件の 1 つである「Ⅳ
キャリアコンサルティングの倫理と行動（１）キャ

リア形成，キャリアコンサルティングに関する教育

並びに普及活動」では，主体的なキャリア形成や支

援に関する教育研修プログラムの企画，運営をする

ことができることが明記されている[1]． 
高等教育機関においても，近年の大学等における

キャリア教育・就職支援の担当者に，支援内容が質

的に変化し，広範化する中で，一定の専門性やマネ

ジメント力の必要性が指摘されている[2]．学生に向

けては，卒業後や将来に向けたキャリア意識や基礎

的・汎用的職業能力の育成の必要性等が指摘されて

いる．いずれにしてもキャリア教育において，より

有効なプログラムの企画，運営が求められている一

方，プログラム企画手法や手法の有効性に関する検

討が十分なされているとはいえない． 
本研究では，工学系学生向けに，将来に向けたキ

ャリア意識の育成を目的としてジョブ・カードの作

成支援を行う授業を，インストラクショナルデザイ

ン（Instructional Design：以降 ID）手法を用いて開

発した授業の学習効果を TEM 分析することにより，

プログラム開発、改善方法を検討した． 
 

２ 先行研究の知見 

ID手法とは，教育活動の効果・効率・魅力を高め

るための手法である．ID手法では，学習目標を詳細

化し，詳細化した目標を達成するための教材や学習

活動を開発する．「知っている・できる」レベルか

ら「使える」レベルの学習では，社会的能力（認知

的・社会的スキル）が必要となる．Bloom は，教育

において達成されるべき目標を知識の習得と理解お

よび知的諸能力の発達に関する「認知的領域」，興味

や態度，価値観の形成と正しい判断力や適応性の発

達に閲する「情意的領域」，手先の各種技能や運動技

能に関する「精神運動的領域」の 3視点から考える

ことを提唱している．本研究では，ジョブ・カード

の作成において，認知面と情意面の発達を支援する

ことを目標とし，授業設計には，IDのメタ方略の1
つであるメリルの第一原理を用いた．メリルの第一

原理では ①現実世界の問題（Problem）から導入し，

②学習者の経験を呼び覚まし（Activation），③身につ

けるべき能力の特徴に応じた例示（Demonstration），
④先の例示を踏まえて別の例を自分で展開してみる

応用（Application），⑤学びの成果をリフレクション

することによる学習と試行の統合（Integration）の5
段階からなる． 

 
３ 研究方法 

(1)授業概要 

本研究では，2019 年に職業能力開発総合大学校で

キャリア形成支援の正規科目として，ジョブ・カー

ド（以降，JC）の作成支援ができることを目的とし

て実施した授業の学習効果を検証する．学生は機械，

電気，電情，建築の 4 専攻 77 名であった．授業は

200 分の授業を 2 回に分けて実施し，JC を書けるよ

うになる段階（1～4 回）と，支援できるようになる

段階（5～8 回）の 2 段階を設定した．学習目標は，

全員が JC を支援するために継続的な活用と振り返

りを用いた支援の有効性を認識できることとした． 
 学生のなかには JC 作成経験がない者もいるため，

前半の授業では JC の様式の種類および各様式の記

入項目を確認し,初めて JC をつくる人の視点から，

作成開始時に JC に対するもつ印象や感じる負担を

体験してもらうことから始めた．次に JC 作成方法の

説明ができるようになることを目的として，書き方

の手順書を参考資料とし，JC の作成手順と各項目に

書くべき内容とポイントの整理を行った． 
課題では，参考資料を読んで「これなら書けそう

だ」と思えたかを確認し,支援のケース事例を基に JC
作成への意欲を向上させることも意識しながら，効
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果的・効率的な JC の作成支援ができるよう JC の説

明と JC 作成演習を行った．最後に JC の作成経験者

および作成支援をする立場の 2 つの視点から，JC 制

度の良い点・悪い点、改善策を考察させ支援時に必

要な配慮を検討させた． 
 

表1実施課題の概要 

回 到達目標 実施課題 
1 JC 制度の理解 課題 1．様式 1~3を見て，自分

がすぐに書けそうな部分と、時

間がかかる，書くのは難しそう

と感じた部分をその理由ととも

に，それぞれすべて挙げる． 

課題 2．参考資料を読み，すぐに

書けそうな部分と，時間がかか

る，書くのは難しそうと感じた

部分をそう思った理由ととも

に，それぞれすべて挙げる． 

課題 3．JC の説明方法を考える． 

課題 4．JC のメリット，デメリ

ットをまとめる． 

2 JC の構造理解 
3 書き方のポイントと

作成手順の確認 
4 JC の様式 2 と 3作成 
5 様式2と3作成の作成

アドバイスを考える 
6 様式 1 の再確認 
7 キャリアプラン作成

補助シートの構造理

解 
8 JC の改良案を考える 

 
(2)授業分析方法 

 分析には TEM 分析（複線経路・等至性モデル：

Trjectory Eauifinality Model) を用いる．TEM の特徴は，

人間を開放システムと捉えるシステム論に依拠する

点と外在的に計測できる時間ではなく，個人の経験

された時間の流れを重視する点である． 
本研究では，先行研究に従い，等至点（Equifinality 

Point：EFP）と分岐点（Bifurcation Point :BFP)を以下

のようにした[3]． 
EFP：ジョブ・カードを支援するために継続的な活

用と振り返りを用いた支援の有効性 
BFP：4 つの課題 
分岐点に働く力のうち，等至点に近づけるように働

く力を社会的ガイド（Social Guidance:SG），等至点

から遠ざけるように働く力を社会的方向づけ（Social 
Direction: SD）と呼ぶ．授業で行うガイダンスには

SG の効果があると想定される．提出された 4 つの課

題から SG と SD を分析することにより，ID 手法で

開発した授業の改善方法を明らかにする． 
 

４ 検証結果 

各課題について以下の分岐を設定し，EFP に到達

群と非到達群を比較し，授業の効果を検証した．欠

席等で課題未提出があった者は欠損値として分析対

象から除いた． 
 

表2 EFPに至る分岐点 

(1)-1 各様式(様式 1~3)のそれぞれの記入項目を確認し，
様式 1 と様式 2・3 の違いを認識できる 

(1)-2 様式 2・3（③～⑤）の記述に時間がかかると考え
る理由が説明できる 

(2)-1 参考資料で参考になる点が認識できる 
(2)-2 上記項目に書かれている内容が、(1)-2 の説明と整

合性がとれている 
(3)-1 ケース事例の学生に向けてモチベーションを上げ

るための言葉がけができる 
(3)-2 ケース事例の学生の JC 作成にかかる負担をやわら

げる言葉がけができる 
(3)-3 事前準備を促す指示・説明ができる 
(4) JC の可視化，ふり返り，定期的な利用の効果が認

識できる 
 

図表3 EFPに至る得点比較 

   (1)-1 (1)-2 (2)-1 (2)-2 (3)-1 (3)-2 (2)-3 
非

到

達 

M 0.97 0.49 0.89 0.69 0.54 0.83 0.66 

SD 0.03 0.25 0.10 0.22 0.25 0.14 0.23 

到

達 
M 0.97 0.69 0.88 0.66 0.69 0.78 0.66 

SD 0.03 0.21 0.11 0.23 0.21 0.17 0.21 

 
非到達 35 名 到達 32 名（N=67） 

 
４ 結果の考察と今後の課題 

分析の結果，到達グループの学生の 1 割強は，(1)-2
の時点で既に支援者の視点で課題に取り組んでいた．

非到達の学生は，JC 作成者の立場で取り組んでいた

ものの，今回の例示・応用機会だけでは，支援者に

必要な視点が十分醸成されなかった可能性がある．

分岐点である(1)-2 と(3)-1 のSD，SG は支援者の視点

獲得に向けた支援の必要性が確認され，特に(3)-1 で

の SG については今後改善の余地がある． 
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政策におけるキャリア教育の概観 

―政策リサーチを使った省庁横断型検索の結果分析― 

 

家島明彦 

（大阪大学キャリアセンター） 

 

問題と目的 

我が国のキャリア教育の政策展開に目を向け

たとき，そこには複数の省庁が政策の立案・実

施に関わってきたという特徴を見て取ることが

できる（村上，2012）。キャリア教育は複数の省

庁に関わる取り組みであるため，キャリア教育

の今後の在り方等を検討していくためには，単

純に教育問題としてキャリア教育を捉えるのみ

でなく，各省庁がキャリア教育についてどのよ

うに取り組み，省庁間でどのような関係性を有

しているのか把握することも重要である（江

上，2008）。浦上（2010）は，1999 年から 2008
年までの文部科学省・厚生労働省・経済産業省

に設置された関連審議会・研究会の答申や報告

書，「若者自立・挑戦プラン」などの政策文書を

取り上げ，それぞれにおけるキャリア教育の意

味づけを考察している。また，本田（2009）は

同時期のキャリア教育に関する政策文書やプロ

ジェクト事業を時系列に沿って整理している。 
そこで本研究では，近年の政策文書における

キャリア教育の扱われ方を整理・検討し，今後

のキャリア教育研究の方向性・可能性について

検討するための基礎資料作成を目的とする。 
方法 

一般社団法人日本みらい研と株式会社角川ア

スキー総合研究所が共同開発した政策情報解析

システム「政策リサーチ」を使用する。このシ

ステムは，政府・省庁の政策立案過程における

様々な公開情報や予算情報を主要キーワードや

テーマごとに横断的に検索することができる，

日本の政府・省庁関係情報の検索・閲覧・解析

サービスである。しかし，使用料が高額のため

今まで本システムを利用した研究は少なかった

のではないかと思われる。 

結果と考察 
検索キーワードを「キャリア教育」にして，

政策リサーチで検索した結果，政策リサーチに

収録されている政策文書 21 万 3,307 件のうち，

資料内容に「キャリア教育」の文言が含まれて

いるものは 1,418 件（2017 年 8 月 2 日～2020
年 8 月 25 日）であった（最終確認 2020 年 8 月

28 日）。1,140 日間で 1,418 件なので平均すると

キャリア教育に言及する政策文書が 1 日 1 件は

ある計算になる。土曜日曜祝日（年間で合計約

120 日）は基本的に省庁のウェブサイトが更新さ

れないことを考慮すると 1 日平均 1.4 件という

計算になる。月別の出現件数を分析した結果，

毎月 10 件以上（最も少ない月でも 10 件，最も

多い月だと 78 件）あることが明らかとなった

（図 1）。なお，最も多い月は 12 月であり，6
月，3 月，2 月と続くことが示された（図２）。

キャリア教育研究者は日常的に政策動向に目を

光らせておく必要があるといえよう。 
1,418 件の政策文書を分類した結果，会議名は

434 種類であった。また，省庁など発表組織名は

89 種類であった。約 3 年間で 89 組織（省庁，

自治体，会議など）が「キャリア教育」の文言

を含む資料を 434 種類，合計 1,418 件もウェブ

サイト等で情報公開していたことが明らかとな

った。発表組織名を発表回数が多い順にまとめ

た結果，2 回以上出てきたのは 21 組織であり，

最も多かったのは文部科学省であった（表 1）。
過去 1 回きりではあるものの「キャリア教育」

の文言を含む政策文書を発表した組織が 68 ある

ということは注目に値する。それぞれの省庁に

おいて「キャリア教育」がどのような意味・文

脈で使用されたのかを詳細に調査していく必要

があるだろう。 
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まとめ 

本研究では，近年の政策において「キャリア

教育」がどのように扱われてきたかを概観し，

今後のキャリア教育研究の方向性・可能性につ

いて検討するための基礎資料を作成した。具体

的には，官公庁の公開文書を網羅的・横断的に

検索できるツールである「政策リサーチ」を使

用し，「キャリア教育」というキーワードで検索

した結果を整理・分析した。その結果，多数の

省庁がキャリア教育について言及していること

のエビデンスが示され，キャリア教育に対する

さまざまな期待や課題が明らかとなった。紙面

の都合上，全資料を掲載はできないが，今後の

キャリア教育研究の方向性・可能性について，

示唆を与えてくれる基礎資料の整理ができた。

本研究の結果が本学会の構成員にとって有益な

情報・視座を提供し，キャリア教育研究の今後

の発展に貢献できていれば幸甚である。 

 

引用文献 

江上直樹 2008 キャリア教育政策に関わる政

策形成過程 教育行財政論叢, 11, 61-80. 
本田由紀 2009 教育の職業的意義―若者，学

校，社会をつなぐ― ちくま新書. 
村上純一 2012 キャリア教育政策における省

庁間の関係―組織論の観点を用いて― 東京大

学大学院教育学研究科紀要, 52, 511-520. 
浦上昌則 2010 キャリア教育へのセカンド・

オピニオン 北大路書房. 
 

          

図１ キャリア教育を含む政策文書の出現時期 

図２ キャリア教育を含む政策文書が多い月 

表１ 発表組織（２回以上，多い順） 

※発表組織名は政策リサーチ内の登録

名称による 
※以下，その他の発表組織（順不同） 
国会，観光庁，金融庁，大阪市，林野庁，

経済団体関係，教育再生実行本部，一億

総活躍推進本部，クールジャパン戦略

推進特別委員会，海洋総合戦略小委員

会，看護問題小委員会，など 
 
 
 
 

順位 発表組織 回数

1 文部科学省 88
2 厚生労働省 49
3 首相官邸 44
4 内閣府 42
5 東京都 29
6 大阪府 26
7 総務省 21
8 経済産業省 13
9 文化庁 9
10 国土交通省 8
11 内閣官房 7
12 法務省 5
13 環境省 4
14 復興庁 4
15 中小企業庁 3
16 農林水産省 3
17 スポーツ庁 2
18 厚生労働部会合同会議 2
19 財務省 2
20 消費者庁 2
21 政党 2
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模擬就職活動を通じた学生の職業人としての性格特性の変化 

―Cairdの“General measure of Enterprising Tendency Test”を用いて― 

 

○石黒順子∗   坊隆史∗∗   安藤拓生∗ 

（東洋学園大学現代経営学部）∗ （東洋学園大学人間科学部）∗∗

 

問題と目的 

首都圏にある私立 T大学では、3年生春学期（4

月～7月）の必修科目として「キャリアデザイン」

を配置している。この授業では、2019 年度より模

擬就職活動（以下、模擬就活）と称する演習を組

み込んでいる。模擬就活では、多くの民間企業が

新卒者採用の選考手段として活用するエントリ

ーシートの執筆やグループ面接、グループディス

カッションの実践などに取り組む。エントリーシ

ートはキャリアコンサルタントが添削し、グルー

プ面接とグループディスカッションについては

キャリアコンサルタントが企業の採用担当者役

を務めて行う。なお、2020 年度は、コロナ禍の影

響により T大学の授業が全面的にオンラインに移

行したのを受けて、この授業も全てオンラインで

実施している。 

このようなプログラムは、学生がもつ職業人と

しての性格特性の自己評価にどのような影響を

与えるのか。このような問題意識から、筆者らは

授業の実施前後での学生を対象に後述のテスト

を実施し、その変化を捕捉した。 

 

方法 

学生の変化を把握するために、筆者らは Caird 

(2013) の General measure of Enterprising 

Tendency Test (GET2) (1) を採用した。このテス

トは 54 の質問により、被検者の性格特性を測る

ものである。具体的には、「達成欲求（NACH）」、「自

律性（AUTO）」、「創造性（CT）」、「リスクテイキン

グ（RT）」、「統制の所在（Locus of Control=LOC）」

の各項目に関する自己評価の度合いを把握する。

AUTO のみが 6 点満点、その他の項目は 12 点満点

で、合計 54点満点で評価する。高得点であれば、

Enterprising Tendency、つまり進取の気性に富む

とされる。質問の例を挙げると、「まずまずのお金

がもらえれば、やりがいの少ない仕事でもかまわ

ない」（NACHを測る項目。「いいえ」と回答すれば

加点）、「物事を進めるときには、その中心人物と

なって自分のやり方で進めたい。他人がどう思う

かは気にしない」（AUTOを測る項目。「はい」と回

答すれば加点）、「周りの人から、ユニークなアイ

デアを出す人と思われている」（CT を測る項目。

「はい」と回答すれば加点）、「費やしたお金や時

間がムダになる可能性があっても、興味がある企

画は実行したい」（RTを測る項目。「はい」と回答

すれば加点）、「得意か不得意かは、努力では変え

られない」（LOC を測る項目。「いいえ」と回答す

れば加点）となっており、仕事を進めるうえでの

自分の価値観や能力について自己評価するため

の尺度である。 

テストは、当該授業が行われた 6クラスのうち 2

クラスで実施した。本稿では、授業の実施前後の

学生の変化に焦点をあてるために、授業実施前テ

スト、授業実施後テストのいずれにも回答した学

生のみを対象に議論する。テストを実施した 2ク

ラスの履修者 221人のうち、授業実施前後のいず

れにも回答した学生は 102人、回答率は 46.2％で

ある。このうち 3年生が 90人、4年生（再履修者）

が 12 人、男子学生が 53 人、女子学生が 49 人で

ある。授業実施前テストは 2020 年 5月 4日から 6

日、授業実施後テストは 2020 年 7月 14日から 16

日に実施した。なお、キャリアコンサルタントを

招いてのグループ面接、グループディスカッショ

ンを行う模擬就活は 6 月 27 日と 7 月 4 日に実施

されており、調査対象学生はいずれかに参加して

いる。模擬就活では、面接とグループディスカッ

ションを担当するキャリアコンサルタントがそ

れぞれ 20点満点で評価を行った。 
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結果 

キャリアデザインの授業実施前後での GET2 の

スコアの変化は表 1のとおりとなった。合計点は

実施の前後で 25.6から 26.4 へと伸びており、有

意な差(p< .5％)がみられた。 

 

表 1 GET2 のスコアの変化 
  NACH AUTO CT RT LOC 合計 

事後 5.5 2.2 5.3 6.0 6.6 25.6 

事前 5.8 2.3 5.5 6.0 6.8 26.4 

p 
 

        * 

*P< .5% 

 

この結果を得点の実施前後での変化状況別に

みると表 2のとおりとなった。スコアが 3点以上

低下した学生は 18人、3点以上上昇した学生は 31

人であった。3 点以上スコアが低下した学生群で

は、AUTO、CT、RT の 3項目で、有意にスコアが低

下した。一方で、3 点以上スコアが上昇した学生

群では、NACH、AUTO、CTで有意にスコアが上昇し

た。なお、学生を個別にみると、スコアの下落幅

は最大 8点、上昇幅は最大 11点であった。 

一方で、それぞれ 20 点満点で評価されたエン

トリーシート、グループ面接、グループディスカ

ッションと GET2 の結果との間にそれぞれ相関性

はみられなかった。 

 

考察と今後の課題 

当該授業の実施前後で、学生の職業人としての

性格特性に対する自己評価に関してポジティブ

な変化がみられた。とはいえ、個々の学生をみる

と変化の状況には大きな差があった。スコアに大

きな変化のあった者とスコアが変化しなかった

者の間に、活動内容や成果にどのような違いがあ

るのだろうか。今後、授業内で提出された成果物

など質的なデータを用いて分析することで、この

点を明らかにし、変化の要因を探っていきたい。 

今回計測した性格特性の変化と、模擬就活の評

価との間には相関性がみられなかった。このこと

は、模擬就活でのパフォーマンスとして表出され

ないところで、学生の仕事をする能力への自己評

価や仕事に関する価値観の書き換えが行われて

いることを示す。授業の展開にあたっては、この

ことにも目を向けるべきであろう。 

今回得られた知見は、当授業の意義を明確にす

るとともに、今後の当該授業のプログラムの拡充

に活かされることが期待される。 

 

引用文献 

Caird, S. 2013 General measure of 

Enterprising Tendency test, The Open 

University’s repository of research 

publications and other research outputs, 

http://oro.open.ac.uk/5393/2/Get2test_gui

de.pdf.(2020年 8月 19日) 

注 

(1) 1988年に Durham University Business 

School の Caird, S.博士と Johnson, C.氏によ

って開発された。本研究は、同博士の許可のも

と実施している。 

          

実施前 実施後 p 実施前 実施後 p 実施前 実施後 p 実施前 実施後 p 実施前 実施後 p 実施前 実施後 p ES G面接 GD

3点以上低下 18 5.3 5.0 2.2 1.6 * 5.6 4.3 *** 6.9 5.4 *** 7.0 6.4 27.1 22.8 *** 13.7 13.1 13.3

±2点以内の変化 53 5.6 5.4 2.3 2.5 5.7 5.5 6.1 5.9 6.3 6.6 26.0 26.0 15.2 13.5 13.1

3点以上上昇 31 5.3 7.0 *** 2.1 2.5 * 4.5 6.2 *** 5.2 6.4 6.8 7.3 23.9 29.3 *** 13.7 13.3 12.9

模擬就活スコア
n

NACH AUTO CT RT LOC 合計点

*p< .5%, **p< .01%***p< .001% 

表 2 得点の変化別スコア 
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１ はじめに 

社会の急激な変化に対応すべく，キャリア教育

の充実が提唱されている。 
しかし小・中学校において，キャリア教育は，

未だ職業体験を重視する傾向が強い。基礎的・汎

用的能力育成のカリキュラム改善は進められてい

るが，学びを生活に生かそうとする実践は少ない。

また，人とのかかわりから育まれる自己有用感は，

キャリア教育の中核とも考えられる感情であるが，

それをねらった実践も少ない。 
そこで，アクティブ・ラーニングの授業改善を

目的に Young(2000)が提唱した ICE モデルをキ

ャリア教育に活用する。ICE モデルは，Ideas（以

下 I），Connections（以下 C），Extensions（以下

E）の段階で学習を構成し，E において学びを生

かすことを目指す理論である。先行実践から，ICE
モデルは，自己有用感向上の効果が期待される。

また，ICE モデルの理念は，学びを生かし，生き

方を探究するキャリア教育に通じる。  
以上を踏まえ，本研究では I を職業や働くこと

に関する自分の考えを整理する場，C を他者と比

較，関連することで自分のキャリア発達を見つめ

る場，E を I，C での学びを自分に応用する場と

定義する。そして，E での表現に，「マンダラート

（1987 年，今泉浩晃によって開発）」をもとにし

た児童自身の成長を表現できるツール（「キャリ

ア・マンダラ」と称し，児童には簡便さを理由に

「マンダラ」と称する。以下マンダラ）を取り入

れる効果，E に社会貢献活動を取り入れる効果を

児童の変容をもとに検証することを目的とする。 
 

２ 調査方法 

（１）実践概要 

【期間】2019 年 7 月 9 日～11 月 12 日 
【対象】加古川市立 H 小学校 第 6 学年 

 
 
 
 
 
 
 
【単元名】理想の姿をマンダラで表現し，学びを 
     生かす活動に取り組もう 
【単元目標】 
・目指す理想の姿と現在の自分の姿を結びつけて 
考え，自己成長するための目標や課題を設定し， 
マンダラを使って表現することができる。 

・目指す理想の姿に迫るため，現在できる社会貢 
献活動を考え，実行することができる。 

【活動内容】 
①理想とする人物について調べる。（I，C） 
②マンダラを作成し，発表する。（C，E） 
③貢献活動を企画，立案し，実行する。（E） 
④活動の振り返りを行う。（E） 
（２）分析方法 

①学級における自己有用感の分析 

栃木県総合教育センター（2013）の尺度を援用

し，学級における自己有用感の事前・事後を測定

する。分析対象は，6 年生 135 名のうち，事前・

事後の調査に回答できた 125 名とする。 
②児童間のかかわりについての分析 

 マンダラ作成後の児童の振り返りにおいて，友

達，授業者，先行例のうち、どのマンダラや助言

を参考にしたのか件数を測定する。 
③貢献活動についての分析 

 ①同様，125 名に対して，地域における自己有

用感の事前・事後を測定する。また，貢献活動後

の振り返りにおいて，満足度を 5 段階で自己評価

し，その件数及び記述内容を分析する。満足度の

分析対象は，記述できていた 124 名とする。 
なお、作品や調査結果の使用は承諾済みである。 

 

３ 結果と考察 

（１）学級における自己有用感の検証 

自己有用感の 3 因子「存在感」「貢献」「承認」

と児童間の関係性について平均（SD）を求めたと

小学校総合的な学習の時間における ICE モデルを活用した 
キャリア教育の授業改善 

―自己成長の作品作りと社会貢献（地域清掃活動）による自己有用感向上効果について― 

○伊藤 良介               溝邊 和成 
    （加古川市教育委員会）      （兵庫教育大学大学院・学校臨床科学コース） 

 

 

 

    ○伊藤 良介               溝邊 和成 

    （加古川市教育委員会）      （兵庫教育大学大学院・学校臨床科学コース） 
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ころ，表 1 のようになった。 
 
 
 
 
 
 
「自己有用感」×「時期」の二元配置分散分析の

結果，交互作用はなく，（F(3,372)=0.24,ns）。「時

期」の主効果が高度に有意であった（F(3,124)= 
22.71,p<0.01）。つまり，本実践によって児童の学

級における自己有用感が向上したといえる。 
（２）児童間のかかわりについての検証 

マンダラ作成時に参考にした対象を分析すると，

48.8％の児童が，友達の意見を参考にしていた（表

2）。つまり，児童は活動時に互いの意見を交流し，

それによって自己有用感が高まったと考えられる。 
 
 
 
 
また，1 組（33 名）において，自己有用感が特に

向上した児童 6 名の記述を分析すると，友達のと

かかわり合いを通して学びを深めることができた

ということが明らかになった。6 名のうち，S.A.
と K.F.は，他の児童に影響を与えていた（図 1）。
S.Y.は，S.A.の理想の姿に辿り着く道のりの考え

を取り入れた。M.K.は，S.A.の右上がりの表現，

K.F.との意見交流で生まれた「道」の発想を取り

入れた。K.F.は，M.A.の目標に影響を受け，自身

の目標を改善した。このように，自分の考えを可

視化したマンダラを介することで，より活発に交

流し，自己有用感が高まっていったと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）貢献活動についての検証 

 地域における自己有用感と地域との関係性につ

いて平均（SD）を求めると，表 3 のようになった。 
 
 
 
 
 
 
「自己有用感」×「時期」の二元配置分散分析の

結果，交互作用があった（F(3,372)=4.36,p<0.01）。
そこで，「因子」×「時期」の単純主効果検定を行

うと，「存在感（F(1,124)=22.22,p<0.01）」「貢献

F(1,124)=7.33,p<0.01）」については，高度に有意

であった。つまり，児童の地域における自己有用

感は交互作用があるため向上したとはいえないが，

存在感や貢献性は向上したといえる。 
 満足度の分析では，「とても満足」「やや満足」

が，83.9%を占めた。「やや不満（不満 0）5.6%」

の記述を分析すると，「もっと時間がほしい。」「他

の地域も清掃したい。」という活動に前向きな記述

であった。このことからも，児童は児童なりに地

域に貢献できたとし，自分も地域の一員だと捉え

ることができたと考えられる。 
 
４ 成果と課題 

 生き方を探究するキャリア教育に，マンダラの

表現や社会貢献活動を取り入れることは，自己有

用感を向上させる一助になり得る。 
一方で，本研究では，地域における自己有用感

を高め切れたとはいえない。地域での貢献活動は，

児童のみで行うのではなく，地域の人との交流が

重要であることが明らかになった。今後は，調査

対象を保護者や地域にも広げ，家庭や地域と共に

児童のキャリア発達を促すことができるのか検証

していくことが課題である。また，本研究が，児

童の成長に寄与できたのかを明らかにする縦断研

究にも取り組んでいく。 
〔文献〕 
Sue Fostaty Young・Robert J.Wilson（土持ゲーリー法一監訳 小 
野恵子訳）（2013）「主体的に学び」につなげる評価と学習方法  
－カナダで実践される ICE モデル－ 東信堂 

栃木県総合教育センター(2013)『高めよう 自己有用感－栃木の 
子どもの現状と指導の在り方－』 

表 2 マンダラ作成時に参考にした対象とその割合 
 友達 授業者 先行事例 独自開発 

人数（人） 61 25 10 29 
割合（%） 48.8 20.0 8.0 23.2 

n=125 

図 1 影響を与えたマンダラの関係 

表 1 学級における自己有用感の変化 
 事前 事後 
 平均 SD 平均 SD 
関係性 4.03 0.71 4.23 0.77 
存在感 3.22 0.88 3.42 0.90 
貢献 3.56 0.78 3.77 0.80 
承認 3.80 0.88 4.05 0.94 

5 件法 n=125 

表 3 地域における自己有用感の変化 
 事前 事後 
 平均 SD 平均 SD 
関係性 3.80 0.89 3.79 0.91 
存在感 3.17 0.90 3.44 0.86 
貢献 3.01 0.89 3.17 0.90 
承認 3.60 1.02 3.72 0.97 

5 件法 n=125 
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  韓国における特殊学校の中等部 2年生が学んだキャリア教育の取り組み 

―特殊学校教師が捉える自由学期制（自由学年）の教育的意義と課題に焦点をあてて― 

 

李宜貞 

（創価大学大学院博士後期課程） 

 

問題と目的 
韓国の特殊教育では、障がい児が自ら社会構成

人の一人として自分なりの役割と責任を果たせ

るようになることを教育の目的の一つにしてい

る。それを実現するために、特殊学校の現場にお

いて職業に関する生涯教育及びキャリア教育、そ

して自由学期制などの教育課程が展開され、健常

児と障がい児が共に生きていける共生社会の実

現に向けて努力している。さらに、関心がある職

業についてもっと深く調べたり、体験する機会を

提供する自由学期制というプログラムを導入·運
営している。例えば、高校では実際の社会を想定

して、企業での体験を目的に学校内に仮想企業を

設立してキャリア教育プログラムを展開してい

る。そして、現在の韓国におけるキャリア教育の

取り組みを理解するためには、まず韓国で展開さ

れている自由学期制に注目する必要がある。韓国

教育部によると、自由学期制は中学部 2 年生を対

象として実施する体験学習を意味するものであ

り、自由学期制を行う時期は学校それぞれ異なる。

具体的には、1 学期(3 月から 7 月まで)もしくは 2
学期(9 月から翌年 2 月まで)のいずれかの学期に、

充分な時間を与えて、生徒たちに興味のある職業

について自由に調べさせたり、職業体験を生徒自

ら計画、実施させる取り組みである。 
自由学期制の目的は、詰め込み教育から生徒た

ちを解放し、時間的な余裕を与えて、将来につい

て考えたり、創意的な探求や体験ができる機会を

与えることに焦点を置いている。したがって本研

究は、現在韓国の特殊学校(日本の特別支援学校)
で行われているキャリア教育とその効果を向上

させるために新たに導入している自由学期制（自

由学年）に焦点を当て、実質的にどのように運営

され、どのような効果が示されているかについて

教師のインタビューデータを基に検討すること

を目的とする。そして、韓国の自由学期制が日本

の特別支援学校におけるキャリア教育に対し、ど

のような示唆を与えられるのかについても検討

する。 
方法 

韓国のB地域に位置するE私立特殊学校1校と公

立H特殊学校とS特殊学校2校の知的障害及び精神

遅滞障害特殊学校で勤務し、教職経験が4年から2
6年まで、進路指導及び職業関連教育の長い経験

を持った殊教育専門教師8名を選定した。事前に

連絡を取り、大学の研究倫理委員会から許可を得

て、2019年5月23日から7月9日まで教師たちを対

象に半構造化面接を行った。各インタビューは約

30分から60分程度の時間を要した。質的研究方法

のM-GTA(半構造化面接：修正版グラウンデッド･

セオリー･アプローチ、Modified Grounded Theory
 Approach)を導入し、分析を行った。インタビュ

ー内容はICレコーダーを使用し録音した。結果と

してカテゴリーと概念が生成され、ストーリーラ

インに基づいて結果図が作成された。質問項目は、

①自由学期制（自由学年）に関する教育的意義に

ついて聞かせてください。②自由学期制（自由学

年）の特色的なプログラムについて聞かせてくだ

さい。③自由学期制（自由学年）について大切だ

と思われる点や地域との連携・交流の具体例があ

れば聞かせてくださいであった。 
結果 

特に、本研究でインタビューを行ったH特殊学

校とS特殊学校は、知的障害と精神遅滞障害に特

化した最も革新的な公立特殊学校としてキャリ

ア形成に基づいたキャリア教育と自由学期制を

導入し展開していることで高い評価を得ている。

中学部2年生が経験した自由学期制（自由学年）の
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実践経験を通したプロセスとして【好奇心の段階】

で3のカテゴリーと5の概念を【学びの段階】は4の
カテゴリーと12の概念また【挑戦・成長段階】で

は3のカテゴリーと9の概念を生成された。結果と

して、総合的には10のカテゴリーと26の概念が生

成された。インタビューの内容と上記の3つの実

施段階を関連づけた内容が以下である。 
【好奇心の段階】：「D教師：保護者も自分の子

が良くできないか心配している。しかし健常児と

同じく実践する新たなプログラムで何となく少

しずつ期待感を持っている」今まで自分が学んだ

知識と違うことについて最初は消極的行動も見

られ、生徒はそれぞれに自分がはっきり分からな

い様々なプログラムについて関心を持ち、どのよ

うにやろうか楽しさを期待することも見られる

ことが予想された。 
【学びの段階】：「F教師：体験学習行動を通し

て将来自分の進路を探すこと、楽しい学びを感じ

ている」、「H教師：人とのかかわりを通してコミ

ュニケーションスキルを学び、自分の行動を変え

る」良くできない自分の行動について教師に依存

したり、相手を見ながら自分の行動を比較し何回

もあきらめないで練習しながら自分と違う行動

を真似する行動も見られ、体験活動に積極的に実

践場面で健常児と作業をするようになっている

効果も見られた。人と関わりを充分にやりながら

新たな経験を通して進路探索及び進路設計や人

とのコミュニケーションスキル学びや振り返る

行動をふまえ、継続的な訓練の必要性、また周り

の人と新しい人間関係形成が可能になることも

見られるようになった。 
【挑戦・成長段階】：「A教師：自分の考えより集

団活動に集中できることも見えるんですね」、「F

教師：中等部においても様々な経験が必要ように

なり、それで自由学期制の経験を用いて学校を卒

後社会人として就職と関連する進路意識を高め

ることに焦点を置く。そして、学校では多様なカ

リキュラム科目を開設し、関連プログラムなどを

健常児と一緒に実施する必要があるかもしれま

せん」何回も訓練を実践する上で自分なりの行動

がうまくなったことを気づき、人とのかかわりに

ふまえ自信感を獲得、最も広い視野が生じること

も見られるようになった。また、多様な経験を基

に楽しい人生を作る動機を持つ、社会人になるた

めの挑戦など自由学期制（自由学年）のプログラ

ムを実践することを通して他の発達段階に比べ

て中等部の発達段階に合わせた適切な経験の重

要性が明らかになった。 

考察 

特殊学校における自由学期制の学習プロセス

の経験を経て障がい児のキャリア教育に重要な

役割を果たしていることが示唆され、とりわけ障

がいを持つ生徒が将来、職業への理解と関心を深

める際の重要なステップとして、自身の生活や社

会人としての自覚をうながしていく上できわめ

て重要な機会となることが示唆された。今後は障

がい児一人ひとりの能力が異なることをふまえ

て、自由学期制による個別学習を通して、生徒一

人ひとりに応じた多様な実践と経験を身につけ

る機会を提供していく必要があろう。また、地域

社会との連携や活用に関する新たな実践的取り

組みを計画していくことが求められる。とりわけ、

障がい児のキャリア教育を効果的なものにする

ためには、何よりも学校と地域の企業との連携を

密にしていくことが重要である。さらに、生徒が

抱える個々の課題に対する応力や解決能力を育

み、自己理解を促進していく上で、自由学期制の

学習の過程に即した保護者の適切な支援も不可

欠であるといえよう。 
引用文献 

金希宣(2006) ,「成人教育において経験に関する

研究:デューイ、スキナー、プレイリを中心に」, 
高麗大学大学院博士学位論文，24 ~ 25.  

金賢哲（2013）,「自由学期制の導入をため青少年

活動政策の方向模索―日本の青少年体験活動

事例を中心にー」，28~35. 
ホン•ジヒェ (2014),「自由学期制の効率的な運営

をため青少年の進路探索美術教育方案」, 淑明

女子大学校,  6~10. 
上岡一世 (2014), 『勤労観•職業観がアップす

る！キャリア教育を取り入れた特別支援教育

の授業づく』, 明治図書出版 , 124-135. 
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日系ペルー人 3世のルーツを活かしたキャリア形成と家庭の両立を促す社会

的要因 

 

 〇宇都宮 大輝 久保田 真弓 

 （関西大学総合情報学研究科） （関西大学） 

 

問題と目的 

2019年現在、日本での在留外国人数は 280万

人を超え、その数は年々増加している。また、

在留外国人のうち永住者・特別永住者が全体の

約 4割を占めており、日本で世帯を持ち、日本

で学び・働く外国人が多く存在し、その数を増

やしていることを意味している。そして、永住

権や特別永住権は日系人が取得しやすい背景か

ら、在留外国人世帯の中で最も大きい比率を有

しているのが日系人の世帯といえる。 

在留外国人世帯が増える一方、彼らが抱える

課題も増加している。その中でも、高校に進学

する約 4割の外国人生徒が、周辺的な仕事に就

く傾向を見せていることは、大きな課題である

といえる。(矢野，2017) この課題に対して、小

波津(2017)や佐藤(1999)は日系人の家庭に関す

る調査を行い、子どものキャリア形成に親のキ

ャリアが影響していることを明らかにしてい

る。よって、親世代のキャリアの脱周辺化は子

世代のキャリア形成に関する課題を解決する要

因の一つと言える。 

稲葉ら(2008)の研究では、日系人のキャリア

を脱周辺化させる要因として日本人との社会関

係資本が示されている。しかし、日本人との関

係性には日本語能力が必要であり、母国のルー

ツを保持したいと考える日系人家庭にとって障

壁となっている。そこで、日系人が元来保有す

る母国のルーツを活かしたキャリア形成を促す

社会的要因を明らかにする必要がある。 

一方、安田ら(2015)は、人の人生等の時と共

に変化するものを捉える手法として Trajectory 

Equifinality Model(TEM)を位置づけている。 

以上の論点から本研究では、日系人が家庭と

キャリア形成にて母国のルーツを成立させ、キ

ャリアを脱周辺化させた日系人女性のライフス

トーリーについて TEMを用い分析することで、

母国のルーツを活かしたキャリア形成と家庭の

両立を促す社会的要因について明らかにする。 

方法 

研究協力者 : 本研究協力者は、日本人の祖父

を持つ日系ペルー人 3 世の 50 代の女性である。

協力者は 1991 年に 20 代でデカセギ目的に日本

に夫と来日した。そして、2000 年に長男の永住

権獲得と同時に永住権を獲得した。また同時期

に子育てに専念するため仕事を退職した。その

後、NPO 団体に子育ての相談目的で通い続け、

同団体にスペイン語で対応できる人材が不足し

ていると気づき、相談者の Y 氏を通じてボラン

ティアとなる。その後正式なスタッフとして認

められ、外国人家庭の生活向上を信念として独

自の活動を展開していった。現在では NPO 団体

のリーダーとして、母国語でのラジオ配信や雑

誌の創刊、母語教室の運営を行っている。  
調査方法 : 本研究では、2018 年 7 月から

2020 年 6 月に渡り、計 3 回、各 2 時間の半構造

式インタビューを行った。インタビュー内容と

しては、仕事と家庭に焦点を絞り、時系列に沿

い語りを引き出すことを意識した。 
 分析方法：初めに、KJ 法に沿って音声データ

をコード化した。次に、等至点(EFP)を目標に合

わせて設定し、得られたコードの中から出来事

を抽出し配置する。この時に、横軸は不可逆的

時間、縦軸は EFP に向かう向きであるかという

判断基準で配置した。そして、それぞれの出来

事の中で葛藤がある点を分岐点(BFP)、EFP に

至るに辺り必ず通過するコードを必須通過点
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(OPP)として設定した。最後に、得られたコード

より社会的方向付け(SD)、社会的ガイド(SG)を
配置することで TEM 図を作成した。尚、得られ

た TEM 図の正確性を検討するために協力者と確

認する必要があるが、COVID-19 の影響により

現段階では行えておらず、今後行う予定として

いる。 
結果 

 以下では、キャリアと家庭の２つの観点を基

に TEM図を作成した。 

 キャリア形成の観点においては、以下の TEM

図が得られた(図１)。自身の専門性（子育て）

を起点として日本人協力者 Y氏との協働関係が

構築されており、Y氏のガイドの下 NPO団体のス

タッフとして十全参加が促されていた。また、

スタッフの責任感が「他家族の生活を助ける」

信念を生み、それに基づいた自律的なキャリア

形成が為されていた。 

 

 母語とルーツを保持した家庭を形成する観点

では、以下の TEM図が得られた(図２) 。 

 
家庭の役割分担によって、母親として子ども

のルーツを守ることに専念し、子育ての専門性

を磨くことに大きな影響を及ぼすことになっ

た。また、NPO への十全的参加は、自身のペル

ー人の肯定的なアイデンティティに繋がった。

また、自身の社会関係資本と文化資本を活用す

ることでマイノリティなエスニシティによって

受ける影響を克服することにつながっていた。 
考察 

本研究では、日系人の親世代の自身のルーツ

を活かし、脱周辺化したキャリア形成と家庭の

両立を促す社会的要因を明らかにした。 

特に本研究では、家庭内での役割分担と、同

じ文脈を持つ日本人との関係性がコミュニティ

への十全参加を促すことが強調すべき点である

と考えられる。役割分担は、精神・時間的余裕

を生じさせ、専門性を磨く環境整備を整える効

果があると考えられる。また、磨かれた専門性

は、コミュニティにおいての個人の価値として

発揮され、同じ文脈を持つ日本人と繋がる契機

となりつつ、彼らのルーツである母語や母国文

化を活かす方向での十全参加が促されることが

考えられる。 

 一方、本研究は 1人の協力者のデータの分析

結果であり、今後は他の日系人コミュニティリ

ーダーと比較し検証することが必要となる。 

 

引用文献 

稲葉奈々子・樋口直人 2008 日系人労働者は

非正規就労からいかにして脱出できるのか～

その条件と帰結に関する研究 全労済公募研

究シリーズ, 14. 

小波津ホセ 2018 親子関係がペルー人第 2世

代の社会進出に与える影響の検証～在日ペル

ー人 5家族の経験～ 海外移住資料館研究紀

要, 12,  Pp.82-83. 

佐藤衛 1999 国際化と教育─異文化間教育学

の視点から─ 放送大学教育振興会 Pp.203. 

安田裕子・滑田明暢・福田茉莉・サトウタツヤ 

2015 TEA理論編 新曜社. 

矢野パトリシア 2007 トランスナショナルな

移住を経験している家族―日系ブラジル人家族

の現在状況― 名古屋市市立大学大学院人間文

化研究科 人間文化研究, 8, Pp.127-141. 

図１:自律的なキャリア形成の観点での TEM 図 

図２:母語とルーツを保持した家庭形成の観点での TEM 図 



－  －

高等学校のキャリア教育におけるカリキュラム研究の課題 

―実態の動向と研究の系譜の検討を通して― 

 

胡田裕教 

                        （大阪産業大学） 

 

問題の所在 

日本におけるキャリア教育に関する系譜をみ

ると、関連する国レベルのさまざまな政策が提

示されるようになり、それらに伴うように学校

教育の現場ではキャリア教育における数々の実

践が行われてきた。その中で、キャリア教育先

進校といわれる学校においては総合的な学習の

時間を通したキャリア教育の実践が先導され全

国的に広がった。例えば、高等学校では、キャ

リア発達に関する提唱者の理論を授業に応用

し、適性検査として実施することで現在の自分

についての理解を深める活動、過去や現在の自

分から未来にかけての自分を考えイメージする

ことでどういった自分になりたいのかを描く活

動、また、インターンシップでの体験や働く人

の話を聞くことを通して、職業観・勤労観を習

得しようとする活動、あるいは、地域と連携を

取り、その地域の課題を解決しようとする活動

などが行われてきた。日本の数多くの学校でこ

うした活動がキャリア教育の代表的な取り組み

として行われている。このように、様々な活動

が行われるようになりキャリア教育の活動は多

様性が一つの特色となっている。しかし、その

一方で、多様性であるがゆえに何をもってキャ

リア教育というのかというキャリア教育の概念

そのものが拡散しているのではないかとも考え

られる。つまり、多様性が概念の拡散を生んで

いることになるのではないかという問題であ

る。さらに言うと、様々な活動を取り入れれ

ば、キャリア教育のカリキュラムとしての意味

をなすと言えるのだろうかという問題もある。

個々の活動は意義のあるものであっても、それ

が全体として機能しているのかどうかは明確で

はない。キャリア教育は既存の他の教科のよう

に体系立てられた知見に基づいて教育内容が構

成されているわけではないことからすると、そ

れらの問題を明らかにする研究が必要になる。 

 

目的と方法 

そこで本研究は、高等学校の授業で行われて

いるキャリア教育実践に内在する研究課題をカ

リキュラム研究の視点から明らかにすることを

目的とする。本研究におけるカリキュラム研究

の視点とは、全体としてどのように学びが行わ

れていくのかということを捉える視点である。

つまり、ここでいうカリキュラム研究の視点

は、浅沼（1999）が指摘したカリキュラム研究

の 2 類型のうちの 1つである、「カリキュラムの

内容や活動の編成に関わる『意志決定』につい

ての研究」に相当している。浅沼（1999）は、

この「意志決定」について、「カリキュラムに対

する社会的ニーズ」の視点と「それに応える

個々人の発達すべき能力」の視点があると捉え

ており、本研究ではこの枠組みに準拠する。 

その目的を達成するために、本研究ではキャ

リア教育の実態の動向とキャリア教育の研究の

系譜の 2つのアプローチから現状と課題を検討

する。そして、これらに基づき、社会的ニーズ

と個々人の発達を統合するカリキュラム研究の

必要性と具体的課題を明らかにする。 

 

結果 

キャリア教育の実態の動向を政策と実践のア

プローチから現状と課題を検討し、キャリア教

育の研究の系譜を理論研究と実践研究のアプロ

ーチから、高等学校のキャリア教育を対象にし

た研究の特徴と課題を扱った胡田（2017）に従

い検討した。まず社会的ニーズを反映した政策
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があり、それにもとづいて実践が行われる。し

かしそれを支える理論研究の多くは個々人の発

達に焦点化した研究であり、カリキュラムデザ

インに資する理論が乏しいといえる。すなわ

ち、実践にもとづいて実践研究が行われ、それ

が理論研究を通してまた実践につながるという

実践と理論の往還が機能しているとは言い難

い。実践研究も数多く提示されているが、それ

ぞれの実践の中でのカリキュラムの例示であ

り、他校はそれを参考にすることはできても、

カリキュラムデザインとしての一般性には乏し

い。つまり、キャリア発達の理論やサービス・

ラーニングなどの基本的な考え方を取り入れな

がら、それぞれの学校では、状況や特色、生徒

の実態に合わせてカリキュラムが開発され展開

されているが、全体的、体系的、横断的につな

ぐという枠組みの成立までには及んでいない。 

 

考察 

 社会的ニーズのある領域の研究と個々人の発

達すべき能力に関する領域の研究の 2つで捉え

ることは、カリキュラムをデザインする実際上

の手続きとして重要である。ただし、この 2つ

は別々にカリキュラム研究の課題として存在し

ているのではなく、2つを同時に達成するような

研究をしていくことがカリキュラム研究に求め

られる固有の見方である。その 2つが接合する

ということは特に浅沼（1999）では強調されて

いないが、理論は理論、実践は実践というよう

な独立した状態に留まることを回避すべきであ

るということは、浅沼の枠組みを現実のカリキ

ュラムデザインに活かすためには不可欠といえ

るであろう。逆に言えば、理論と実践の統一的

視点を持つためには、カリキュラムという形式

を有する教育活動の計画の全体を、子どもに対

して学ばせようとしている教師の意図と子ども

が実際に学んでいる事実を立体的に捉え直す必

要がある。つまり、教え手からの視点と学び手

からの視点を統合できるところにカリキュラム

の視点がある。「カリキュラムに対する社会的ニ

ーズ」を扱う研究については、職業観・勤労観

を中心にした様々な実践を通した研究など数多

くの研究がなされてきた。そして、「社会的ニー

ズに応える個々人の発達すべき能力の内容」を

扱う研究についても、「4領域 8能力」や「基礎

的・汎用的能力」で示された能力論についての

多くの研究や「キャリア発達理論」にもとづい

た多くの研究がなされてきた。しかし、現実的

にカリキュラム編成をする際、内容や活動の編

成に関わる「意志決定」に寄与する議論が不足

しているのである。それぞれの現場で行われた

実践は存在するが、それをカリキュラムとして

どのような特色があるのかということに位置づ

ける必要がある。それぞれの学校文化に適応し

た実践は展開されているが、それらをお互いに

比較したり、参照したりできるような体系的な

理論的枠組みが求められる。 

そのようなカリキュラム理論を今後求めてい

くとすれば、社会的ニーズと発達のあり様をカ

リキュラムという形式によって統合的に対象化

し、教師の意図と子どもの学びの事実を反省的

に捉える研究が必要になるといえる。したがっ

て、このような内容については今後研究する必

要があるが、その手掛かりとなるのが、「当事者

性」、「主体性」、「切実性」ではないかと考えて

いる。なぜなら、子どもがキャリア教育の中で

出会う様々な人物や事象を自分のこととしてつ

なげ、それを自分の生き方に返すようなキャリ

ア教育の展開が必要になるからである。このよ

うに考えると、各実践を横断して、必要となる

カリキュラムの要素を抽出し提示できる可能性

がある。こうした研究構想の上で、キャリア教

育のカリキュラム論を導き出す必要がある。 
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バルネラブルな若者の学びの機会保障に関する研究 

―カナダ・カルガリー市ルイーズ・ディーン高校の事例― 

 

岡部 敦 

（札幌大谷大学） 

 

１ 問題と目的 

本発表は、グローバル経済の進展等によります

ます拡大する社会経済的格差を主たる要因とし

た高校中退、家庭崩壊、学業不振などの課題に直

面し、社会的排除の危機に瀕する可能性のある

（バルネラブルな）若者とし、彼らに対して、如

何にして学びの機会を保障し、社会的職業的な自

立を促すかという課題について検討することを

目的とする。その一つの事例として、カナダ・ア

ルバータ州カルガリー市のルイーズ・ディーン高

校（以下、LD 高校）の事例を紹介し、その設立の

経緯及びカリキュラム上の特徴およびその他の

支援体制を明らかにし、キャリア教育における社

会正義の具体的な実践事例の一つとして検討す

る。なお、本発表での議論は、現在継続中の研究

の中間発表的な位置付けであり、本発表での議論

を踏まえて今後の継続的な調査に資するもので

ある。 
 LD 高校は、1970 年に、アルバータ州カルガリ

ー市に設置された 10 代で妊娠・出産を経験した

若者に教育の機会を保障する施設として、カルガ

リー市教育委員会、カルガリー・カトリック・フ

ァミリー・サービス、州保健省の連携によって設

置された。10 代の妊娠・出産は、高校中退及びそ

れに伴う将来的な貧困などへとつながるリスク

を孕む問題である。 
こうした問題は、日本の高校教育においても課

題とされる。文部科学省は、2018 年に通知文書

「公立の高校における妊娠を理由とした退学等

に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生

徒への対応等について」を発信し、妊娠した生徒

の学業継続に配慮するよう求めている。その際に、

実施された実態調査では、高校の懲戒による強制

的な退学は０件であったものの、自主的あるいは

促されて退学した生徒は 20％を超えている。高校

を中退することは、その後の進路選択が狭められ、

社会的職業的自立を阻む要因となる。また、学校

を通して福祉的な支援を得るためのサポートを

受ける機会を逃し、生活に困難を生じる事態に至

る可能性もある。 
 こうした実態は、カナダにおいても同様であり、

子育てと学びの機会の両立を支援するための試

みがなされてきた。本発表では、その一つの事例

として、LD 高校における教育実践について紹介

し、日本における改革の糸口を考える。 
２ 研究の方法 

 本発表では、カルガリー市内の公立高校である

LD 高校を事例として取り上げ、同校の校長・教

頭に対する聞き取り調査及びアルバータ州教育

省（以下、州教育省）のカリキュラム文書をもと

にした質的調査と文献研究を中心としたもので

ある。本発表での議論を踏まえて、教員及びアル

バータ州保健省所属の看護師、ソーシャルワーカ

ー、カウンセラーなどを対象とした聞き取り調査

に加えて、すでに卒業し中等後教育機関に在籍し

ていたり、就職している卒業生を中心とした聞き

取り調査に加えて、在学生に対する質問紙法を用

いた調査を実施する予定である。また、カルガリ

ー大学看護学部の研究者及び矯正教育の現場に

勤務する教員を加えた国際共同研究とする。 

３ 調査の結果 
（１） 学校の教育支援体制 
 LD 高校は、カルガリー市内にある他の高校と

同じように、州教育省の高校卒業資格要件である

必修科目の全てと選択科目を開講している。他の

高校と異なるのは、出産等のため学びを中断する

ことが可能であること、通年での入学生徒、転入

生徒を受け入れていること、生徒一人ひとりに、
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担任教員（メンター教員）およびソーシャルワー

カーがついていること、一人の教師が担当する生

徒の数が少ないこと、出席状況に応じて、奨学金

が支給されること、無料の朝食が提供され、昼食

も安価で提供されること、福祉的、医療的な支援

が得られることなどである。2020 年 2 月の調査

時点での在籍者は、第８学年から 12 学年までの

110 名である。そこにカルガリー市教育委員会所

属の 20 名の教員が勤務しており、それ以外に、

アルバータ州保健省の看護師、ソーシャルワーカ

ー、臨床心理士が勤務し、さらにはカトリック・

ファミリー・サービスの職員がカウンセラーとし

て勤務している。加えて、０歳児からの保育所も

併設されている。したがって、教育機会を保障す

るだけではなく、生徒が経済的に自立し、子育て

をしながら学びを継続するために必要なほぼ全

ての支援をこの高校に在学することによって得

られる。 
（２）カリキュラム上の特徴 
 L D 高校が通常の高校と異なるのは、在学する

生徒が精神的な疾患を抱えていたり性的搾取の

対象となっていたり、虐待を受けていたり、薬物

中毒などの特別な支援を要する課題を抱えてい

る場合が少なくないということである。それに加

えて、若年者でありながら、子育てをしなければ

ならないという状況にあることもまた、彼女らに

大きなストレスを与える。したがって、この高校

では、必修科目および選択科目として、生活に関

する科目、子育てに関する科目を開講している。 
 例えば、必修科目として、ライフスキル（５単

位）が設定されており、この科目ではコーチング

のスキルを高める内容が含まれている。選択科目

としては、卒業後の職業的自立を促すための職業

教育科目に加えて、ペアレンティング１（１単位）、

ペアレンティング２（１単位）が提供されており、

親になること、子育て、家族についてなどの内容

が含まれている。そのほかに、妊娠中の生徒に対

する必修科目として、出産前教育（Prenatal）（１

単位）が提供されており、看護師と教師による連

携により、妊娠、出産および健康に関する授業が

行われている。また、子どもを育てながら新たな

生活を確立するのを支援するための科目として、

ターニングポイント（１単位）が設定されている。

この科目はソーシャルワーカーと教師による連

携によって提供されている。 
 以上、紹介した科目は、州教育省の高校カリキ

ュラムの中に位置づく、職業科目群(Career and 
Technology Studies: CTS)の一部であり、州内の

全ての高校で開講することが可能であり、正規の

高校教育科目である。 
４ まとめと今後の研究課題 
 本稿では、紙幅の関係で限定された内容しか紹

介できなかったが、若年者の妊娠・出産・子育て

という困難に対して、学びを継続するためのカリ

キュラムと支援を提供する仕組みについて紹介

した。こうした問題に対して、各学校の個別の努

力に依存している日本の現状と比較した時、LD
高校の取り組みは、一つの示唆を与えるものと考

える。 
すでに述べた通り、本報告は、バルネラブル

な若者の学びの機会保障に関する継続的な研究

の第一段階として、現時点での調査結果を報告

し、議論することが目的である。今後は、同校

の卒業生に焦点を当て、また、科目を担当する

教師や看護師、ソーシャルワーカーなどへの聞

き取り調査を行い、どのような手立てを講じて

いるのか、またその成果はどう評価できるのか

について、現地の研究者らと共同し、さらなる

研究を進める。 
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キャリア教育を視野に入れた中学校数学科の授業の研究 

―一次関数の利用に関する教材開発― 

 

小沢征司 

埼玉大学大学院教育学研究科 

 

問題と目的 

2015 年の国際数学・理科教育動向調査の調査結

果では，数学を使うことが含まれる職業に就きた

いと答えた日本の中学生は 21.4%であった．この

調査結果から日本の中学生は数学に対して学校

の授業やテストで完結しており，働くうえで必要

ないと考えを持っているのではないかと考えた．  
以上の背景から，本研究の目的は，キャリア教

育を視野に入れ，中学生が様々な職業で数学が用

いられていることを学べるように数学の授業の

内容や育成を目指す資質・能力について理論的に

研究し，授業を検討・開発することとする．尚，

本稿では，数学教育で育成を目指す能力を「数学

的能力」，キャリア教育で育成を目指す基礎的・汎

用的能力を「基礎的・汎用的能力」と呼び，それ

らを比較しながら検討を進めることとする． 
 

方法 

キャリア教育と数学教育で育成を目指す能力

の関連性については基礎的・汎用的能力と数学的

能力との共通点を検討することで明らかにする．

尚，基礎的・汎用的能力は中央教育審議会(2011)

の pp.25-26を参照する．また，数学的能力は文部

科学省(2018)の p20 の数学科の目標を参照する．

さらに学びの 3つの柱に合わせて①知・技，②思・

判・表，③学び・人間性と表すこととする． 
また，授業内容については以下のようなパティ

シエが数学を活用している場面を教材として作

成し，数学教育に関する講義を履修している大学

生 26 名に問いてもらい，中学 2 年生の教材とし

ての妥当性を検討する． 
大宮に人気のチョコレート専門店がありま

す．そこの看板メニューはチョコシュークリー

ムセットが 8 個入りで 3500 円（税込），チョコ

ケーキセットが 16 個入りで 4000 円（税込）で

す．2 つの商品はほとんど同じ材料で作られて

いますが，それぞれ 1 セット作るのに必要なチ

ョコ，バター，牛乳の量は以下の表のようにな

っています．本日はチョコが 139kg，バターが

44.5kg，牛乳が 121.5．kg 仕入れている．当店の

売り上げが最大になるには，それぞれ何個ずつ

作ればいいでしょうか．またそのときの売り上

げはいくらでしょうか． 
 チョコシューク

リームセット 
チョコケーキ 

セット 
チョコ 150g 400g 

バター 130g 60g 

牛乳 390g 120g 
 

図 1 開発した教材 

 

結果 

数学的能力と基礎的・汎用的能力には多くの関

連性があることがわかった。 
人間関係形成・社会形成能力はグループワーク 

を行う過程で他者に分かりやすく説明をすると

いう点で思・判・表の事象を簡潔・明瞭・的確に

表現する力のようなグループで課題を解決する

力の育成という共通点があることがわかる．自己

理解・自己管理能力は，学び・人間性の，過程を

振り返り評価・改善しようとする態度のような数

学を含め学ぶことのよさを実感し学習に生かす

態度と共通点があることがわかる．課題対応能力

は知・技の課題を解決するために必要な知識や

思・判・表の課題を解決するために必要な思考力

や判断力などの育成という点で，共通点があるこ

とがわかる．キャリアプランニング能力は学ぶ意

義を見出す点や学びを日常生活や将来とつなげ

る点で学び・人間性の数学的活動の楽しさや数学
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のよさを実感して粘り強く考え，数学を日常生活

に生かそうとする態度のような学びを日常の場

面に置き換えキャリアプラン含め，取捨選択する

能力の育成に共通点があることがわかる．以上の

ことをまとめると以下の表 1 のようにまとめるこ

とができる． 
表 1 キ育成する能力の関連性のまとめ 

 人間関

形成・

社会形

成能力 

自己理

解・自

己管理

能力 

課題対

応能力 
キャリア

プランニ

ング能力 

数学的

能力 
思・判・

表，学

び・人

間性 

学び・

人間性 
知・技,
思・判・

表 

学び・人間

性 

以上のことからキャリア教育で育成を目指す

基礎的・汎用的能力と数学で育成を目指す数学的

能力には関連性がある。そのため，キャリア教育

を視野にいれる数学の授業を行う場合，基礎的・

汎用的能力と数学的能力に関連性があることを

意識する必要があると考える。 
図 1 の教材については 26 人中 18 人が解決する

ことができた．予想以上に図 1 の教材に対して難

しい印象を受けた学生が多かった。その中で数値

の複雑な点について指摘する学生が多かった。教

材を作成する際に，職業で使われる数学を意識し

たため，数値を複雑なものにすることでより現実

場面に近い問題とした．そのため活動の中でそれ

ぞれの材料の条件式の立式の段階で悩んでいる

大学生が多くいた．また，解答の方針で売り上げ

の高いケーキの限界量を作るほうが売上は高く

なるのではないかと立てた大学生もいた． 
この教材を中学校で行う場合，立式については

一次関数の単元計画で問題解決のために何を変

数として文字を置くのが妥当かを思考する過程

を重視する．また，数値の複雑な点については現

実場面に近いが，中学生が問題解決することがで

きるような数値設定ができないか検討する余地

がある．また，今回はパティシエが数学を用いて

いる場面を教材にしたが，パティシエを目指さな

い生徒は数学を学ぶ意義を見出せないのではな

いかというフィードバックもあった．この点につ

いては本授業の次の授業において一次関数で学

んだことを利用して，自分の目指す職業で一次関

数が利用されている場面を問題にする活動がで

きるのではないかと考える．上記のフィードバッ

クを含めて，本教材を用いた授業を実際に中学校

で実践に向けて教材を改善する必要がある． 
 

考察 

今回はキャリア教育を視野に入れた中学生が

社会の様々な職業で数学が用いられていること

を学べる数学の授業の内容や育成を目指す資質・

能力について理論的に研究し，検討・開発した．

その結果，基礎的・汎用的能力と数学的能力には

関連性があることがわかった．また，パティシエ

が数学を活用している場面の教材を作成し，妥当

性を検討した．その結果，中学校で実践する上で

改善する余地が多くあることがわかった．今後の

課題として，本研究で開発した教材を取り扱った

授業を実践し，実際に生徒の数学が様々な職業で

使われるという考えを持つことができるかを調

査する必要がある．また，今回は一次関数につい

て考えたが，他の領域，学年でどのような授業が

適切かを検討していく必要があると考える．  
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キャリア教育におけるパターン・ランゲージの可能性 

―学校（教師）と子どもたちをつなぐ媒体― 

 

鬼塚 拓 

（宮崎大学教育学部附属中学校） 

 

１ 問題と目的 

キャリア教育を実践するにあたり，学校（教師）

は目標を定める。そして，カリキュラムマネジメ

ントを行いながら，目標の実現を目指していく。 

藤田晃之は，ＰＤＣＡサイクルに基づくキャリ

ア教育の実践を進める上での具体的なポイントを

提示する。そこでは「それぞれの学校の児童生徒

の現状と，各学校が設定するキャリア教育の目標

（卒業までに身につけさせたい力，卒業時点で児

童生徒ができるようになるべきこと）の両者を，

行動のレベルにまで具体化して示すこと」が「最

大のポイント」として示されている。そして，行

動レベルへの具体化として「〇〇のような場面で

〇〇することができる」「〇〇の状況において〇〇

と発言できる」「〇〇について〇〇という認識がも

てる」等々の例が示されている（藤田，2014）。 

それでは，学校が設定したキャリア教育の目標

は，子どもたちに対し，どのように伝えられるべ

きであろうか。また，教師と子どもたちが年間を

通してその目標に注意を向け続けることができる

ようにするためには，どのような取り組みをする

べきであろうか。 

本研究の目的は，キャリア教育実践において，

学校（教師）と子どもたちをつなぐ有効な媒体と

なりうるパターン・ランゲージに着目し，その可

能性を明らかにすることにある。 

本研究の分析対象は，宮崎大学教育学部附属中

学校（以下「宮大附属中」と略記）におけるキャ

リア教育実践（鬼塚他，2020）である。 

２ 分析 

宮大附属中が実践しているキャリア教育の特質

は，大きく３つに整理できる。 

⑴ 期待したい行動パターンの可視化 

第１に，キャリア教育を通して高めたい「７つ

の力（やりぬく力・みとおす力・ふりかえる力・

つくりだす力・やくだてる力・ともにある力・こ

たえる力）」が発揮されたときに見られる典型的な

行動を，２１の行動パターンとして可視化してい

ることである。 

パターン・ランゲージとは，「実践におけるより

よいやり方の経験則を言語化したもの」であり，

「パターン名」「イラスト」「状況」「問題」「解決」

「結果」という諸要素による表現形式を有するも

のである（井庭，2019）。宮大附属中は，このパタ

ーン・ランゲージのアイデアを援用し，以下のよ

うな「北斗パターン・カード」を開発している。 

 

図 1 北斗パターン・カード例 

このように，学校（教師）が育てたいと思って

いる力が発揮されたときに見られる行動を可視化

することによって，子どもたちにとっても「どの

ような行動を増やしていくべきか」が明確になる。

あわせて，まさにパターンとして示されているた

め，日々行っている様々な行動を，各パターンの

もとで回収していく（意義づけていく）ことがで

きるようにもなる。また、教科教育におけるパタ

ーン・ランゲージの可能性についての研究も進め

られている（鬼塚 2020）。 

 ⑵ 子どもたちによる自己分析・自己評価 

第２に，年間を通して「７つの力」や「２１の

行動パターン」に注意を向け続けるための振り返

り活動をカリキュラムに組み込み，キャリア・パ
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スポートとの連動を進めていることである。 

おおよそ３か月に１回，子どもたちは「北斗パ

ターン・カード」を使った振り返り活動に取り組

む。子どもたちは，２１枚のカードを「実践して

いる」「少し実践している」「実践していない」の

３つに振り分け，「実践していない」に振り分けら

れたカードの中から１～２枚を「がんばりたい」

に再度振り分ける活動に取り組む。この活動によ

って，自分の行動傾向を自己分析・自己評価する

ことができるとともに，これからどの行動をより

増やしていきたいのかを考え，見通しをもつこと

ができるようになる。また，自己分析・自己評価

の結果を，図２のようなレーダーチャートで表現

することにより，３か月前の自分と比較すること

もできるようにしている。これらの振り返り活動

は，パターン・ランゲージの活用方法に基づくも

のである（井庭，2019）。 

図 2 レーダーチャート例 

 この振り返り活動では，「北斗パターン・カード」

を使った自己分析・自己評価とあわせて，ポート

フォリオに基づく「自己成長レポート」の作成を

行っている。そして，振り返り活動を通して作成

したレポートを「キャリア・パスポート」に綴じ

ていくことで，自分の成長を記録・蓄積していく

ことができるようにしているのである。 

 ⑶ サーベイ・フィードバックによる 

カリキュラムマネジメント 

 第３に，子どもたちの自己評価をフィードバッ

クとして受け取り，同僚同士で対話をしたり，改

善のためのアクションプラン（行動計画）を定め

たりすること―サーベイ・フィードバック（中原，

2020）―を通して，カリキュラムマネジメントを

進めていることである。宮大附属中ではこれを年

間の職員研修計画に位置付けて実践している。 

 職員研修では，子どもたちの自己評価を学年別

にデータ化し，それについて「学年セクト」と「校

務セクト」で自由な対話を行う。その後，次の３

か月で実践したいことを「教科」「学級・学年」「校

務」という３つのカテゴリーにおけるアクション

プラン（行動宣言）というかたちで作成し，可視

化している。こうして子どもたちの自己評価をフ

ィードバックとして受け取り，それまでの教育実

践を検証するととともに，これからの指導方針を

立てていくというサイクルを繰り返すのである。 

３ 結論 

パターン・ランゲージは，学校（教師）と子ど

もたちをつなぐ有効な媒体となりうる。本研究は

宮大附属中の実践の分析をもとに，パターン・ラ

ンゲージの３つの可能性を提示することができる。

第１に「子どもたちへの伝わりやすさと実践のし

やすさ」，第２に「子どもたちの自己分析・自己評

価のしやすさ」，第３に「カリキュラムマネジメン

トの進めやすさ」である。 
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校長が進めるキャリアカウンセリング 

― 対話でお互いを尊重し合える関係作り ― 

 

勝 田 み な 

（名古屋経営短期大学） 

 

問題と目的 

近年の学校では、教師の多忙化、多種多様な問

題が複雑に絡んできてさまざまなケースが出てき

ている。そのような状況の中でも、教師は日々の

教育に対して熱心に取り組んでいる。平成 31
（2019）年に、教師のこれまでの働き方を見直

し、効果的な教育活動を行うことができるように

するため、「学校における働き方改革」（文部科学

省）が進められた。子どもたちの未来のために

は、より良い教育を提供することが重要であり、

そのためには校長・教頭の管理職が、教師たちの

リーダーとしてどのような学校を作っていけばよ

いのかを考えていく必要がある。校長としての心

構えとして石井は、話を聴くことの大切さの中

で、「教職員とのコミュニケーション」を挙げ、

全員のコミュニケーション確保を伝えている。教

師たちは、自分の学級目標として「なかよし」、

「思いやり」、「協力」という言葉を子どもたちに

伝えて学級経営を進めている。では、その教師た

ちは、職員室内ではどのように管理職や同僚、先

輩、後輩とかかわっているのだろうか。もちろ

ん、コミュニケーションがうまく取れる教師もい

て、円満な人間関係作りができる人もいるだろ

う。一方で、教師自身が掲げた学級目標のよう

に、他の教師と協力して思いやりの気持ちをもち

教師間で親和的に仕事を行えない人もいるのでは

ないか。仕事量が多く心身ともに休めなかった

り、他の教師に話すタイミングを逃してしまった

り、何らかの理由で無理をせざるを得ない状況が

続いてしまう場合もある。そのような時こそ、人

に相談するという対処法が有効である。職員室内

でその相談する環境を作るのは、管理職である校

長の腕の見せ所になると思われる。 
そこで本研究では、働きやすい職場作りとし

て、職員室の雰囲気を温かいものだと感じられる

ようにするというひとつの手段として、校長が教

師たちに行うキャリアカウンセリングの必要性に

ついて考えていく。 
方 法 

学校が機能を十分に果たし、機動的な学校運営

が行われるようにするためには、責任者である校

長のリーダーシップが求められる。教職員に対す

るキャリアカウンセリングとともに、教頭などと

情報交換を常に行い、教職員の現状把握に努め支

援・助言を行う。校長が、教職員がお互いを尊重

し合えるような学校運営の進め方を、2名の校長

の語りやキャリアカウンセリングの取り組み方に

ついて考察する。倫理的配慮としては、研究の趣

旨説明を行い、記録された結果内容は研究活動以

外には公表しないこと等、承諾していただいた。 
結 果 

校長から教職員への声かけがスムーズ行える先

には、キャリアカウンセリングが自然に行われる。

ここでは、実践例を紹介する。 

(1) A 中学校校長(校長歴 11 年) 

常にざっくばらんに話し合える温かい職員室作

りをしてきたが、異動により半数以上が入れ替わ

った。転入者の中には前職での仕事のやり方を主

張する者、転勤後(A 中)の温かい雰囲気を「生ぬ

るい」と指摘する者、誰かが失敗をすると批判の

的にする者などがおり、殺伐とした職員室の雰囲

気に一変した。あいにく校長は出張が多く、教職

員の様子は教頭から報告を受けるばかりだった。

このような状況を打破するため校長は、①目に余

る言動は一対一で注意、②現職教育として外部講

師による研修、③校長面談を増やす、④学校のめ

ざす方向性を明確に、を教職員に伝えた。それと

同時に教頭との人間関係をより強固にした。しか
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し、相性の悪い教師間は、人間関係の修復には至

らず、仕事上は協力するようにと伝えるのが精一

杯であった。 

(2) B 小学校校長（校長歴 9 年） 
教職員の中に心身の問題があるために通院して

いる者がいた。児童への直接的な問題はなかっ

た。校長は、①毎日体調を聴く、②他の教職員か

ら報告を聴く、③主治医と定期的な情報交換、④

家族とも連絡を取る、⑤教職員のためのメンタル

ヘルス研修、を行った。体調には波があり、何度

も時間をかけて面談を行ったが、この状況を学校

で保つことは不可能だと校長は判断し、本人、家

族、病院の医師との話し合いの結果、しばらく休

養することを勧めた。他の教職員から不満感も出

ていたが、面談を繰り返している校長の対応か

ら、校長には協力しようという雰囲気が持続して

いた。また教頭との連携の強さがあった。 
2 人の校長は、外部講師を呼んで教職員の研修

会を校内で行ったり、教頭との信頼関係を早く築

いたり、書籍や研修会でメンタルヘルスやカウン

セリングについて学んだりと自己研鑽を続けてい

た。トップリーダーとして教育活動を推進してい

く苦労は想像に余りある。 

考 察 

校長が教職員一人一人を理解し、信頼関係をも

ち、気軽に声をかけ合える間柄を築いていく。問

題が起こったときだけ話すという関係では、心を

開けないという理由だからである。 
A 校長は、教職員と共に作り上げた温かい職員

室が、人事異動で半数以上が入れ替わり、再び立

て直す点に苦労をした。そこで、転勤してきた教

職員の面談からスタートさせ、折を見て全教職員

へ声をかけて面談の回数を増やすことを意識し

た。学年の問題には学年主任と本人など、一対一

にこだわらずキャリアカウンセリングを行った。

また重要な内容については、しっかりと時間を確

保し教職員の相談には耳を傾けた。これは、校長

としての教員育成指標のマネジメント力の中の組

織運営・人材活用「職場環境を適正に保ち、教職

員の心身の健康に留意する」に当たり、管理職と

して教頭と力を合わせて取り組んだものである。

ただ、相性の悪い教師間が職員室全体の雰囲気を

悪化させた点は否めない。ピリピリとした環境を

作った者に気付きを促すために、外部講師の研修

会を行った校長の意図は、一般論としてしか伝わ

らず、自分たちが雰囲気を悪化させ反省するとこ

ろまで浸透できなかった。一般論で終わらせない

研修には、テーマごとにグループ分けしたり、教

職員のタイプごとに合わせた対話の仕方を練習し

たり、自分のこととして謙虚に受け止められる研

修が望まれることが明らかになった。 
B 校長は、教職員のメンタルヘルスについて時

間をかけて対応した。教育委員会が勧める「管理

職員パワーアップ講座」では、精神疾患の教職員

への対応についての研修があり、参考にしながら

も職場内での連携や主治医、家族などとのチーム

ワーク維持が困難だった。他の教職員からの不満

が出かけたことにいち早く気付いたものの、これ

は言い換えれば他の教職員の我慢の限界を意味し

ていた。本人が職場での勤務を希望していたとし

ても、組織として運営が難しいのであれば、的確

な判断や決断を迅速に行う点をどの時点にするの

がよいのか困難を極めた。キャリアカウンセリン

グでは、校長一人での判断がハラスメントになら

ないためにも、このようなケースは事例を基にし

た研修会での共通理解をもつことが重要になる。 

まとめ 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響

で、教職員の疲労度が心配される状況にある。特

に、疲労やストレスで「子どもの話をしっかり聞

けなくなる」と感じている教員は全体の 33.7%
であった。このような厳しい状況下であるからこ

そ、校長のキャリアカウンセリングは有効にな

る。また、学校経営力をいかに発揮していくのか

が問われると考える。 

【主な引用文献】 

石井杉生 校長としての心構え(1) 教育新聞

https://www.kyobun.co.jp/management/m20190124_

02/  2020/8/23 閲覧 
教育管理職研究会 2014「管理職のための教育

topics(7)」大日本図書 
文部科学省 2019 働き方改革について 

NPO 法人「教育改革 2020『共育の杜』教職員の

勤務実態調査」中日新聞 2020/8/22 
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経営学部生が長期海外インターンシップで直面する困難と乗り越え方 

 

上西智子 

（明治大学大学院情報コミュニケーション研究科博士後期課程） 

 

問題と目的 

日本、そして世界は感染症、気候変動や環境

破壊、経済格差、紛争といった地球上の課題も

ある。同時にビックデータや AI の活用、通信ネ

ットワークの高速化などデジタル革命も進んで

いる。そこで日本経済団体連合会は、これら次

元の異なる経済価値や社会価値を生み出す社会

となる Society 5.0の実現に向けては人材が鍵

であるとし、2020 年 3 月に採用と大学教育の未

来に関する産学協議会・報告書として「Society 

5.0 に向けた大学教育と採用に関する考え方」

を纏めた。2030年の姿として採用の多様化や実

践的な長期インターンシップと採用との接続を

あげている。 

これまでのインターンシップ研究の教育的効

果検証では社会人基礎力や職業観、学習意欲な

ど何かしらの効果上昇をみることができる。学

生は大学生活でインターシップのみ体験してい

るわけではない。澁谷(2019)はアルバイト経験

であっても職業選択や社会人としての働く上で

必要な能力を得ているという。また横田他

(2018)が述べるように大学においては短期留

学・留学・フィールドワーク・ボランティア等

多様な学習が用意され、学生は在学中に多様化

するメニューの中から複数回挑戦する。多様化

するメニュー各々の実践紹介・効果検証や学年

別のキャリア教育の効果検証と連携の研究はみ

られるものの、長期海外インターンシップでの

研究は少ない。 

本研究では都内 T 大学経営学部が正課科目で

実施した 4ヵ月～7 か月の東南アジアでの長期海

外インターンシップに参加した 3年次の学生

が、現場でどのような困難に直面し、どのよう

に乗り越えたかを明らかにすることである。長

期海外インターンシップに参加するまでの多様

化する学習メニューやアルバイト等の経験が活

かされているはずである。何がどのように活か

されているのか、その関係性を明らかにする。 

方法 

2017 年～2019 年に 3年次生で参加した在学中

の学生 10 名への半構造化インタビュー調査とす

る。2017 年～2018 年参加学生女子 8 名に対して

は 2018年 2月～2018 年 12 月までに各々２回～3

回のインタビューを行った。その結果を踏まえ

て授業内容が見直された 2019年科目に参加した

学生 2名に対し、2019 年 8 月と 2020 年 7月に

各々2 回のインタビューを行った。 

分析方法は、佐藤(2008)による事例―コー

ド・マトリクスとする。事例―コード・マトリ

クスは森を見て木を見る、木を見て森を見るこ

とにより、事例の特殊性にとらわれて一般的な

パターンを見失ってしまう傾向や少数の事例に

もとづく過度の一般化の傾向を避ける有効な手

だてとなる（佐藤、2008）。 

縦軸に学生、横軸に学生の属性（大学 2 年次

までの経験、生活形態、派遣先・派遣時期等）

と長期海外インターンシップの出発前から帰国

後迄に直面した困難と乗り越え方をコード化し

データをマトリクス化し比較を行った。 

結果 

分析の結果、13の属性、26 のコードが導き出

された。さらに学生が直面する困難と対応策を

カテゴリー化したものが表 1となる。直面する

困難は、19のカテゴリーに分かれた。乗り越え

方としては、高校・2年次生迄の多様な学校での

学習メニューや自主活動、家庭環境、現地での

職場における助言、現地コミュニティーの場や

余暇活動による気分転換、自己啓発といった

様々な経験と環境による乗り越えており、属性

データとの関係性が明らかになった。 
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図１は、全ての事例から経験や学びがどのよ

うに活かされて成長しているかを纏めたもので

ある。経験からの学びを実践した場合は、プラ

スの結果になり、自信や自分のものになってい

た。しかし実践しても国が違うことや背景が違

う人との協働のために失敗している事例があっ

た。しかし失敗からの学びを経て実践した場合

はプラスの影響を及ぼしていた。一方、過去の

経験から学びがあったものの、実践しないため

に変化が起きていない事例もあった。その場合

は変化がおきていなかった。実践しない理由

は、学生本人が必要性を感じていないこと。組

織の問題は自分一人の問題ではなく、実習終了

までに解決できないと判断し諦めている場合で

あった。 

考察 

3 年次生での長期海外インターンシップは幼少

期からの親の影響や高校時代を含めた大学 2 年

次生迄の経験や学びを土台として、実践するこ

とで自信を得て、更に実践することで学び成長

をしていた。Super（1957）がいう青年期のキャ

リアの成熟であると考えられる。しかしなが

ら、実践しなければ変化がない。振り返りを行

うことで経験を学生本人に意味づけることはで

きる。意味づけたことを学生本人の実践・行動

に結びつかせることで、更なる成長となると考

えられる。実践しない、行動しない理由は、学

生の性格や行動特性、環境の影響があるとも考

えられる。より学生の成長を促すには学生がイ

ンターンシップ実習前に学んだことを如何にし

て実践・行動に結びつかせるかになる。そのた

めにも大学と受入れ企業では個々の学生と共に

経験の棚卸を行い、その意味づけを共有し、実

習内容や指導方法を検討していく必要性がある

と考えられる。 

付記 

本研究は法政大学大学院キャリアデザイン学

研究科に提出した 2018 年度修士論文の調査デー

タに追加調査を実施し再分析したものである。 

 

引用・参考文献 

日本経済団体連合会 2020 Society 5.0 に向

けた大学教育と採用に関する考え方

（http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/

028.html?v=p）（2020 年 8 月 28 日） 

佐藤郁也 2008 質的データ分析法 新曜社 

Super D.E. 1957 THE PSYCHOLOGY OF CAREERS
／日本職業指導学会訳 1960 スーパー職業

生活の心理学 誠信書房. 

澁谷由紀 2019 大学生がインターンシップ経

験とアルバイト経験から得た学びについての

一考察 キャリア教育研究 37 巻 2 号 Pp. 

55-66. 

横田雅弘・太田浩・新見有紀子 2018 海外留

学がキャリアと人生に与えるインパクト 学

文社 

  

乗り越え方

業務面での不安

生活面での不安

選択肢のない派遣先への変更

空港で一人で到着

生活環境が想像との違い

社会人・上司との接し方・職場の立ち位置

業務の想像との違い

現地の言葉しか通じない

仕事が多くて溢れる

業務分担が上手く行かない

協力しない現地人がいる

地味な仕事が続く

新しく任された仕事が失敗

組織の問題に気づくが上司は知らない

新事業・企画の立ち上げ

担当商品が売れない

店舗開設、SNS開設

生活 現地人との同居にストレス

帰国後 大学に馴染めない

直面する困難

アルバイト経験
留学経験
インターンシップ経験
ボランティア経験
サークル活動

経営学部での学び
事前研修の学び

家庭環境・親の影響

上司の助言
同僚の助言
顧客の助言
インターンシップ先輩の助言
職場の観察

現地コミュニティーの場・余暇活動
自己啓発（言語習得）
インターネットで調べる

渡航前

到着時

着任時

業務

表１：事例ーコード・マトリクス分析結果（カテゴリー別）
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コロナ禍における救急車同乗体験シミュレーション実習の試み 

―プロフェッショナリズム教育科目の責務― 

 

〇久司一葉            澁谷良穂          髙道三春 

（金沢医科大学一般教育機構医療人文学）（金沢医科大学一般教育機構機構長）（内灘町消防本部消防長）                                           

背景 

医学教育モデル・コア・カリキュラムでは医師

として求められる基本的な資質・能力を 9項目掲

げている。その筆頭には「人の命に深く関わり健

康を守るという医師の職責を自覚し、患者中心の

医療を実践しながら、医師としての道（みち）を

究めていく」とする「医療プロフェッショナリズ

ム」がある。本学では、平成 30年度より、プロフ

ェッショナリズム教育の一環として、医学部低学

年での早期体験実習を行っている。1 学年で、特

別養護老人ホームや病院での医療福祉体験実習、

2 学年は本学病院での看護体験実習、3 学年は救

急車同乗体験実習である。令和 2 年度より、1 学

年に救急車同乗体験実習を、2 学年に医療福祉体

験実習を、および 3学年に看護体験実習を展開す

る計画であった。筆者らは、本実習担当教員とし

て実習準備を進めていたが、新型コロナウイルス

感染（COVID-19）に伴う大学の方針により、現場

での実習が中止となった。今回、内灘町消防本部

の協力により、新たな教材を作成し救急車同乗体

験のシミュレーションを実習として実施したの

で報告する。 

 

金沢医科大学医学部での実践例 

・従来の救急車同乗体験実習経緯と実際 

 本学における救急車同乗体験実習（以降本体験

実習）は、平成 17 年度に 3 学年を対象とした早

期臨床体験実習として導入された。実習期間は学

生の夏季休暇期間から年内の土曜日、日曜日、お

よび祝日の午前 8時30分から午後 5時迄である。

消防署内で救急隊員と行動を共にし、救急車出動

要請時に、4 人目の同乗者として臨場した。見学

実習であるが、状況が許せば救命救急士の指導の

もと、バイタルサイン測定や、傷病者家族との会

話を行った。実習終了後、実習生は体験をレポー

トにして提出した。また、消防署の担当者が実習

時間の様子について記載した。救急の事故種別は

多岐にわたる。通信指令室で可能な限りの情報収

集が行われるが、現場に到着するまで詳細は不明

である。したがって、交通事故による身体損傷や、

自死、水難事故等の実習生にとって衝撃の大きい

事案から、運動中のけがや高齢者の転倒受傷とい

った比較的軽症の事案までと、実習生の体験する

内容にはばらつきがあった。実習時間内に要請が

あれば、救急隊員と共に何度も臨場していた。一

方で、救急車出動要請のない場合は、救急資機材

の点検や補充、署内での救命処置訓練等、救急隊

員の普段の活動に同行・参加した。平成 17年度か

ら昨年度までの実習生の平均救急車同乗率は 6割

弱で、約 4割の学生は救急車への乗車のない実習

となっていた。 

 プロフェッショナリズム教育を主眼とする教

科である「医療プロフェッショナリズム（以降医

プロ）入門（1学年）」「医プロⅡ（2学年）」「医プ

ロⅢ（3学年）」の実習では、科目間で連携し学年

を追うごとにステップアップすることが目標の

１つである。令和 2年度の実習が変更となったこ

とを機に、実習の目標や方法論の見直しを行った。 

 

・従来の本体験実習の実態に関する聞き取り 

 実習先の 3か所の消防本部を訪問し、本体験実

習が「医プロ入門」の一環として位置付けられ、

成績評価対象科目であること、また、実習生が 3

年生から 1年生へ変更となることについて、説明

した。担当教員が消防本部の実習担当者と直接関

わることは初めてであった。消防本部消防長や消

防署長も同席のうえ、面談を行った。本学病院救

急センターが救急搬送先医療機関の一つである
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ことや、救命救急士の訓練時の交流があることか

ら、いずれの消防本部の方も、本学の実習に対し

て好意的・協力的であった。これまでの実習生や

実習の様子を振り返りながら、改善の必要性を含

めた建設的な意見交換の場を持つことができた。 

 救急要請のないときは平穏でよい反面、救急車

同乗ができないため、救急隊員が実習生に対して

申し訳ないと感じていたことがわかった。また、

死亡事例や内臓破裂、心肺停止等に直面すること

で受ける心的衝撃は、救急隊員であってもストレ

スが大きく、先輩署員によるケアを行っているこ

とを知った。さらに、危険から身を守るためのヘ

ルメットや防護服、長靴などについて、実習生用

の物がなく、これまで非番の救急隊員の所有品を

借りていたことも判明し、実習のために準備すべ

き物品や事前学習の内容、また、心理的ケアが不

可欠であるなど、今後に向けて重要な点の確認が

できた。 

 

・令和 2年度「医プロ入門」における本体験実習 

準備及び新規企画 

 本体験実習の目的は、「医療従事者としてのプ

ロフェッショナリズムを学ぶこと」である。救命

救急士が傷病者と出会う初めての医療従事者で

あることから、「命」と「医師という職業について」

考えることを目的に加えた。また、実習に必要な

技術、例えば一次救命処置やストレッチャーの操

作、バイタルサイン測定は、手技の熟達を目指す

のではなく、救急隊員が実施していることの意味

を理解する目的で計画した。また、学生各々の体

験を振り返ることで、実習で目にしたことや感じ

たこと等、学生間での共有化を計画した。この振

り返りは、心的ストレスのケアの目的も含め「デ

ブリーフィング」として少人数グループで行う予

定を立てた。 

 

・COVID-19による現場での実習中止 

 4 月上旬に、「医プロ入門」をはじめ、すべて

の体験実習の中止が決定した。学内で代替実施

できる内容及び方法を検討し始めた矢先に、学

生の登校禁止の措置が取られた。今年度の状況

は避けられるものではないが、本体験実習は、

上の学年における実習の基盤となる重要な意味

合いを持つ。そこで、本体験実習に即した新た

な視聴覚教材を作成し、実習の目標に近づけら

れないか、科目担当教員間で検討を重ねた。最

寄りの内灘町消防本部消防長に視聴覚教材作成

について相談したところ快諾いただき、複数回

の打ち合わせ後、本学出版メディア課カメラマ

ンの同行で、内灘町消防本部庁内での撮影およ

び、DVD作成に至った。 

 

・授業での DVD視聴の実際とアンケート結果 

 第１学年のスタジオ教室より ZOOMを介して、

授業のガイダンスと DVDの視聴を実施した。119

番通報から医療機関搬送まで、および庁内での

訓練など、全編約 30分の映像を視聴した。学生

にはレポートを課した。併せて実施したアンケ

ートでは、救急車の乗車経験のある学生が 26名

（24.5％）、搬送された経験のある学生が 20名

（18.9％）であった。また、救急車や救急隊員

の役割を知っていた学生が 44名（41.5％）、こ

の授業を通して、救急車や救急隊員の役割を知

った学生が 88名（83.0％）であった。さらに、

この授業で救急車や救急隊員の役割と医療機関

の連携について知った学生が 87名（82.1％）、

この授業を終え、医学生であることを再認識し

たと答えた学生が 103名（97.2％）であった。 

 

おわりに 

実際の体験実習に勝るものはないとはいえ、

約 4割の学生が救急車同乗を体験できないのが

実情である。その点を考慮すると、今年度、受

講者全員が DVD視聴により臨場感と共に救命救

急士の役割と救急車及び医療機関の連携を学習

できたことは、単なる実習の代替ではなく新た

な授業方法の発見であると言えよう。 

謝辞：内灘町消防本部の皆様方にはご多用の

ところご協力を賜り、心謝いたします。 

文献 

医学教育モデル・コア・カリキュラム 平成 28 年度改訂版 

金沢医科大学概要 2019/2020，学校法人金沢医科大学 p.10 
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若年就業希望者のための社会的能力向上ワークショップ開発 

―社会性と情動の学習プログラム「SEL-8Career」の試行― 

 

小泉 令三 

（福岡教育大学） 

 

問題と目的 

 わが国の産業構造や就業構造の変化により，若者

の社会的・職業的自立や学校から社会・職業への円

滑な移行が必要とされ，キャリア教育の推進と充実

が求められている（中央教育審議会，2011）。これに

もとづき，小学校～高等学校ではキャリア教育が進

められてきているが，高等学校卒業後の社会的自立

が困難な生徒や，また就業を希望しつつも未就職の

若者に対する具体的支援については十分とは言え

ない。 

 キャリア教育では，基礎的・汎用的能力の育成が

図られているが，これには他者と関わる社会的能力

が深く関わっている。本研究ではこの社会的能力の

育成に，「社会性と情動の学習」（ social and 

emotional learning: SEL）を用いる。SEL は，

「自己の捉え方と他者との関わり方を基礎とした，対

人関係に関するスキル，態度，価値観を育てる学習」

（小泉，2011）と説明されるプラットフォームで，この

上で欧米を中心におもに学校等での実践用に多数

の教育プログラムが開発・実践されてきている。 

 本研究では，教育的援助ニーズを有する若年就業

希望者を対象に，SEL の枠組みにもとづく SEL-

8Career(Social and Emotional Learning of 

8 Abilities for Career Development)プログ

ラムを開発して試行し，基礎的・汎用的能力の育成

につながる社会的能力の向上における効果を検討

することを目的とする。 

方法 

参加者 

 就業支援企業Ａ社を通して募集した就職希望者 4

名（男性 3 名，女性 1 名）が参加した。全員が 20～

３０代で，非正規雇用あるいはアルバイトの経験はあ

るが，正規雇用を目指して就職活動を行っていた。 

実施時期及び実施場所 

 12月初旬から 1月初めにかけて，ほぼ 1週間に 1

回の割合で，1 回約 60～70 分程度のセッションを

計 5 回実施した。会場は，Ａ社のミーティングルーム

を使用した。 

学習プログラム 

 本研究で開発したSEL-8Careerプログラムでは，

8 つの社会的能力，すなわちａ.自己への気づき，ｂ.

他者への気づき，ｃ.自己のコントロール，ｄ.対人関係，

ｅ.責任ある意思決定，ｆ.生活上の問題防止のスキル，

ｇ.人生の重要事態に対処する能力，ｈ.積極的，貢献

的な奉仕活動を育成することを目指している。a～e

の 5つを基礎的な社会的能力，e～hの 3つを応用

的な社会的能力と区分している。 

 本試行では，これらの社会的能力を育てるために

次のテーマで 5 セッションを実施した：あいさつと自

己紹介，聞き方と話し方，ストレスへの対処，頼み方

と断り方，トラブルを乗り越える。 

手続き 

 毎回，最初に短いアイスブレーキングを実施した後，

2 回目以降は前回のセッション後の生活について，

特に前回までのテーマに関する体験や行動を中心に

交流を行った。そのあと，用意した資料をもとにその

セッションのテーマに関する説明を行った。それに続

いて，適宜相手を変えてロールプレイを中心にスキ

ルの訓練を実施した。最後に，そのセッションの感想

を交流したのち，振り返りシート（後述）に記入し，さ

らに日常生活での活用を促す話をして終了した。 

 インストラクターは著者が担当し，Ａ社社員 1 名が

補助および記録を担当した。社会的能力の測定（後

述）は，第 1 セッション開始前と第 5 セッション実施

後に実施した。 

測定事項 

(1)社会的能力 キャリア発達社会的能力尺度（24

項目，5 段階評定）を用いた。これは，SEL-
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8Careerプログラムで育成を図る 8つの社会的能

力を測定するための自己評定尺度で，妥当性と信頼

性の検証が行われている（Koizumi, 2019）。約

1400 名の生徒の回答をもとに，8 つの因子の因子

ごとの得点が偏差値表記（平均=50）される。 

(2)ワークショップふり返り ふり返りシートで，①

該当セッションのテーマに関するスキルの理解（“分

かった”），ロールプレイや練習の出来（“うまくでき

た”），活用への意欲（“生活で活用しようと思う”）を

5 段階で尋ねた。また，②前回からの約 1 週間で使

用したスキルについて，その前までのセッションで学

習したスキルごとに 5段階で尋ねた。すなわち，第 4

回目のセッションであれば，第 1～3セッションの３つ

のテーマについて，過去 1週間の間の使用頻度を質

問した。③各セッションでの感想を自由記述で求め

た。 

結果と考察 

 キャリア発達社会的能力尺度の得点について，図

に4名の参加者の事前・事後の偏差値平均を示した。

全般的に得点が低目で，特に「人生の重要事態に対

処する能力」が低く，就職にともなう環境変化への自

信のなさを確認することができた。また「自己への気

づき」「他者への気づき」は事後に低下していたが，こ

れはセッションの経験により，自己評価の基準が厳

しくなったためと推察される。 

 ワークショップふり返りの中で，①該当セッションに

関する 3つの問いについては，個人差はあるが全 5

回を平均（3 問×4 名×5 回）すると M=4.47 とか

なり高く，スキルの理解やロールプレイ・練習の出来，

そして活用への意欲はかなり高いと判断できる。し

かし，②セッションを重ねてもそれ以前のセッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容を日常生活で活用する頻度が高くはなく（例：

聞き方・話し方のスキル活用 M=3.30：頼み方・断

り方のスキル活用 M=3.33），該当セッション内で

のスキル訓練の頻度をできる限り高める必要性が示

された。③自由記述では，「頭ではわかっていても，

いざ実践してみると，うまくいかないことがよくわか

った。」「頼むときは，内容さえ伝えれば良いという考

えだったが，相手のことを考えて理由を言ったりして，

スムーズに行動できるようにしたい。」「今までトラブ

ルの解決ということはあまりしなくて，忘れることです

ませていた。これから，今日のことを役立てていこう

と思う。」など，自省的でかつ今後の実践意欲が示さ

れているものが多かった。 

 今後は，セッション数を増やすとともに，1 回のセッ

ションの時間を長くして，スキル訓練やその復習等の

時間を可能な限り確保する必要がある。 

引用文献 

中央教育審議会 2011 今後の学校におけるキャリ

ア教育・職業教育の在り方について(答申) 

小泉令三 2011 子どもの人間関係能力を育てる

SEL-8S①―社会性と情動の学習(SEL-8S)の

導入と実践 ミネルヴァ書房 

小泉令三 2018 キャリア発達のための社会性と情

動の学習（SEL-8Career）プログラムの試案構

成 福岡教育大学紀要, 67(4), 185-194. 

Koizumi, R. 2019 Development of Social and 

Emotional Competence Scale of Eight 

Abilities in Career Development: SEC-

8Career Scale. International Convention of 

Psychological Science 2019 (Paris). 

 [付]本研究は JSPS科研費 JP18K03042の助成を受けた。 

図 キャリア発達社会的能力尺度の得点（偏差値）の事前・事後の変化 

#＝偏差値 40以下を表す。 
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看護師養成課程解剖学教育に教育カウンセラー的関わり方を導入の効果 

 

 ○神崎秀嗣  

 （秀明大学）  

 

問題と目的 

解剖学は医療専門職の養成においては、基本

的科目であり、看護学部 1 年生の前期から通年

で学ぶ。臨地実習などで必要となる基本中の基

本の知識であり、三次元的な知識の定着が必要

である。これまで、ガニエの 9 教授事象を用い

た講義中心の授業を行っていたが(神崎他、

2017)、教員・学生とも負担が強く、特に学生に

は退屈で分かりにくいようであった。そこで苦

手意識を和らげるために、学生との関わり方を

重視し、「仕事理解」を促すような講義を行い、

その効果を測定することを試みた。 

方法 

学生との関わり方を重視し、仕事理解を促す

ような講義として、「ゆるい」質問を投げかける

（ペアワーク構成的グループエンカインター

(SGE)）、キャリアカウンセリング的関わり方

(CC)と、さらに「身体の白地図」に臓器・血管

を記載するようなにグループワーク(GW)を行っ

た。最後に解剖学の復習と生命倫理の講義の講

習を行った上で検体解剖見学実習を実施した。

大和大学保健医療学部研究倫理委員会の審査を

受けた(YHA2015-11)。 

1. 「ゆるい」質問を投げかける（ペアワーク構

成的グループエンカインター(SGE)） 

SGE は國分康孝らが日本に導入した「集合的グ

ループ体験」にことであり、「ふれあいと自他発

見」を目的とし、それを通して参加者の「行動変

容」を目標とする。究極的には「人間成長」を目

標とする。つまり、人間関係開発を意図した教育

カウンセリングにグループ アプローチである

(吉田、2013)。 

2. キャリアカウンセリング的関わり方(CC) 

アレン・アイビーのマイクロカウンセリングの 

基本的傾聴、関わり行動（言語的追跡、身体言語、

声の質、視線など）、開かれた質問、閉ざされた質

問、クライエント観察技法、はげまし、言い換え、

要約、感情の反映など基本的なかかわり方を用い

た（福原 2007）。 

3. 「身体の白地図」に臓器・血管を記載するよ

うなにグループワーク(GW) 

以下のような白地図を用意し、グループで 

内臓の位置を色鉛筆で記入させた。 

 

図 1. 身体の白地図 

4. 検体解剖見学実習 

解剖学の復習と生命倫理の講義の講習を合わ

せて 4 コマ（90 分/コマ）行った上で、検体解剖

見学実習を実施した。その後、感想文を書いても

らうことで、内省を促し、考え・感じたことを言

語化し、まとめてもらった。 
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結果 

CCでは、期末試験において 20点以上好成績だ

った（p<0.05）。また SGEでも、期末試験におい

て 20 点以上好成績だった（p<0.05）。しかし、

上記 1,2 の試みを同時に行ったところ、相乗効

果は見られなかった。 

「身体の白地図」に臓器・血管を記載するよ

うなにグループワーク(GW)では、学生から「身

体の白地図のワークは、みんなで調べながら行

えたので、臓器の場所がよく分かった。」など好

意的なコメントを多数得た。 

最後に解剖学の復習と生命倫理の講義の講習

を行った上で検体解剖見学を実施したところ、生

命の尊厳だけでなく、三次元的な解剖学の知識を

促すというインタビューコメントを得た。また授

業の満足度（授業科目への関心・興味を引く出す

工夫や授業を受けて良かったかなど）についての

授業アンケートでも高評価であり、９７％が「良

い」という評価であった。 

結論 

CC、SGE を行ったところ、成績だけでなく、学

生からは「先生の質問が面白い」「楽しい」「ペア

ワークやグループワークが面白かった。」などの

言葉が定性的なインタビューから出たことから、

これらの手法は解剖学にも効果的のように思わ

れた。また検体解剖見学実習を実施したところ、

生命の尊厳だけでなく、三次元的な解剖学の知識

を促すというインタビューコメントを得たこと

から、講義中心ではなく、実習は学生の理解を促

す効果があると思われた。また、「このような貴重

な機会を下さり、本当にありがとうございまし

た。」「ご献体の先生方に対して、学ばせて頂いた

ことに感謝の気持ちを忘れず、これからの医療従

事者として、今日の経験を存分に活かせるよう頑

張ります。」「丁寧に説明していただきありがとう

ございました。看護･医療職の視点などを教えて

もらい、身体についてより知っていく必要がある

ことが分かりました。」「私たちに、解剖見学とい

う貴重な機会を与えて下さり、ありがとうござい

ました。先生方、ご献体の方々に感謝の気持ちを

忘れず、看護師になるために頑張りたいと思いま

す。本当にありがとうございました。」などの医療

専門職としての仕事理解を促すようなコメント

を得た。  

考察 

CC、SGEを行ったが、教科書だけの講義より

も、CC, SGE、特に GW の導入は効果的であっ

た。講義中心ではなく、CC, SGE、GW や検体解剖

見学実習は学生の「仕事理解」や「ありたい

姿」を見出すよう促す効果があると思われた。

CCと SGE との相乗効果は今後も検討していき

た。GW単独、検体解剖実習単独の効果も検討し

たい。現在、Zoom など LMS での効果を検討中で

あるが、CCと SGE は効果的のような初期的結果

を得ている。現在さらに検討を進めている。 

謝辞 

なおこの研究は一部、科研費(20K0999, 

20K10644)のサポートを受けている。 
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大学生の就職活動目標が情報探索戦略に与える影響について 

―内定獲得時期に着目して― 
 

小菅清香 
（学習院大学文学部心理学科） 

 

問題と目的 

 自己調整理論において，成果を左右する「情

報探索戦略」は，就職活動時の「志望の明瞭

さ」と「就職活動目標（Job Search Goal，以下

JSG）」）の高低 2 水準の目標で規定される（小

菅,2020）。活動制御の要となる低次の JSG に着目

した小菅（2019, 2020）は，大学生の JSG に 4 因

子を見出した（「基礎的情報収集（e.g. 就職活動

に慣れる）」「社会人訪問（e.g. 志望企業の実態

を社員から聞く）」「選択肢の確保（e.g. 持ち駒

を多くもつ）」「一社集中（e.g. 志望する 1 社に

かける時間を増やす）」）。また，時期により追求

されやすい目標があることを明らかにした。 
 次いで小菅（2020）の 4 年生を対象とした調

査からは，①志望が明瞭な順に「焦点型戦略

（e.g.就職先候補を絞ることで満足度の高い内定

を導く望ましい戦略）」，「探索型戦略（e.g.積極

的な探索から内定をもたらす次善の戦略）」，「場

当たり型戦略（e.g.志望は不明瞭で非合理的なた

めに内定のとれない不適切な戦略）」が使用され

る，②志望の明瞭さが同程度の場合に JSG の

「一社集中」を重視するほど「焦点型戦略」，重

視しないほど「探索型戦略」が使用されること

を見出した。したがって志望を明瞭にする，志

望が不明瞭でも一社への努力投入を増すことが

より有効な戦略使用のために重要と結論づけ

た。しかし一時点調査かつ調査時期が一般の就

職活動スケジュールの後半であったことから，

両目標と情報探索戦略の変化および目標間の因

果関係にまで言及できなかった。 
 そこで本研究では，4 時点の縦断調査により両

目標と情報探索戦略の関係について検討する

（各変数の変化については，小菅（2017）参

照）。就職活動を行う学生は，就活スケジュール

の影響を受け，かつ就職活動の進捗が異なるこ

とから，調査時点で重視される目標や活動は異

なることが予想される。焦点型戦略をもたらす

とされた，志望の明瞭さと JSG の「一社集中」

が時間経過に伴い変化するのかに特に着目す

る。以上のことを踏まえ，本調査では就職活動

過程で内定獲得に影響する目標や活動がいかに

変化するかをみることは，支援内容だけでなく

支援時期も含めた議論ができる点で有用であろ

う。 

方法 

 調査協力者 関東圏内の私立大学 2 校に通う

就職活動中の大学 3 年生 110 名（調査期間中 4
年生へ進学）の内，全 4 回の調査に参加し，回

答に不備のない 78 名を分析対象とした（男性 53
名，女性 25 名；平均年齢 21.3 歳，SD＝0.8）。 
 調査時期と手続き 心理学講義受講者に調査

協力の依頼をし，同意を得られた学生に Web 上

で回答を依頼した。計 4 回の調査（T1：2016 年

3 月下旬～5 月，T2：6 月下旬～7 月，T3：8 月

下旬～9 月，T4：10 月下旬～12 月）について，

参加者が自身の PC もしくはスマートフォンを利

用して回答した。 
 調査内容 （a）進路希望。（b）活動状況：内

定獲得の有無，活動中か否か。（c）志望の明瞭

さ：下村（1999）による職業レディネス「明瞭

性」の 5 項目，5 件法。（d）JSG：小菅（2020）
作成。就職活動一般において重要かどうかでは

なく，今この時点で重要かどうかを各 JSG につ

いて尋ねる項目。5 件法。（e）情報探索戦略：

Crossley & Highhouse（2005）による計 16 項目を

邦訳し使用した。「以下の質問は○月現在（調査



－  －

時点）のあなたの行動にどのくらい当てはまり

ますか」と教示し，5 件法で回答させた。（f）内

定獲得時期：各時点での内定状況からダミー変

数を作成した（内定獲得時期が T1 で「１」～未

内定の「５」）。 

結果 

各調査時点での内定状況を鑑み，最も内定獲

得を分けた T2 までのデータを用いた（Table1）。
Table1 T1～T4 での内定状況（人） 

 2 時点における志望の明瞭さ，JSG，情報探索 
戦略の関連を検討するため，構造方程式モデリ

ングにより図 1 に示したような交差遅延パネル

モデルを構成して分析を行った。また，T1 およ

び T2 の変数の誤差間には，共分散を仮定した。

分析の結果，適合度はχ2＝183.425（p<.001），
GFI=.801，AGFI=.719，RMSEA=.095 となった。

図 1 からは，T1 に志望が明瞭な者で，一社集中

を重視しなければ探索型戦略を使用し，重視す

れば焦点型戦略の使用に至っており，T2 でも 
同じ戦略を継続して使用していた。一方，内定 

図 1 T2 までの交差遅延パネルモデル（N=78） 

獲得時期の遅い者ほど，T2 でも志望が不明瞭で

あり，「基礎的情報収集」と「選択肢の確保」を

重視し，後者の目標追求は場当たり型戦略の使

用につながっていた。 

考察 

 T2 は選考が解禁され，本調査でも半数以上が

内定を獲得していた。このため，本来は未内定

を予防するための「選択肢の確保」という JSG
は，焦りの結果として追求され，場当たり型戦

略の使用に至らせたものと考えられた。 
 T1 で JSG の「一社集中」を重視するか否かで

使用される戦略が左右されることは小菅

（2020）を支持する結果となった。また，内定

獲得時期の早い者ほど T2 での志望が明瞭であ

り，それは焦点型戦略の使用に繋がっていた。

しかし，T2 の志望の明瞭さへ繋がるパスは出

ず，また T1 での使用戦略が T2 でも使用されて

いることからも，志望明瞭のなりにくさ，戦略

の変容しにくさが同時に示される結果となっ

た。 小菅（2017）では，有効とされる焦点型

戦略とその規定因である JSG は，単なる時間経

過（活動経過）によってはもたらされないこと

が示されていたが，今後はいかに志望が明瞭と

なるかの検討が必要であることが示唆された。 
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商業高校生のキャリア成熟と進路選択自己効力感育成の実態 

 

○小林通浩             黒田麻衣子          竹口幸志 

（鳴門教育大学大学院 学校教育研究科）  （鳴門教育大学）       （鳴門教育大学） 

 

問題と目的 

全国商業高等学校長協会(2011)は，卒業間近に

控えた全国 93校 6,728名の 3年生に調査を実施し

た。その結果，「あなたは自分の適性を認識して，

それを伸ばそうと努力していますか。」という問い

に対して 24.5％の否定的な回答が得られている。

また，「あなたは自分の生き方や将来設計に関係し

て，今取り組むべき学習や活動がどのようなもの

であるかを理解していますか。」の問いに対して，

24.0％の否定的回答が得られている。本調査結果

は，「生き方・在り方」について十分に理解できな

いまま高校生活を終えようとしている生徒がいる

ことを示している。 

Bandura（1977a）ら自己効力感の先行研究に示

されるように，自己の適性の認識や自己効力感の

醸成に否定的な場合，自分自身の生き方や自分自

身の将来の在り方について考えることができない

可能性が生じることを明らかにしている。 

本研究では，商業高校の生徒やその卒業生を対

象として，進路選択自己効力感の質問紙調査や聞

き取り調査を実施し，現在の商業高校におけるキ

ャリア成熟や進路選択自己効力感の育成の実態に

ついて分析した。 

 

方 法 

商業高校 Aにおける生徒の進路選択自己効力感

の実態について，浦上(1993)「進路選択に対する

自己効力尺度」を用いた質問紙調査を実施した。

対象は，在校生 235名（1年 78名，2年生 81名，

3年生 76名）とした。調査結果集計後，キャリア

成熟に関わる 3観点として「自己理解」，「興味・

やりたいこと」，「将来の生き方や在り方」につい

て分析し，キャリア教育の実態と課題を検討した。

本要旨では，紙面の都合上，キャリア成熟が期待

される 3年生の分析結果を中心に報告する。 

 

結 果 

１ トピック「自己理解」 

「進路選択に対する自己効力尺度」のうち①自

分の能力を正確に評価すること，②人間相手の仕

事か，情報相手の仕事か，どちらが自分に適して

いるか決めること，③自分の才能を，最も生かせ

ると思う職業的分野を決めることを「自己理解」

としてまとめ分析を行った。結果を図 1に示す。
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図１ トピック「自己理解」 

①は，40.8％が否定的回答をしており，自分

の能力を評価する自信がないまま進路選択に至

っている生徒がいることが明らとなった。また，

②及び③の否定的回答は 28.9％となっており，

自己効力感が低いまま進路選択に至っている生

徒がいることが明らかとなった。進路決定時期

を迎えるにも関わらず，「自己理解」が進まず，

キャリア成熟に十分に至らない生徒がいること

が課題として指摘される。 

２ トピック「興味・やりたいこと」 

「進路選択に対する自己効力尺度」のうち，④

自分の興味に合うと思われる職業を選ぶこと，⑤

自分が従事したい職業（職種）の仕事内容を知る

こと，⑥自分の理想の仕事を思い浮かべることを

「興味・やりたいこと」としてまとめ分析を行っ

た。結果を図 2に示す。 
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図２ トピック「興味・やりたいこと」 

④は，22.3％が否定的回答をしており，職業に

対する興味ややりたいことが持てていない生徒が

いることが明らかとなった。⑤は 22.4％が否定的
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回答をしており，自分が従事したい職業（職種）

の仕事内容を知らない生徒がいることが明らかと

なった。⑥は 21.1％が否定的回答をしており，自

分の理想の仕事が思い浮かべられない生徒がいる

ことが明らかとなった。近年は，新しい産業や職

業が次々と登場し，雇用形態も変化している。生

徒にとって職業は見えにくく，職業を深く理解す

ることが困難となっており，一部の職業に対する

興味や憧れが生じざるを得ない状況も発生してい

るものと考えられる。生徒の進路選択に対する主

体性の有無のみならず，教員の進路選択指導に対

する主体性の有無も今後の課題として指摘される。 

３ トピック「将来の生き方や在り方」 

「進路選択に対する自己効力尺度」のうち，⑦３

年先の目標を設定し，計画をたてること，⑧自分

の望むライフスタイルに合った職業を探すこと，

⑨自分の将来設計にあった職業を探すことを「将

来の生き方や在り方」としてまとめ分析を行った。

結果を図 3に示す。なお，⑦の質問項目について，

本調査は高校生を対象としているため，浦上

(1993)の当該の質問項目を 3年と置き換えて調査

している。 

 

図 3 トピック「興味・やりたいこと」 

⑦は，79%が否定的回答をしており，キャリアプ

ランニング能力が低い生徒が多くいることが明ら

かとなった。⑧は，26.3％が否定的回答をしてお

り，ライフスタイルに合った職業を探すことでき

ない生徒がいることが明らかとなった。⑨は

27.7％が否定的な回答をしており，将来設計にあ

った職業を探すことができない生徒がいることが

明らかとなった。将来に向けて目標設定ができな

い生徒が多く，進路選択時期にも関わらず，将来

設計やライフスタイルが見えていない生徒が多く

いることが課題として指摘される。 

 

考 察 

商業高校 A においては，現今のキャリア教育が

目指す目標は十分に達していないことが明らかと

なった。ＨＲ活動で取り組む進路学習による情報

収集は各校学期に１回程度は確保されているもの

の，限られた年月の中で卒業生の講話や保護者を

交えた進路指導を工夫するのみでは，生徒の進路

選択自己効力感の育成やキャリア成熟を目指すこ

とは困難である。そこで，カリキュラム開発の観

点から現状を改善する方策を提案したい。 

進路先が多様化している商業高校においては，

より多くの生徒に自らのキャリア成熟に対する探

究心を持たせるために継続性のある指導とカリキ

ュラム・マネジメントの視座が必要とされる。商

業高校の教科指導においては教育課程の 25 単位

以上を履修する教科「商業」が，どのような指導

を行うかが生徒のキャリア成熟に大きな影響を与

える。そこで，原則履修科目である「ビジネス基

礎」に着目した。 

「ビジネス基礎」は，地域産業をはじめ経済社

会の健全で持続的な発展のため，ビジネスの展開

について，組織の一員としての役割を果たすこと

ができるようにすることをねらいとしている。生

産，流通，金融などに関わるビジジネスの動向・

課題について，具体的な事例と関連付けて取り扱

うこととなっており，職業理解をより深めること

ができる。また，実際にビジネス現場でフィール

ドワークや聞取り調査などを行うことにより，働

く人を見て学ぶなどの「代理体験」から自己効力

感を高めることができる。さらに，商業教育特有

の実践的・体験的な学習を通じて，小さくてもや

り遂げた経験や成功体験の積み重ねが「制御体験」

につながり自己効力感を高めることができる。 

しかし，「ビジネス基礎」の教育課程編成の現状

は，簿記関連・情報関連の単位数を確保するため

に，単位数を減じる対象となっている。これまで

も教科「商業」の学びそのものが，社会的・職業

的自立に向けて必要な基盤となる能力を培ってき

たことを思い返し，生徒のキャリア成熟に向けて

「ビジネス基礎」の教育課程上の改善が求められ

る。 
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ライフ・キャリアの視点を重視した授業が大学生のキャリア意識・行動に及ぼす影響 

 

―ワーク・キャリアの視点を重視した授業による教育効果との比較検証― 

 

 ○小山知子 杉本英晴 

 （駿河台大学） （駿河台大学） 

 

問題と目的 

2011 年の大学設置基準改正により，大学でのキ

ャリアガイダンスが義務づけられ，現在，ほとん

どの大学でキャリア教育科目が設置されている。

近年においては，ライフ・キャリアの視点を取り

入れたキャリア教育の必要性が高まり，授業の実

践報告（丸山，2016），授業の方向性に関する考察

（荻野，2019）などの研究が蓄積されつつある。

ワーク・キャリアに関する教育支援も継続して行

われており，今後はそれぞれの特徴を活かした教

育支援を行っていくという視点を持つことが重

要になるだろう。 

本研究では，ワーク・キャリア，ライフ・キャ

リアそれぞれに主眼を置いたキャリア教育の授

業の効果を比較検証する。教育目標が異なる授業

を受けたのち，受講生の進路選択に対する考え方，

捉え方にはどのような共通点あるいは相違点が

あるだろうか。大学生独自の視点を検討するため，

自由記述回答を収集し，各授業の特徴と教育効果

を明らかにしていくことを目的とする。なお，本

研究におけるライフ・キャリアを重視したキャリ

ア教育科目では「卒業後から 30 歳くらいまでに

視野を拡大し,各ライフステージで仕事，家庭，余

暇の過ごし方など，社会生活を統合し，今後の大

学生活の過ごし方を考えていく」ことを目標とし

ている。一方，ワーク・キャリアに主眼を置いた

キャリア教育科目では「進路選択，特に就職活動

の準備に向けて自己理解，職業探索，業界研究の

方法を知り，就職活動の前段階に位置づけられる

インターンシップへの準備も行う」ことを目標と

位置付けている。 

方法 

＜調査対象者＞ 関東圏内の大学生 263 名を

対象とした。性別，学年の内訳は表 1 に示す。 

 
表 1 調査対象者の性別・学年の内訳 

 人数 性別 2 年 3 年 4 年 

実験群 123 名 男 80 名 

女 43 名 

74 名 

40 名 

2 名 

1 名 

4 名 

2 名 

統制群 140 名 男 95 名 

女 45 名 

11 名 

7 名 

84 名 

38 名 

0 名 

0 名 

実験群：ライフキャリア教育科目受講者 統制群：ワークキャリア教育科目受講者 

＜調査内容＞ 質問①「この授業を受けて，今

後自分の進路をどのように選択していきたいと

思いましたか。」，質問②「この授業を受けて，以

前より考えるようになったり，行動するようにな

ったことはありますか。あるとしたら，どのよう

なことでしょうか。できるだけ具体的に例を挙げ

て説明してください。」という教示に自由記述形

式で回答を求めた。 
＜調査時期と手続き＞ 2019 年 7 月下旬にキ

ャリア教育科目の授業中に行われた。調査の同意

が得られた学生に，上記の調査内容を含んだ質問

紙を配布し，授業内に回収した。本研究は駿河台

大学の研究倫理審査にて承認を得ている（承認番

号：01 駿研倫第 1-3 号）。 
＜分析方法と妥当性信頼性の確保＞ KJ 法を

用いて分析した。KJ 法は多数の質的データを比

較しながら関係性を明らかにする手法として優

れており，本研究に最適であると判断した。分析

にあたっては川喜多研究所の委託を受けた KJ 法

研修機関の指導員よりスーパーバイズを受けた。 
結果と考察 

＜質問①＞ 実験群の回答は 119ラベルに集約

され，3つのグループが抽出された。【生計という

ことを考えて仕事を選ぶ（59ラベル）】【思ってい

る以上に選択肢があるかもしれないからちゃん

と調べよう（34 ラベル）】というグループを併せ



－  －

ると，企業の制度，働き方を調べ，結婚，家族，

健康管理も考えたうえで選んでいきたいとする

回答が 78％を占めた（図 1）。統制群の回答は 127

ラベルのうち，【自分が活きる仕事（ところ）に就

きたい（85 ラベル）】が 66％を占めた。「自分の能

力が最大限発揮できると思う仕事を選択してい

きたい」「進路を広げて考え，自分に合うものを見

つけたい」など，これまで興味関心を抱いていな

かった業界にも目を向け，選択していきたいとす

る一方，【自分のライフスタイルと仕事に折り合

いをつける（31 ラベル）】といった先の人生を考

えたうえで選択したいとする回答は 24％にとど

まった（図 2）。両群とも自分に合った職は何か，

調べ，理解したうえ選択していきたいとする点は

共通だといえるが，進路選択にあたり，実験群は

社会的役割も視野に入っているのに対し，統制群

は仕事内容を意識した記述が多くみられた。 

 
図 1 実験群 自分の進路をどのように選択していきたいか 

 

図 2 統制群 自分の進路をどのように選択していきたいか 

＜質問②＞ 実験群の回答は 97 ラベルに集約

され 3つのグループが抽出された。そのうち，【自

分はどんな大人になっているのだろうと想像し

た（30 ラベル）】では「何歳くらいで結婚し，子

供は何人欲しいか」，【自分の物の見方や考え方を

深化させることが大切（26 ラベル）】では「仕事

だけでなく金銭面や時間などの内側の部分」を考

えるようになったという回答がみられる。つまり，

75％が家庭，金銭を含め，人生をどう過ごすか，

考えるようになっている（図 3）。統制群の回答は

103 ラベルに集約され，3 つのグループが抽出さ

れた。そのうち，【仕事の詳細を追求し始めた（49

ラベル）】【インターンシップには参加する（27ラ

ベル）】という 2つのグループにみられるように，

就職に対して前向きに考え行動するようになっ

たという回答が 73％を占めるが，就職後の生活を

意識した記述は 20％にとどまっている。実験群は

自分の人生の過ごし方と仕事の連関を考え，意識

するようになっているのに対し，統制群は自分に

適した業界の見つけ方，就職活動への向き合い方

といった，学生から社会人への移行について，よ

り強く意識し，行動するにとどまっていた。 

 
図 3 実験群 考えるようになったり行動するようになったこと 

 
図 4 統制群 考えるようになったり行動するようになったこと 

以上の結果より，実験群は，統制群と比較し，

結婚，育児，介護など，大学卒業後のライフイベ

ントを視野に入れ，進路を選択するという視点に

少なからず影響を与えていた。ライフ・キャリア

の視点を重視した授業は，仕事だけでなく，家庭，

余暇などを含めた人生における役割に対するキ

ャリア意識を高め，行動化するという教育効果を

有すると考えられる。 

引用文献 

荻野佳代 2019 ライフキャリアの視点から見たキャリア教育の方

向性，神奈川大学心理・研究論集第 45 号，19－28． 

丸山実子・河﨑智恵 2016 ライフキャリア教育における授業プ

ログラムの枠組構築，奈良教育大学教職大学院紀要第 8

号,59-66. 
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奨学金利用状況からみる短期大学生の実態 

 

〇佐藤 美輪             小形 美樹 

（仙台青葉学院短期大学）      （仙台青葉学院短期大学）

 

背景と目的 

奨学金は経済的に豊かではない家庭出身者の

高等教育進学への機会を保障する一定の役割を

担ってきた。 
わが国の奨学金事業は、1943 年に財団法人大日

本育英会が無利子の貸与型奨学金としてスター

トさせた。その後、有利子奨学金が創設され、成

績要件や家計の年収上限を緩くするなどのその

拡充も行われ、より多くの学生を対象とする仕組

みへと変化した。その結果、奨学金利用者比率は

1990 年代以降急増し、それまでの全大学生の 2 割

程度に対し、2016 年度学生生活調査結果では約

半数が何らかの奨学金を受給しているまでとな

った。 
一方、奨学金の返済延滞者が増加し、大きな社

会問題となっている。平成 28 年度の日本学生支

援機構の調査結果によると、延滞債権数割合は

7.5％であり、非正規雇用労働者や低所得者にとっ

て、奨学金返還が困難であることを示している。

また、無延滞者においても返済は負担が大きい。

わが国では労働者全体の貧困化が進んでおり、厳

しい経済状況の下で、奨学金返還を余儀なくされ

ているワーキングプアが多数存在する。 
上記の救済措置および更なる経済的支援とし

て、2020 年 4 月より、日本学生支援機構の給付

型奨学金支援対象者が拡大され、住民税非課税世

帯でなくても一定金額以下の収入であれば、受給

できるようになった。親の収入条件や本人の学力

条件などの制限はあるものの、進学の機会を得る

ことができる。 
しかしながら、その条件に該当しない学生は、

引き続き貸与型の奨学金を受給せざるをない。貸

与型奨学金の返済延滞者が社会問題化している

にも関わらず、明確な返還見通しやキャリアプラ

ンのないまま、貸与型の奨学金を受給している学

生も見受けられ、大学側はこれらの学生に対する

指導や支援に苦慮しているのが実情である。 
本稿では、給付型奨学金制度導入前に実施した

短期大学の社会系学科の学生を対象としたパイ

ロット調査から、奨学金借入の実態と奨学金を借

りて進学せざるを得なかった状況について報告

する。 

方法 

（1）手順 
 2019 年 12 月に X 短期大学 a 学科 1 年生と 2
年生にWeb版質問紙のURLを記載した説明文

を配布し、調査の目的・意図、倫理的配慮、回

答の任意性について説明した上でアンケート

調査を実施した。回答率は、1 年生 67 名（回収

率 87.0％）、2 年生 32 名（回収率 60.4％）であ

った。 
（2）調査内容 

 アンケートは、日本学生支援機構が行ってい

る「学生生活調査」の調査票と吉中（2016）の

アンケート票を参考に作成した。 
①対象者の基本属性：対象者の学年（個人名・

学籍番号の記載はなし）・性別・現在の住まい・

通学手段・通学時間 
②学生生活について：アルバイトの状況・仕送

りの状況・学費の支払い状況・将来への意識等 
③奨学金制度について：利用奨学金名、制度利

用時の動機、手続き、制度の理解度、資金使途

の状況等 
④自由記述：奨学金についてどのように思って   
いるか、X 短期大学の「資格取得奨励金制度」

（筆者注：学校が定めた資格や検定試験を取得す

ると奨励金が給付される制度） 
についてどのように思っているか。 

結果 

 奨学金制度の利用には、学生の家庭の経済的状
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況が強く影響するが、学費の支払負担者は親が

80.0％と圧倒的に高かった。本人が支払いに関与

している割合は 17.1％で、親との折半 12.1％、本

人 5％という結果であった。 
 主たる家計維持者は父 76.8％、母 21.2％であ

り、母子家庭が一定数存在していることを確認で

きる。また、家計維持者として本人 1.0％、その他

には、父の入院保険金 1.0％という回答もあった。 
 さらに、仕送りがないひとり暮らしの学生は、

44.6％であり、学生の半数近くがアルバイトや奨

学金からやり繰りをし、生活を維持していかなけ

ればならない状況下に置かれていることが明ら

かとなった。 
アルバイトの状況は、授業期間中は週に 3 回

以上が 66.7％と高い。1 日のアルバイト時間は

平日 4 時間～6 時間未満が最も多く 64.2％、続

いて 6 時間～8 時間が 23.5％であった。休日に

なるとアルバイト時間はさらに増加し、10 時間

以上という回答も 17.0％を占めていることか

ら、休日のほとんどをアルバイトに費やしてい

ることが明らかとなった。 
種類を問わず何らかの奨学金を利用している

者は 60.6％、利用していない者は 39.4％であっ

た。奨学金の種類の割合は、日本学生支援機構

の奨学金が大幅に占めており、第一種（無利

息）、第二種（利息が付くタイプ）、併用を含め

ると、9 割以上（93.3％）であった。2 割弱

（18.3％）は複数の奨学金を併用しており、1 種

類の奨学金では学費や交通費など学校にかかる

費用を賄いきれない状況下にあることも明らか

となった。 
自由記述からは、奨学金について半数以上

（50.6％）が、「借金・将来が不安」として捉え

ていた。奨学金を借りたことで、返済のため余

裕のある仕事に就かなければならないとプレッ

シャーに感じている声も挙げられた。一方で一

定数（26.5％）は、奨学金制度により進学可能

となったなど肯定的に捉えていた。大学独自の

資格取得奨励金制度については 9 割以上が「あ

りがたい」と肯定的に捉えている記述であっ

た。 

考察 

短期大学生をとりまく現状は予想をはるかに

超え、厳しいことが示された。貸与型奨学金を利

用している学生の学費の支払負担者の割合は親

が圧倒的に高いが、卒業後に返済をするのは本人

である。そのため、学生の将来に対する不安感は

強くなっていき、長時間のアルバイトにつながっ

ていく。経済的な事情を克服するためのアルバイ

トが、勉強時間を削ってしまい、授業や試験にま

で支障を来しているといった事例も出ている。学

生の本分である学業に専念できずに、知識やスキ

ルを身につけないまま社会に出ることは、早期離

職から非正規雇用を繰り返すなどの状態を招き、

貧困の連鎖を断ち切ることが困難となる。 
藤島（2017）は、学費の高騰、親の低所得化に

伴って、学生自身が主体となり、アルバイトや奨

学金で学費を負担する状態を、「学費負担の学生

化」と指摘する。親世代も非正規労働やひとり親

世帯が増加している。そのうえ、今回の新型コロ

ナウィルスの影響もあり、今後ますます家計が逼

迫し、進学にあたっては奨学金に頼らざるを得な

い状況となる。このような中、給付型奨学金の充

実や大学独自の奨学金制度や奨励金制度がます

ます求められることになろう。 

今後の課題 

本調査は奨学金制度や借入状況の実態を掴むた

めの短期大学の社会系学科を対象とした予備調

査である。今後は専門職養成を目的とする他系統

の学科などでも調査を実施し、専攻学科系統によ

る奨学金利用の状況や卒業後の就職先や職種に

よる将来予測の差異を比較検討する予定である。

そのうえで、同様の調査を四年制大学にも広げ、

奨学金制度の現状を明らかにし、制度についてさ

らなる議論や検討につながる知見を得たい。 
引用文献 

1）文部科学省「奨学金事業の充実」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm 

2）大内裕和（2015）「日本の奨学金問題」教育社会学研究 96，

69-86，  

3) 藤島和也（2017）「奨学金と学費を考える」東北学院大学社会

福祉研究所研究叢書 11,129-149 
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沖縄県における地域連携型キャリア教育プログラムの効果検証に向けた予備調査実践 

〇座覇 真理子                喜屋武裕江            三村隆男 

（株式会社ケイオーパートナーズ） （一社グッジョブおきなわプロジェクト） （早稲田大学） 

【はじめに】 

株式会社ケイオーパートナーズ（以下、当社）

は「はたらく」をキーワードに沖縄県を中心に

活動している。主に①キャリア形成支援②地域

人材育成支援③企業人材定着支援④就労支援

⑤障碍者向け在宅型就労移行支援である。キャ

リア形成支援業務においては各層・各主体に応

じたカリキュラム開発、協力事業所開拓や啓発

的活動など一連の企画運営を行っている。 

【沖縄県の課題に対する当社の取組み】 

沖縄県では完全失業率の改善は進むものの、

若年者雇用に関する数値には大きな変化は見

られない。高校卒業後の進路未決定率や若年者

の早期離職率の高さは、依然として全国平均を

上回っており、県内産業界の人材不足の要因の

一つとなっている。加えて、沖縄県には高校の

ない離島が 25島あり、15歳までのキャリア形

成支援は大きなテーマとなっている。このよう

な現状から、沖縄県内に産学官地域連携の仕組

みを構築し、子どもを取り巻く様々な関係者が

連携しながら、人材育成・確保並びに地域活性

に向けて中長期的に活動することが重要であ

るとして、当社は「地域連携型キャリア教育」

の実践を沖縄県とともに取り組んできた（表 1） 

＜表 1＞沖縄県 産学官地域連携型キャリア教育のあゆみ 

 

【地域連携型キャリア教育実践継続の課題】 

各地域における活動は、教育委員会や首長部

局にて事業化され、学校と連携し展開さており、

当社としては行政に対し費用対効果を年度ご

とに示すことで事業の継続を図っている。特に、

児童生徒を対象とする教育プログラムの評価

は重要であり、効果検証のための事前・事後調

査を実施している。 

【北中城村による効果検証への提案】 

こうした中で、北中城村から、公共事業とし

ての事業評価とキャリア教育実践の効果検

証のため、さらに精緻な効果検証が求められ

た。会長である村長を筆頭に、企画振興課を

事務局とし、教育委員会、全小中高校、商工

会、観光協会、保護者会など産学官地域の各

主体によって地域連携型キャリア教育の基

盤となる協議会は構成されている。平成 29
年の協議会の場で、長年の地域連携型キャリ

ア教育プログラム（以下「プログラム」）の

成果を明らかにし、今後の学校教育を含めた

「プログラム」の向上や改善へと繋ぐ方策が

諮問された。これを受け、当社は、「プログ

ラム」対象者への追跡調査をもとに効果検証

及び「プログラム」の改善を提案し受託され、

本研究への着手に至った。追跡調査を提案し

た理由は 2 点ある。1 点目は対象者の現状を

知ることで、当社がこれまで実践してきた

「プログラム」の評価と、２点目は質の向上

をめざした「プログラム」の改善である。 
【研究の目的】 

「プログラム」が対象となった児童生徒の社

会的・職業的自立を促進するとの仮説の下で、

予備調査を実施し、本調査につなぐ。 

【研究の方法】 

 本研究を行うにあたり、協議会の中に委員会

を設置した。委員会の構成は、北中城村企画振

興課、教育委員会、総務課および、有識者とし、

調査手法の検討および、調査結果の考察、今後

の実践の在り方等の方向性を示す役割を担う。 
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＜委員会の工程＞ 

・委員会立ち上げ（平成 30年度） 

・調査項目の設定 

・予備調査（令和元年度） 

・本調査（令和 2年度） 

委員会の諮問を受け、「プログラム」の効

果検証として追跡調査を開始した。調査時期

と対象者選定の理由としては、活動初年度に

あたる平成 24 年度に小学校 6 年生であった

対象者が、高校を卒業した年度にあたるため、

進路決定の理由やプロセスを対象者の記憶

や心情が新鮮なうちに調査できる。また公共

事業の効果を検証するには、進路決定率や就

業率の改善が求められるため悉皆調査を行

うこととした。 
＜調査方法＞ 

対象者：平成 24 年度 村内小学校卒業者 118名  

（調査現在、村に住民登録を有する者） 

調査時期：平成 30年 12月～平成 31 年 1月 

① 定量調査  

方法：Webアンケート(質問項目 14) 

 周知：郵送にて調査趣旨と回答方法の案内 

 回答方法：QR コードから Webにて回答。 

② 定性調査  

方法：対面による聞き取り調査 

対象者：アンケート回答者の中で希望した者 

【研究の内容】 

今回の予備調査では、仮説の検証につながる

ことを目指し、定量調査はその方向性を計る

14項目とした。まず問１～４までは、対象者

の基本情報、問 5～８までは義務教育卒業後の

進路状況の把握を目的に設定した。問９は小学

校、中学校、高校と各発達段階毎に実施したキ

ャリア教育プログラムの経験の有無とその感

想についての設問とした。問 10 からはプログ

ラム対象者の社会的・職業的自立に関する項目

とした（表２） 

＜表２＞ 北中城村予備調査アンケート調査項目（抜粋） 

 

【予備調査の結果】 

アンケートへの回答者は 18名、ヒアリング

対応者は 3名であった。調査結果から対象者は

「プログラム」の実践を通して「社会には多く

の仕事があることがわかった」「仕事をとおし

て誰かの役に立てることがわかった」との回答

から、体験活動が対象者の勤労観・職業観へ与

える影響力を図ることができた。また仕事や働

くに対する考えを問う項目では、個人性、経済

性などの意識が高いものの「努力して一人前に

仕事ができる人になりたい」「仕事では自分の

能力を発揮したい」との回答から、高校を卒業

し社会へ出ることを考える過程で、自立への意

識が高まっていることや、働くことを通して自

己実現を図ろうとする意識も確認できた。この

ことから「プログラム」の効果性を示す方向に

向かっていることから仮説を指示する結果が

確認でき、予備調査として一定の成果を示した。 

【今後の本調査に向けて】 

今後、本調査を進めていくにあたり、様々な

ご意見やアドバイスを、この度の口頭発表の場

で、会員の皆様からご意見をいただけることを

楽しみにしておりました。本研究の予備調査内

容と結果については下記サイトにて公開して

おりますので、ぜひご意見やご感想をお寄せい

ただけると幸いです。 
■北中城村グッジョブ地域連携協議会 

http://gj-kitanakagusuku.com 
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学びをつなぐキャリアポートフォリオにおける自己評価と相互評価の可能性

―SCAT に基づく教員インタビュー調査の分析を通じて― 

 
○清水克博*  ○胡田裕教**  ○角田寛明*** 

（*愛知教育大学 **大阪産業大学 ***東北学院大学） 
 
問題と目的 

 小学校から高等学校までのキャリア教育に関 

わる諸活動を特別活動を要に往還し，児童生徒が 

自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振 

り返ったりしながら自身の変容や成長を自己評 

価し、自己実現につなぐことができるようにする 

キャリアポートフォリオ（以下、「ポートフォリ 

オ」と表示する）の活用が求められている。（中 

央教育審議会､2016） 

こうした流れを受けて、文部科学省から「キャ

リア・パスポート」例示資料が示された（2019）。

全国でも、秋田県の「あきた de パスポート」を

はじめ多くの都道府県で様々な形式のポートフ

ォリオがあることが報告されている（清水ら 

2020）。本来、ポートフォリオは小学校から高等

学校まで、その後の進路も含め学校種を越えて活

用できるようなものとなるよう地域の実情を考

慮して学校が独自の創意工夫を図って作成し、活

用されなくてはならない。過去にキャリア教育を

「端的には」と「勤労観、職業観を育てる教育」

としたことから学校現場で「４領域８能力」を画

一的に運用されたと指摘（中央教育審議会答申 

2011）があったように、ポートフォリオのモデル

を提示するだけでは、多くの学校で画一的にポー

トフォリオが運用される懸念がある。地域の状況

に応じてポートフォリオが学校で独自に開発さ

れ、活用されるようにするためには、キャリア形

成に必要なポートフォリオの構成要素を学術的

見地から示すことが不可欠である。 

そこで、本研究ではキャリア教育で用いられて

いる全国のキャリア教育研究の調査結果に基づ

き、ポートフォリオを用いたキャリア教育の実践

校を抽出し、ポートフォリオを開発した教師に対

してインタビュー調査を行う。そして、その開発

経緯や意図など、開発した教師の語りについての

質的分析を通じてポートフォリオの構成要素を

解明することを目的とする。 

 
方法  
（1）調査対象   

これまでに校種を超える「学びの継続性」、学

びの内省を図る「学びの発展性」、学びを過去と

現在、未来の時制で振り返る「学びの時間的展望」、

学習者のための「学びの評価」の４観点から都道

府県政令指定都市中核都市教育委員会、教育セン

ターで公表されたキャリア教育に関する研究を

管見し、ポートフォリオを分類、評価してきた（清

水ら 2020）。この結果に基づき４観点の評価が

高い学校を取り上げ、ポートフォリオの作成経緯

や意図を調査することでポートフォリオとして

必要な構成要素が明らかにできると考え、小 14

中２高１の４校を選定して訪問調査を実施した。

すでに３校は開発担当者が他校に異動していた

ため開発担当者へのインタビューがかなわず、実

施できた中１校のインタビュー内容を分析対象

とした。対象校は１小１中からなる公立学園であ

る。なお、開発を担当した教師は開発時に県の長

期研修生として勤務校に勤務しながらキャリア

教育研究に取り組んでいたという特長がある。 

 
【調査の概要】  対象校：小中学園の中学校 
経験年数  性別 実施時期   時間   場所 
18 年    女性 2020 年 2 月  183 分  学園内 
 

（2）調査方法 

ポートフォリオの開発担当教師に半構造化イ

ンタビューを実施した。内容は、①研究全体の研

究経緯、②ポートフォリオの開発経緯､③ポート

フォリオの中での「学びの継続性」「学びの発展

性」「学びの時間的展望」「学びの評価」の位置づ

けとそこに至るまでの経緯、意図である。インタ

ビュー調査は 2020 年 2 月 20 日に合計３時間実

施した。インタビューにあたっては、許可を得て

IC レコーダーとビデオカメラで記録をした。 
（3）分析方法 

ポートフォリオの開発に対する教師の考えを

捉えるために SCAT(Steps for Cording and 

theorization) をよる分析（大谷 2019）を行っ

た。インタビューをテクストに書き起こした時点

で、抽象的な語句(例えば、「それ」「そういう」)、

あるいは省略された言葉（例えば、「子どもが見

返すチャンスがない」では見返す対象が省略され
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ている）が多く、そのまま注目すべき語句を出す

と発言者の意図とかけ離れた解釈が入り込む余

地が多いと判断した。そこで、元のテクストに研

究者の解釈を加えた語句を加えた修正テクスト

を研究者 1 名が作成し、調査対象者に提示して省

略された語句の意味について確認を行う作業を

実施した。調査対象者と２回のメール交換でのチ

ェックを経たのち、研究者 1名との双方向の遠隔

会議（Zoom）を２時間半実施して最終的に 479

のテクストを確定した。 

テクスト確定後、「学びの評価」に関する 37 の

テクストを３名の研究者それぞれで、①テクスト

の注目すべき語句の記入、②抽出した語句の言い

換え、③②を説明するテクスト外の記入、④全体

の文脈を考慮したテーマ・概念記入を実施した後、

協議を行って合意したものを分析結果とした。こ

れを下に３名で協議しながらストーリー・ライン、

理論記述の作成後、④で得た 29のコードを KJ 法

（川喜田 1967）におけるグループ分けの手法を使

って研究者１名が分類し，３名でストーリー・ラ

インからの逸脱がないよう確認しながら再検討を

行った。例えば、「相互評価における自己評価の開

のへ示開の価評己自るけおに価評互相「」念懸の示

否定的見解」「自己評価の開示懸念への杞憂」の構

成概念コードを「学園としての相互評価を入れる

教師の懸念」と名付け、カテゴリーを抽出した。 

 

作成したストーリー・ライン（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

結果と考察 

「学びの評価」に関する 29 のコードから抽出さ

れた 12 のカテゴリーを、３名で議論しながら「Ｉ

型ポートフォリオの学びの評価における構成要素

の確定経緯」「学園としての相互評価を入れる教師

の懸念」「現状の問題意識から派生した開発動機」

相「」み強るれ入け受をオリォフトーポアリャキ「

互相たいてえ考とみ弱「」み強るれ入け受を価評互

評価の強み」「学園としてのキャリアポートフォリ

フトーポアリャキのてしと園学「」考思的展発のオ

ォフトーポアリャキ「」目着の価評互相のでオリォ

リオへの相互評価の導入」「I 型ポートフォリオの

完成」「開発初期の個人的な感情」「開発終期の個

人的な感情」とそれぞれ名付け，カテゴリー間の

関係を図のように図解化した。また、12 のカテゴ

リーは、A「開発エンジン」、B「相互評価に関する

学園のインフラ」、C「相互評価に対する意識変化」、

D「学びの評価に向けた判断」、E「学びの評価の実

現化」、F「教師の個人的な気持ち」に階層化した。 
 

図 「学びの評価」に関する教師の語りの構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 図に示した 12 のカテゴリー間の関係を詳述す

る。ポートフォリオ開発を進めた教師の基盤は，

「現状の問題意識から派生した開発動機」と「キ

ャリアポートフォリオを受け入れる強み」「相互評

価評互相たいてえ考とみ弱「」み強るれ入け受を価

を受け入れる強み」である。すなわち、「A 開発エ

ンジン」を出発点に「B 相互評価に関する学園の

インフラ」の評価がなされ、ポートフォリオの開

発にあたって相互評価の基盤が存在することを教

師は自覚したと言える。そして、「学園としての相

リャキのてしと園学「」念懸の師教るれ入を価評互

キのてしと園学「」考思的展発のオリォフトーポア

ャリアポートフォリオでの相互評価の着目」と相

互評価についての「Ｃ相互評価に対する意識変

化」が行われながら「キャリアポートフォリオへ

の相互評価の導入」と具体的方策の「Ｄ学びの評

価に向けた判断」をする。その結果、「I 型ポート

フォリオの完成」において不可欠な構成要因とし

ての相互評価を組み込んだポートフォリオの「Ｅ

学びの評価の実現化」にたどり着いた。このよう

に教師の「学びの評価」の語りを SCATによって分

析し、カテゴリーを構造化した結果、ポートフォ

リオを通じて「学びの評価」を進めるのに、教師

は自己評価に加えて級友との相互評価が不可欠と

考えていることが明らかになった。今後も、調査

データの収集、分析を通じてポートフォリオの構

成要素を確認していきたい。 

＜参考文献＞ 
大谷 尚（2019)「質的研究の考え方―研究方法論から S 

CAT による分析まで」,名古屋大学出版会 
清水克博、胡田裕教、角田寛明(2020)「初等中等教育に

おけるポートフォリオを活用したキャリア教育の現状
と課題－学びの継続性、発展性、時間的展望の分析と
他者による評価の考察を通して」,愛知教育大学教職セ
ンター紀要第５号,pp.49-58 

教師は、自己評価の開示の意義は理解するもの

の、生徒同士による「相互評価における自己評

価の開示の懸念」を抱き、「相互評価における自

己評価の開示への否定的見解」を持っていたが、

実際の生徒の様子から「自己評価の開示懸念へ

の杞憂」であったと感じるようになる。 
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大学生活を通したビジョンの発達的変化 

―地方にある国立大学文系学部の学生に着目して― 

 

                    白井 章詞 

                   （長崎大学）  

 

問題と目的 

本稿の目的は、大学生のキャリアビジョン(以

下、ビジョン)と進路選択との関係について、総

合的に検討し、大学として、どのような支援が

可能なのかについて考えていくことである。 

キャリアガイダンスの効果測定を目的として

開発されたキャリア・アクション・ビジョン・

テスト（CAVT）では、自己効力感およびライフ

タスク理論をその理論的基盤として、アクショ

ン因子とビジョン因子からなる 2因子によっ

て、キャリア発達の測定を可能にした(下村、八

幡、梅崎、田澤,2009)。アクション因子とは

様々な活動に参加したりすることであり、ビジ

ョン因子とは将来に向けた夢や目標、やりたい

ことを明確にすることと定義されている。明確

なビジョンをもち、積極的にアクションをして

いくことが、キャリア形成において重要である

と考えられている。本稿におけるビジョンの定

義は、この下村他(2009)に準ずる。本稿が特に

ビジョンに着目するのは、近年の研究によっ

て、学生のビジョンのありようが学生生活や就

職活動、その後の社会人生活にまで大きく影響

を及ぼしていることが指摘されているからであ

る(田澤・梅崎,2011)。しかし、これまでの研究

は、調査用紙を用いた量的調査の結果からの分

析となっており、ビジョンが学生生活のなかで

どのように発達的変化を遂げてきたのかについ

ては、十分な言及がなされていない。 

そこで本稿では、第 1の課題として、学生生

活を通したビジョンの発達的変化を確立プロセ

スに沿って把握する。不本意入学者に代表され

るように、ビジョンの再構築に迫られた者もい

ると思われる。先行研究が示すように、ビジョ

ンが描けないままだとすれば、学業や進路選択

にむけたアクションも低調であることが予想さ

れる。そうだとすれば、ビジョンを描くヒント

につながる支援が求められる。したがって、第 2

の課題は、学生生活のなかにあるビジョンを描

く機会について明らかにしていく。 

方法 

（１）調査対象校 

長崎大学多文化社会学部に在学中の 4年生の

うち、ランダムサンプリングによって抽出され

た 10名。理由は、理系と比べて文系は卒業後の

ビジョンが曖昧なまま進学してくることが一般

的だからである。また、地方にあるためビジョ

ンを刺激するような機会や社会人との出会い

も、都市部と比べて限定的であるため、より一

般的な学生生活を前提として検討することが可

能と考えたからである。 

（２）調査時期 

 2020 年 2月上旬から 2月下旬。 

（３）手法 

 半構造化面接。ビジョンについての回答は、

必ずしも企業名や職業名に限定していない。そ

の時々において、本人が希望していた将来像を

自由に語ってもらった。 

結果と考察 

調査対象として取り上げた 10人の事例から、

ビジョンと学生生活には以下のような関係が見

いだされた。 

（１）ビジョンの発達的変化 4類型 

学生生活を通したビジョンの発達的変化に

は、以下にある 4つのパターンがあると考えら

れた。入学当初は明確なビジョンを持っていな

かったが、その後の学生生活を通して徐々に明

確化していく「成長型」(事例 1,2,3,4)、就職活

動を通して急激に明確化する「就活型」(事例



－  －

5)、学生生活や就職活動によって当初のビジョ

ンを変更した「再構築型」(事例 6,7,8)、一貫し

たビジョンを持ち続ける「一貫型」(事例 9,10)

である。学生によっては、ビジョンが曖昧であ

るために行動できないというケースもあると考

えられるが、本稿によれば、事例 1、2にみられ

たようにビジョンが漠然としていたからこそ積

極的な探索行動を起こし、それによってビジョ

ンが明確化されていく事例もあった。事例 4、6

においても、当初は異なるビジョンを描いてい

たが、新しい情報をもとにその修正を行ってい

た。ビジョンには、その実現にむけた行動を引

き起こすと同時に、行動を制約する面もみられ

た。事例 9は、ちょっと興味のあることを楽し

い範囲で働いたら辞めるつもりであり、総合職

への挑戦を拒否していた。あるいは、事例 8の

ようにビジョンの実現には「もっと社会をよく

知らないといけない」と考え、今すぐ挑戦する

のではなく、段階的なアプローチへと切り替え

るケースもみられた。明確なビジョンを持つこ

とによって、求められる能力や知識などへの理

解が深まり、自身の現状との間に乖離が見られ

る場合には挑戦を思い留まらせていた。 

（２）学生生活の中にあるビジョンを描く機会 

調査対象者が学生生活においてビジョンを明

確化することにつながった機会としては、大き

く 3つのグループに分けることができた。 

①大学の授業や留学 

入学以前から明確なビジョンを持ち、それに

関連した学びを求めて入学してきた学生につい

ては、ビジョンの明確化や将来を考えるうえで

大学の授業の有用性が認められた(事例 8,10)。

明確なビジョンを持っていなかった学生であっ

ても、主体的に進路を探索する者にとっては、

授業や留学によって視野が広がり、自身の興味

関心や価値観についても考える機会になってい

た(事例 1,2,3)。 

②社会人や先輩学生との交流 

「生き方」や「働き方」に関する情報の少な

い学生にとって、就業経験や就職活動経験のあ

る他者との交流は、彼らのビジョンに広がりと

明確化の双方へ大きな影響を与えていた。採用

試験や仕事に関する情報収集に加え、働く目的

やワークライフバランスの実態について直接見

聞きすることで、自身の理想とする「生き方」

や「働き方」を考える機会になっていた。 

③就職活動とその準備 

ビジョンを描く代表的な機会として、就職活

動の存在を指摘することができた。そのための

準備ともいえる学内外での企業セミナー(説明

会)やインターンシップも、将来を考える貴重な

機会になっていた。 

まとめにかえて 

本稿では、学生のビジョンと学生生活および

進路選択について総合的に検討した。本稿は限

られた事例による分析であるため、得られた知

見を一般化するには限界がある。しかし、得ら

れた知見から以下の 2点が示唆される。 

①入学時点において明確なビジョンが描けて

いない学生については、大学での学び以外に

も、留学やボランティア活動、先輩学生や社会

人との交流といったように、多様な機会に開か

れた学生生活を送ることの重要性が示唆され

る。それによってビジョンが明確になることも

あるが、「自分に合わない」といった判断の機会

にもなり得ることが考えられた。 

②学生にとって、身近なロールモデルや強い

影響力を及ぼす他者の存在は、無視できない効

果をもっている。 

これらの結果からは、学生のビジョンのあり

ようと本人を取り巻く環境にも着目したキャリ

ア支援の必要性が認められるだろう。 

引用文献 

下村英雄・八幡成美・梅崎修・田澤実(2009)

「大学生のキャリアガイダンスの効果測定用

テストの開発」『キャリアデザイン研究』

Vol5, pp127-139． 

田澤実・梅崎修(2011)「大学生における成績と

CAVT(キャリア・アクション・ビジョン・テス

ト)が初期キャリアに与える影響――全国大学

4 年生の追跡調査」『キャリアデザイン研究

Vol7, pp57-70． 
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大学の学位授与方針と学位に付記する専攻分野の名称の関連性の検討 

 
 

○高橋望＊）      森利枝＊＊）      宮崎和光＊＊） 
＊）琉球大学   ＊＊）大学改革支援・学位授与機構 

 
問題と目的 

こんにち我が国の高等教育機関に対しては、学

生の多様化や教授－学修モードの変化の進行に

つれ、学生にいかなる学修成果を挙げさせている

かを説明することへの社会からの要求が、さまざ

まなチャンネルを通して向けられている。この、

学修成果に関する説明への要求に応え、学生の将

来のキャリアに亘るシグナリングの機能を担保

するために、高等教育機関には、学生の学術上の

獲得を明確な形で社会に伝達する仕組みの構築

と維持が求められている。 
そこで、本研究では、学修成果に関する重要な

情報である「学位授与方針」（以下、「DP」とする。）

と「学位に付記する専攻分野の名称」（以下、「付

記名称」とする。）に着目し、これらが関連性を

有するかについて検討した。 
DPは、各大学、学部・学科等の教育理念に基づ

き、どのような力を身に付けた者に卒業を認定し、

学位を授与するのかを定める基本的な方針であ

り、学生の学修成果の目標ともなるものである。

また、付記名称は、例えば「学士（情報）」のよ

うに、学位の後ろに括弧書きで付記される、学生

が履修した専攻分野の名称であり、学生の「知

識・能力に関するフォーマット化された情報」と

評される（金子，2003）。付記名称は、平成3年の

大学設置基準の大綱化以降、学部や学科の新設や

改組といった各大学が設計した教育課程の個別

化の改革を反映して多様化しており、学士課程に

おいて、大綱化以前は29 種類（以下、「伝統名称」

とする。）であったところ（図1）、近年では700種
類を超えている。また、そのうちの6割は一つの

大学のみで利用されている独自の名称（以下「唯

一名称」とする。）である（高橋・森，2018）。 
概括すると、DPは教育課程としてどのような力

を身に付けた者を卒業ないし修了させるかを明

示するものであり、一方、付記名称は学位を有す

る個人がどのような分野の学修を履修したかを

明示するものである。したがって、これら二者の

指示内容は相関するか、あるいはDPの内容が付記

名称の内容を想起させることが期待される。 
当研究グループはこのテーマについてわが国

で唯一のデータセットを作成、公開し、その分析

を継続している。本研究では、「DPと付記名称を

独立に与えられたときに両者の相関を読み取る

ことは可能か」という問いを設定し、特に、学士

課程のDPと付記名称に焦点をあて、DPにおいて

授与される付記名称を選択させるマッチングテ

ストを実施することにより関係性を検証した。 
 

方法 
（１）実験計画 

独立変数は、文部科学省の実施する学校基本

調査の学問分野（5 学系大分類：人文科学・社

会科学、理学/工学、保健、その他）と付記名称

の種類（3 種類：伝統、普通、唯一）の 2 要因

参加者内計画であった。付記名称については、

多様化の度合いが DP との相関に影響する要因

として想定されたため、独立変数とした。従属

変数は、DP において授与される付記名称を正

しく選択できた割合であった。 
（２）テスト参加者 

参加者の募集は、株式会社クロス･マーケティ

ングに委託し、1064 名の回答を得た。参加者の

性別及び 10 代から 80 代の各年代の人数は、概

ね均一となるよう統制した。 
（３）テスト材料 

付記名称は、大学改革支援・学位授与機構が毎

年実施する全国調査の平成28年度の学士課程の



－  －

 

 

結果（回答率97.6％）から、学校基本調査におけ

る学系大分類の5つ（人文科学・社会科学、理学

と工学、保健、その他）の学部において授与され

る付記名称を3種類（伝統・普通・唯一）に分類

し、テストに用いた。伝統名称（図1）と唯一名

称の分類は、濱中（2004）と同様の定義を用い、

これら以外の付記名称を本研究では普通名称と

定義した。 
付記名称を授与する最小の教育組織単位の

DP を大学の WEB サイトより、2017 年 11 月か

ら約 1 ヶ月の間に収集した。DP の文字数が平

均±2SD から逸脱したものは、テストに用いな

かった。また、DP に「学士（文学）を授与す

る」といったように答えが示されている場合や、

大学名や学部・学科名等の組織名が示されてい

る場合は、結果に影響を及ぼす可能性があった

ため、伏せ字とした（図 2）。 
文学、教育学、神学、社会学、教養学、学芸学、社会科学、法学、政

治学、経済学、商学、経営学、理学、医学、歯学、薬学、看護学、保

健衛生学、鍼灸学、栄養学、工学、芸術工学、商船学、農学、獣医学、

水産学、家政学、芸術学、体育学 
図 1 29 種類の伝統名称 

 
（４）テスト手続き 
マッチングテストは、任意の一つの DP を PC 

等の画面に提示し、参加者に、その DP で授与

される付記名称を 6 個の選択肢の中から一つ

選択させるものであった（図 2）。テストは全部

で 30 問あり、5 学問分野と付記名称 3 種類を同

回数ずつ、ランダムに提示した。 

図 2 マッチングテスト画面の一例 
 

結果と考察 
平均正答数は 12（SD = 6）、平均正答率は 0.42

（SD ＝ 0.19）であった。正答が全 30 問の半分

以下であることから、DP と付記名称の相関を

読み取ることは簡単ではなかったといえる。 
学問分野と付記名称の種類別の平均正答率を

図 3 に示す。学問分野別に付記名称の種類を要

因とした 1 要因 3 水準の参加者内分散分析を実

施した結果、保健以外の付記名称の種類の主効

果が有意であった。Bonferroni 法による多重比

較の結果、人文科学と工学/理学においては、全

ての付記名称の間に 1％水準で有意差が示され、

唯一名称が最も高く、次いで普通名称、そして

伝統名称が最も低かった。社会科学とその他に

おいては、伝統名称と普通名称、伝統名称と唯

一名称の間にそれぞれ 1％水準で有意差が示さ

れたが、普通名称と唯一名称の間には差が示さ

れなかったことから、伝統名称は、普通名称と

唯一名称よりも正答率が低いことが示された。 
結果から、まず、全体的に DP と付記名称の

相関は高くないこと、さらに、各学問分野にお

いて、付記名称ごとに正答のパターンが異なっ

たものの、保健以外では、一貫して唯一名称が

伝統名称よりも正答率が高かったことから、唯

一名称は DP との相関が高く、ついては、社会

一般に対して、学修成果のシグナリングが比較

的有効に機能していることが示唆された。 

図3 テストの平均正答率（*p <.01） 
 

引用文献 
金子元久 2003 流動的知識社会と学位制度 

学位研究、17、3-23. 
高橋望・森利枝 2018 学位に付記する専攻分

野の名称の多様性の構造－平成 27 年度調査
からみる現状と変動－ 大学研究、45、3-15. 

濱中義隆 2005 学位に付記する専攻分野名称
の氾濫 IDE 現代の高等教育、437、62-68. 
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大学の学位授与方針と専攻分野のマッチング調査

学位授与方針

この方針で授与される学位の専攻分野はどれでしょう。

【1：社会科学】【2：心理学】【3：人文社会学】【4：人文学】【5：ロシア語】【6：文学】

□□大学○○学科は、定められた課程を修め、以下の学修成果をあげたものに対して学士（○○）を
授与します。

＜学修成果（教育目標）＞
1. 英語及び英語文化の諸側面に関する基礎的な知識を有し、また理解し、説明することができる。
2. 「聞く・読む・書く・話す」技術の練磨を経て、情報を正確に理解し、的確な日本語で自身の考え

や思いを表現・発信することができる。
3. 言語によるすべての表現に対して社会的・倫理的な適否を的確に判断することができる。
4. 異なった言語や文化に対する理解に努め、多角的な考え方を持っている。
5. 広い知識と深い洞察力を持つことで、社会の諸相を分析することができる。
6. 卒業後も次代への継承を意識しつつ、自ら数々のテーマを設定し、真理を探究するために自律的・

創造的に研究・調査できるための資質を身につけている。
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キャリア教育プログラムを受講する大学生の 

到達目標に対する自己評価 
 

田澤 実 
（法政大学）

 
問 題 と 目 的 

永作・三保（2019）は、大学の実情に合わせ

て練り上げた正課内のキャリア教育プログラム

の紹介と効果測定について 6 つの大学の取り組

みをまとめた。田澤（2019）は、同書の一部の

章を担当し、「キャリアサポート実習」を履修し

た学生が「他者と関わる力に関連した項目」に

ついての自己評価が授業前（4 月）から授業後

（1 月）にかけて上昇していることを示した。こ

こで示していたのは 2015 年度のデータであっ

た。その後、同科目においては、「他者と関わる

力に関連した項目」から「到達目標を参考にし

た項目」を作成するように変更した。本研究の

目的は、到達目標に対する自己評価が授業を通

じてどのように変化するのかについて明らかに

することである。 
方 法 

対象授業 
体験型選択必修科目「キャリアサポート実

習」（後期科目）であった。「キャリアサポート

事前指導」（前期科目）とセットで履修登録がな

された。履修の多くは 2 年生であった。 
調査時期 
2019 年 4 月、2019 年 7 月、2019 年 12 月で

あった。それぞれ「キャリアサポート事前指

導」の開始時および終了時、「キャリアサポート

実習」の終了時に該当する。 
対象者 
全ての調査に回答した 58 名の学生であった。 
用いた質問項目 
「キャリアサポート事前指導」および「キャ

リアサポート実習」の到達目標をもとにして独

自に 15 項目を作成した。「そう思わない（1

点）」～「そう思う（5 点）」の 5 件法で学生に回

答を求めた。 
結 果 

到達目標に対する自己評価の平均が 4 月、7
月、12 月にかけてどのように変化するのか明ら

かにするために、１要因の分散分析を行った。

その結果、15 項目すべてにおいて主効果が認め

られた (例：項目① F (2, 114) = 7.73, p 
< .001)。4 月、7 月、12 月における到達目標に

対する学生の自己評価の平均を示す（図 1）。
Holm 法による多重比較を行ったところ、 項目

①のみ、第 1 回＜第 3 回という結果が得られ、

残りの 14 項目（項目②から項目⑮）は第 1 回＜

第 2 回、第 1 回＜第 3 回という結果が得られ

た。 
考 察 

到達目標に対する学生の自己評価は、授業を

通じて上昇していた。ただし、項目①の「相手

の気持ちに寄り添って話を聞く」は前期の授業

開始時（4 月）から後期の授業終了時（1 月）に

かけて上昇していたが、それ以外の項目は、前

期の事前指導のうちに上昇し、それ以降は伸び

ないとも解釈できた。学修成果の評価の方針

（アセスメント・ポリシー）とも合わせて達成

状況を査定していく必要がある。 
引 用 文 献 

永作稔・三保紀裕編 2019 大学におけるキャリ

ア教育とは何か：7 人の若手教員による挑戦 

ナカニシヤ出版 
田澤実 2019 私立大学２年生に対する体験型科

目の開発と効果検証 永作稔・三保紀裕編 大
学におけるキャリア教育とは何か：7 人の若手

教員による挑戦 ナカニシヤ出版 p101-129. 
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図１ 到達目標に対する学生の自己評価の平均 
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①相手の気持ちに寄り添って話を聴く

④多様な価値観を尊重する

⑬目的に向かって他者と協同して取り組む

⑦ひとりひとりを尊重し話し合いを促進する

②相手のことも自分のことも大切にしながら自分の意見

を伝える

⑨自分の役割を見つけて取り組む

⑫必要な時にはリーダーシップをとる

⑮状況に応じて臨機応変に対応する

⑪困ったときにはひとりで抱え込まず他者に依頼する

⑥人の考えを引き出す努力をする

⑤話し合いのプロセスを意識して話し合う

⑭自分の今後のキャリアについて考える

③初対面の相手と主体的にかかわる

⑧自信をもって発表する

⑩キャリア教育について理解する
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教科指導におけるキャリア教育の実践 

―指導過程における基礎的・汎用的能力の位置づけを通して― 

 

○田中 哲也      小林 登美夫    山﨑 寛山 

（長岡市立関原中学校）      （三条市立大島中学校） 

 

問題と目的 

学習指導要領が改訂され，令和２年度より小

学校で，３年度より中学校で全面実施となる。

今回の改訂では，「生徒が，学ぶことと自己の将

来とのつながりを見通しながら，社会的・職業

的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を

身に付けていくことができるよう，特別活動を

要としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア

教育の充実を図ること。」と記され，キャリア教

育の一層の推進が重視された。 

しかし，教育現場でのキャリア教育の理解や

認識には個人差が大きい。N 市の中学校教諭 208

人に，キャリア教育を行っている教育活動を訪

ねると総合的な学習の時間が 89％で最も高く，

教科指導は 45％と半数以下であった（表１）。 

表１ 教育課程でキャリア教育を実践して 

いると回答した割合（Ｎ＝208人） 

教科 

指導 

特別 

活動 

総合的な学

習の時間 

特別の教

科道徳 
教育相談 

45％ 79％ 89％ 38％ 48％ 

本稿では，日常の授業の指導過程に基礎的・

汎用的能力を位置付け，教科指導におけるキャ

リア教育の実践を通して，生徒及び教師の変容

について検討する。筆者が昨年度まで勤務した

三条市立大島中学校での実践を報告する。 

 

方法 

改訂された学習指導要領では，「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けた授業改善が求め

られている。その具体的なイメージとして，文

部科学省では，学習指導要領「生きる力」リー

フレットに以下の４つの授業例を示している。 

１ 一つ一つの知識がつながり，「わかった！」  

「おもしろい！」と思える授業に 

２ 見通しをもって，粘り強く取り組む力が身

に付く授業に 

３ 周りの人たちと共に考え，学び，新しい発

見や豊かな発想が生まれる授業に 

４ 自分の学びを振り返り，次の学びや生活に

生かす力を育む授業に 

 これらは，本校（大島中学校）の基礎的・汎

用的能力を基にした学校教育全体で身に付けた

い５つの力と共通している（表２）。また，本校

では日常の授業の指導過程において，課題提

示，学習の流れ・つながりの提示，学び合いの

設定，振り返りの設定を共通実践事項として，

授業改善を行ってきた。これらの共通実践事項

に基礎的・汎用的能力を基にした身に付けたい

力を関連付け，日常の授業の中で基礎的・汎用

的能力を育むキャリア教育を実践する授業改善

を行った（表２）。 

表２ 指導過程と基礎的・汎用的能力の関係 

指導 

過程 
共通実践事項 身に付けたい力 基礎的・汎用的能力 

導
入 

課題提示 やり抜く力 課題対応能力 

学習の流れ・ 

つながり 
えがく力 キャリアプランニング能力 

展
開 

学び 

合い 

話し合い かかわる力 人間関係形成・社会形成能力 

教え合い ささえる力 郷土愛※ 

ま
と
め 

振り返り 見つめる力 自己理解・自己管理能力 

※新潟っ子をはぐくむキャリア教育の視点 

 

具体的実践例 

１ 学年・教科・単元 １学年・数学・関数 

２ 学習課題「円とドルの関係を考えよう！」  

３ 指導過程と身に付けたい力の育成 

⑴「課題提示」の場面では，タブレットで円

とドルの両替に関する画像を提示し，本時の学

習課題を理解させるとともに，学習意欲を高
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め，最後までやり抜く力の育成を図った。 

⑵「授業の流れ，学習のつながり」の場面で

は，日常のニュース等に為替相場の情報が示さ

れていることを提示し，これから社会人として

生きていくために必要な知識であることを説明

し，将来をえがく力の育成を図った。 

⑶「話し合い」の場面では，タブレットを使

って円とドルの関係を視覚的に捉えさせ，話し

合い活動を活発にするとともに，グループで話

し合った考えをタブレットを使って，他の生徒

に分かりやすく発表させるなど，人とかかわる

力の育成を図った。 

⑷「振り返り」の場面では，ルーブリック表

をもとに，振り返りカードに本時の取り組み態

度や学習の理解，今後の学習についての自己評

価をさせ，自分を見つめる力の育成を図った。 

 

結果 

１ 生徒の変容 

⑴ 身に付けたい力の育成について 

身に付けたい力をそれぞれ４つの項目で，４

段階（４点満点）のアンケート調査をおこなっ

た。2019年度実施の生徒アンケート調査の結

果，１学期と２学期において大きな差は見られ

なかったが，すべての力において 3.3 以上の高

い数値を示した。特に「かかわる力」が１学期

よりも 0.06ポイント上昇したことは，学習活動

を通して人間関係形成能力が育成されよりよい

集団として成熟したと考える。 

⑵ 生徒の学習意欲 

１学期と２学期の生徒アンケートの学習意欲

を問う項目で，「意欲的に取り組んでいる」と肯

定的な評価をした生徒が２学期は 100％となっ

た。キャリア教育が学校教育全体で行われた結

果，教科の学習と特別活動や総合的な学習の時

間などの学習がつながり，今の学習と生活や将

来，職業と関連付けられたことが，学習意欲の

向上につながったと考える。 

⑶ 教研式標準学力検査ＮＲＴの結果 

2019年度の 1，2年生と 2020 年度の 2，3年生

のＮＲＴの経年変化を分析した結果，教科総合

の５段階分布が 2019年度に比べ，段階４が増加

し，2，3年生のどちらも集団のピークが 2019年

度は３段階にあったものが 2020年度には４段階

に推移した（表３）。 

表３ 教科総合の５段階分布の割合の 2020年度と 

2019年度との差（小数点以下は四捨五入） 

段階 

(偏差値) 

１ 

(～34) 

２ 

(35～44) 

３ 

(45～54) 

４ 

(55～64) 

５ 

(64～) 

2020年度 

３年生％ 
±０ ＋４ －９ ＋５ ±０ 

2020年度 

２年生％ 
＋３ －４ －13 ＋16 ±０ 

２ 教師の変容  

⑴ 授業改善 

１学期と２学期の教師の学校評価アンケート

の授業改善を問う項目で「改善に努めている」

と肯定的な回答をした教師は２学期は 100％とな

った。これは，指導過程における共通実践事項

を身に付けたい力の育成と関連付けたことで，

指導内容や指導方法を工夫した結果によるもの

と考える。 

 ⑵キャリア教育の認識 

教師の学校評価アンケートにおいて「キャリ

ア教育をすべての教育活動で意識して行ってい

る」と肯定的な回答した教師が 100％となった。 

 

考察 

本研究を通して，日常の授業の指導過程にお

いて身に付けたい力の育成を意識することが教

師一人一人の授業改善（指導内容や指導方法の

工夫）につながった。その結果，「わかった！」

「おもしろい！」授業となり，生徒の学習意欲

の向上，さらに，確かな学力の定着につながっ

たと考える。授業におけるキャリア教育の実践

が，教師の積極的な授業改善を促し，生徒の学

習意欲を高め「主体的・対話的で深い学び」を

実現できると考える。 

 

引用文献 

文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成

29年告示） 

文部科学省（2019）学習指導要領「生きる力」 

リーフレット 
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大学生の就職活動における就職先決定とサポートの影響について 

―M-GTAを用いた質的調査― 

 

  田中 美恵（神戸大学 キャリアセンター）

【問題と目的】 

現在、就職活動(以降就活)を行う大学生に対

し、様々なソーシャル・サポート（以降サポー

ト）が提供されているが、これらに関する研究

は少ない。そこで筆者は以前、大学生が各就活

の段階で受けるサポートに関して、提供者や内

容を調査、各就活段階への影響などについて報

告した(田中、2018)。今回はその時の調査や分

析を更に進め、インタビューの結果を、修正版

グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以降

M-GTA）により、サポートが就活のプロセスや進

捗にどのように影響を与えているか分析し、職

活を行う大学生に対して、より有効なサポート

の在り方を検討することを目的とした。 

 

【方法】 

(1)対象者 

就活を終えた４年生１２名とした。 

(2)分析方法 

インタビューの結果を、M-GTAを用いて分析

した。なお手順は、グラウンデッド・セオリー・

アプローチの実践（木下、2003）に記載の手順

に従った。また分析テーマは「大学生の就活に

おけるサポートとキャリア発達プロセスの関係

性」と設定し、概念を抽出した。 

 

【結果と考察】 

 (1)概念の生成 

分析の結果、表１に示す１７の概念が生成さ

れた。ここではカテゴリーとして、各就活段階

を用いまとめている。なおサポートはネガティ

ブな影響もあるが、No.12 の概念でのみ、ネガ

ティブなサポートが見られた。またここでは直

接人を介さない、例えばインターネットの就職

関連情報などは、サポートとして扱っていない。 

表１ 概念一覧

番号
就活
段階

概念名

1 就職へのリアルな意識

2 自己の適性に関する再認識

3 自分と他人の比較分析

4 ロールモデルからの影響

5 情報に関する信頼性の分析

6 就活ストレスの解消

7 情報提供への感謝

8 労働観の変化

9 進路の探索

10 企業理念への評価

11 就活の進捗状況への不安

12 周囲からの干渉への反発

13 業界・企業の絞り込み

14 就活仲間との交流と刺激

15 周囲の支援による不安解消

16 企業選択への価値の変化

17 信頼できる人への相談

自己
分析

情報
収集

進路
決定

応募
活動

 

 

(2) 就活とサポートの結果図 

生成された概念を元に、概念間の影響や生成

の際に関係した、サポート提供者との関係性を

表す結果図を図１に示す。図１では概念の内容

から、『情緒面の変化』が主なものとそれ以外に

分けている。また就職先決定までの流れとイン

タビュー内容から、各概念間で影響を及ぼして

いるものを、実線の矢印で示した。各概念の生

成の際に関係したサポート提供者に関しては、

提供数の多い上位２つを【 】内に示し、関係し

た概念を点線の矢印で示した。【 】内の左側が、

提供件数が一番多いサポート提供者で、右側が

二番目に多いサポート提供者である。 
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【 】：サポート

提供者

『就職活動』 『情緒面の変化』

＜自己分析＞

２．自己の適性に関する再認識

３．自分と他人の比較分析

４．ロールモデルからの影響

＜自己分析＞

１．就職へのリアルな意識

＜情報収集＞

５．情報に関する信頼性の分析

８．労働観の変化

＜情報収集＞

６．就活ストレスの解消

７．情報提供への感謝

＜進路決定＞

９．進路の探索

１０．企業理念への評価

１３．業界・企業の絞り込み

＜進路決定＞

１１．就活の進捗状況への不安

１２．周囲からの干渉への反発

＜応募活動＞

１６．企業選択への価値の変化

１７．信頼できる人への相談

＜応募活動＞

１４．就活仲間との交流と刺激

１５．周囲の支援による不安解消

就職先決定

【家族・友人】

【友人】

【家族・友人】

【友人】

【家族】

【友人】

【友人・大学】

【企業】

【企業・大学】

【企業・友人】【企業・その他】

【家族・友人】

【大学・友人】

【企業・友人】

【家族・大学】

【友人・企業】

【家族・大学】

 

図１ 就活における進路選択とサポートに関する結果図 

 

図１の結果図から、就活において周囲からの

様々なサポートの影響を受け、その結果「自分

の適性」「やりたい分野や仕事内容」「労働観」

「進学・就職の進路選択」「最終的な就職先決定」

などを経験し、様々な情緒面での変化も経て、

各就職段階を進んでいくことがわかった。 

また様々なサポートが各就活段階に相互に影

響して情緒面の変化を促し、大学生のキャリア

発達が進んでいくことが明らかになった。 

なお就活を意識するきっかけとしては、イン

ターンシップ、ボランティア活動、既に社会人

で働いている高校での同級生との交流からが多

く、重要な決定場面では、家族のサポートが多

かった。また『情緒面の変化』では、友人や家

族から多くのサポートを受けており、就活を有

利に進めるには、友人などのネットワークの多

様化や、家族との信頼関係が重要である。 

【課題と今後の予定】 

今後は採用の見直しで、年度途中での採用や

ジョブ型の採用が増え、就活の多様化が予想さ

れる。よって今後益々サポートが重要になると

考えられるため、今回の結果を踏まえ、就活の

多様化に対応し、アフターコロナを考慮したサ

ポートを考えていく予定である。 

 

参考文献 

田中 美恵(2018)  

「大学生の就職活動におけるサポートの影響

について―インタビューによる調査結果と分析

―」日本キャリア教育学会 第 40回研究大会 

研究発表論文集,150-151 

木下 康仁（2003） 

『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実

践－質的研究への誘い』弘文堂 



－  －

大学教員による日常的なキャリア支援 

―オートエスノグラフィーとしてのインタビューによる検討― 
 
 ○土元哲平 サトウタツヤ 
 （立命館大学） （立命館大学） 
 

問題と目的 
第 1 著者はこれまで，オートエスノグラフィ

ーとして，自らの転機経験を記述的に分析し，

転機を促すためのキャリア支援のあり方につい

て検討してきた(土元, 2020)。本研究は，その一

環として実施したものである。オートエスノグ

ラフィーとは，研究者の「有する文化」(own 
culture)に関する学問領域であり，「研究者を含む

システムの経験」(他者を含む)を対象とした研究

アプローチ・学問分野の総称である(土元, 
2020)。これまでの第 1 著者のオートエスノグラ

フィーの中心的な問いは，自らの「教師にな

る」という目標に関する転機や人生径路におい

て，どのようなキャリア支援を受けてきたのか

というものであった。ただし，この人生径路に

は，他者からのキャリア支援が深く関わってい

た。特に，修士課程院生として教育学研究科に

在籍していた際，第 1 著者は，指導教員である

A 先生からキャリア支援を受けており，それが

自身のキャリア発達のために重要であった。 
そこで，本研究では，第 1 著者の修士時代の

指導教員であった大学教員(A 先生)のキャリア支

援の枠組みを理解する(モデル化)ことを目的とす

る。また，A 先生からの第 1 著者へのキャリア

支援は制度的ではなく非制度的(日常的)であった

ことから，大学教員が日常的なキャリア支援を

する上での示唆を得ることも目指す。 
方法 

本研究の研究協力者は，筆者が修士時代の指

導教員であった大学教員(A 先生)である。本研究

では，A 先生が筆者にいかなるキャリア支援を

行っていたのか，他の学生に対して日常的にど

のようなキャリア支援を行っているのかについ

て半構造化インタビューを実施した。インタビ

ューは全 4 回行った(各回 1 時間～1 時間半程

度)。筆者はインタビュアーの役割を担い，事前

に準備した資料やインタビューガイドを用いて

A 先生の語りを緩やかに方向付けながら，必要

に応じて質問を追加したり，自身の体験を語っ

たりすることで会話内容の理解を図った。 
結果 

第 3 回インタビューにおいて，「実践モデル」

が生成された(図 1)。 

なお，このモデルは，A 先生の実践を理解す

るための媒介として，インタビューの場で生成

されたものである。そのため，このモデルは，A
先生が，調査前から持っていた枠組みをモデル

化したものではない。もっとも第 1 著者は，は

じめはそのような一定の枠組みがあると仮定し

て調査を行った。しかし，A 先生によれば，「(第
1 著者が)質問をして聞いてくることをきっかけ

にして，その時初めて考えて，自分はこういう

風にやってるなあとか……大体こういう気持ち

やなあ，みたいなのを，そこで自覚して喋って

いって，一緒に作っていったっていう感じ」で

図 1 A 先生の「実践モデル」 
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あったという。重要な点は，「実践モデル」は，

インタビューの場において言語化・構造化され

たものだという点である。 
A 先生のキャリア支援で重要な概念は，〈自分

探し〉と〈やりたいこと〉であった。〈自分探し〉

とは，学生自身が，〈やりたいこと〉を検討した上

で〈なりたい自分〉を探究していくプロセスを指

している。また，〈やりたいこと〉は，「矢印が自

分に向いてるのか，自分以外の所に向いてる」の

かが重要であり，自分以外，つまり他者に向けた

目標を見出すことが重要であるとされた。 
考察 

A 先生は〈やりたいこと〉という語を，独自

の意味や意図とともに用いている。A 先生の支

援観をより深く理解するため，〈やりたいこと〉

の意味を先行研究の知見に位置付けることで，

明確化していく。「やりたいこと志向」は，若者

の就労問題にアプローチする際，頻繁に取り上

げられるキャリア意識の一つである(安達, 
2004)。この問題は，進学も就職もせずにアルバ

イト等で生活するフリーター問題の原因とし

て，たびたび指摘されてきた(新谷, 2004)。ま

た，萩原・櫻井 (2008)の調査からは，「やりたい

こと探し」を受動的に(非自己決定的，他者に追

随する形で)行っている学生は，進路不決断の面

で問題を抱えていることが示唆されている。つ

まり，「やりたいこと」が自己関心駆動であるこ

と，受動的であることが問題とされてきた。一

方，A 先生は「自分のためじゃなくて，社会の

ためとか人のため」の〈やりたいこと〉を，学

生が〈自分で動く〉過程で見出すことが重要で

あると語っており，「他者関心駆動型」の〈やり

たいこと〉を学生が「能動的」に見出すことを

目指している。こうした A 先生の考え方を参考

に，従来の「やりたいこと」に関する研究を整

理すると図 2 のようになる。ただし，図 2 は，

学生の内的な「やりたいこと」というよりは，

大学生，大学院生を指導する大学教員の視点か

ら見た「やりたいこと」の区分である(つまり，

「教員-学生」の関係性の中で学生から語られた

り，表現される「やりたいこと」)。この区分を

用いれば，学生が能動的に「やりたいこと」を

見いだしたとしても，それが自己志向的で社会

に結び付けられていない問題 (第 2 象限)や，就

職活動のような社会からの方向付けによって，

受動的に「やりたいこと」を作り出すことにな

り，自己のアイデンティティと乖離している問

題を整理できる(第 4 象限)。 
〈やりたいこと〉概念は，学生がキャリア目

標を，他者との関係性の中でどのように表現す

るかという観点から概念化されているため，キ

ャリア支援の現場で理解・応用しやすいもので

ある。それだけでなく，従来キャリア論におい

て問題とされてきた「やりたいこと」を積極的

にキャリア支援・教育に取り入れるための枠組

みとして有用である。 
引用文献 
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27–37. 

新谷周平 2004 フリーター選択プロセスにお

ける道具的機能と表出的機能―現在志向・「や

りたいこと」志向の再解釈― 社會科學研究, 
55(2), 51–78. 

萩原俊彦・櫻井茂男. (2008) “やりたいこと探し” 
の動機における自己決定性の検討 教育心

理学研究, 56(1), 1–13. 
土元哲平 2020 転機におけるキャリア支援の

オートエスノグラフィー 立命館大学大学

院文学研究科博士論文 (未刊行) 

図 2 大学教員の視点からみた学生の
「やりたいこと」の区分 

図 2 大学教員の視点からみた学生の
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職業基礎能力と職業観の移行過程における変化 

―インターンシップ経験との関連でみた内定学生と新入社員の比較― 

 

〇 寺田盛紀                     松尾智晶             三保紀裕 

（京都先端科学大学客員研究員） （京都産業大学共通教育推進機構） （京都先端科学大学経済経営学部） 

 

課題と先行研究 

課題：本発表は，三保紀裕代表の令和 2年度の科

学研究費・基盤研究（ｃ）「大学生のインターンシッ

プにおけるプロアクティブ行動と組織内社会化に関

する縦断研究」の一環として行った総合的なアンケ

ート調査のうち，インターンシップの職業基礎能力

（以下職業基礎力）と職業観への影響に関する部分

の分析を課題とする。 

先行研究と本研究の目的：職業基礎力と職業観に

関する国内研究としては，寺田（2019）で先行研究

が整理されている。大学生の基礎力一般との関連に

関するものとして，真鍋（2010），河野(2011)，矢

崎・中村（2013），須永・斎藤・柳沢（2015）などが

ある。また，インターンシップの職業意識や職業観

形成効果を分析するものには，平野（2010），藤本

（2013），酒井（2016）などがある。しかし，職業的

視点で基礎力を捉え，職業観を含め就職後のキャリ

アまで見通しているもの（古田 2010）は少ない。 
つぎに，海外のインターンシップにおける職業基

礎力や職業観との関連に関する研究を見てみる。欧

米ではインターンシップ自体が長期の有給形式のも

のが多いこともあり，長期の縦断研究を基礎にし

た，外在的（就職，賃金，就職後のキャリア形成）

効果（Gault2000, Nunley2014, Sanitier2014）を示すも

のがメインである。内在的，心理・教育的効果を論

じる場合も career adaptability, proactive personalityそし

て career explorationとの関連に関する研究が多い

（Science Direct, 2020）。より実質的な職業能力や職業

観との関連についての研究は希少である。 
調査全体の構成と研究方法 

全体調査：本研究は，株式会社マクロミルの

“Quick Mill”のデータを利用し，縦断調査の第1波調

査（内定学生620名と新入社員 497名）の横断調査

に関する分析である。実施期間は 2019年1月6日か

ら18日までの間である。調査項目の詳細は，松尾・

三保・寺田の今大会発表に譲る。 

本研究でとりあげる変数と分析方法：職業基礎力

と職業観に関して，それぞれ14項目を設定した。前

者は，全体の質問項目数の集約化のために，寺田

（2015）で行った30尺度から抽出し，後者について

は，寺田（2012）から10項目，NHK放送文化研究所

（2004）から4項目を選んだ。 

分析方法しては，主に職業基礎力と職業観に関す

る因子分析を行い，その後の分析のための因子尺度

を構成したうえで，インターンシップに関する諸項

目との分散分析等を行うという方法をとった。ソフ

トは，IBMのSPSS-Statistics 26である。 
職業基礎力と職業観の結果と分析 

職業基礎力と職業観の全項目の内定学生・新入社

員の平均値比較：職業基礎力の t検定では，コミュ

ニケーション力に関する2項目で両者とも自己評価

の傾向が高く、また仕事マネジメント力に関する 1

項目で学生の自己評価の方が有意に高い。 

職業観のｔ検定では、社員は労働時間志向におい

て有意に高く、より収入志向、独立志向の傾向があ

る。対照的に，学生は会社貢献意欲が有意に高い。 

職業基礎力と職業観の因子分析と因子尺度の構

成・比較：それぞれ因子分析（主因子法プロマック

ス回転，N=1117）を行ってみると，職業基礎力では

想定通り 2因子構造で，7項目から構成される第 1因

子（固有値 5.988で「仕事マネジメント力」），同じ

く7項目から構成される第2因子(固有値1.104で

「コミュニケーション力」)となった。他方，職業観

の分析では，第 1因子から第3因子の固有値が

4.044，2.032，1.163となり3因子構造の結果が出

た。しかし第3因子が1項目しかなく，再度 2因子

構造で分析をやり直した。その結果，職業基礎力と

同様きれいな 2因子構造がみられ，第 1因子を「経

済安定志向」，第 2因子を「自己実現志向」とした。 
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 職業基礎力と職業観の各2因子尺度間の学生・新

入社員間比較（t検定）：どれも有意差は見られず，

あえて言えば，学生の方が「基礎力第 1因子」で高

いことが特徴的であった（平均値は2.727:2.674）。 

 インターンシップ経験の有無・有りの期間による

因子尺度得点の学生・社員の比較：そこで，いよい

よインターンシップとの関連分析である。「経験な

し」「1日」「2日～1月の短期」「1月以上の長期」で

学生，社員別に分散分析を行ってみた。能力第 1因

子・学生の場合 0.1%水準で有意差があり，長期＞1

日，未経験，同じく社員でも 1％水準で有意差ありと

なり，長期＞未経験であった。能力第2因子の学生

では 5％水準で有意差あり，長期＞未経験となった。

他に，職業観第 2因子では学生，社員ともに 01%水準

で有意差あり，やはり長期＞1日，未経験であった。 

 インターンシップの経験内容ごとの両グループの

比較（t検定）：会社説明会から課題解決型課題提示

まで 9項目の4件法の回答結果から，会社説明会（p 

<.01），会社見学（p <.01）で学生が高く，アルバイ

ト的仕事（p <.01），専門分野関連の仕事（p <.05）

で社員の方がそれぞれ経験意識は高かった。 

因子尺度ごとの経緯内容（あてはまる・ない）の比

較（t検定）：「社員と同じ仕事」（p <.01）「専門分野

と関連する仕事」(p <.01)「課題解決型課題の提

示」(p <.01)の経験では，ほぼ全因子尺度で「あて

はまるグループの値が有意に高かった。 

 単位有無×有償・無償×4尺度の分散分析：イン

ターンシップの実施形態別に見ると，職業基礎力で

なく職業観の形成効果が堅調であった（下表参照）。 

 
考 察 

ここでは，いくつかの事項に限って考察する。 

長期インターン経験者が基礎力第 1因子・職業観

第 2因子で有意に高いことについて：インターン未

経験者（N=171）を含めた全体の因子分析では，学

生・社員間にほとんど差がなかったが，インター

ン・ファクターを入れると様相が大きく変わってく

る。前掲のGault（2000,50）やSaniter（2014, 22）の

縦断調査では外在的成果は5年程度経過した時点で

みられた。しかし，本調査では 1か月以上のインタ

ーンでも有効である。仕事マネジメント力，自己実

現志向などの内在的側面にとっては，比較的短い長

期インターンも一定のスキル形成と意識の揺さぶり

効果があると言えよう。 

社員と同じ・専門関連・課題提示の仕事がほぼ全

因子に有効であることについて：古田（2010）は日

常業務型より課題設定型の有効性を報告している。

河野（2011）も10日程度のジョブシャドー的なもの

の学習動機形成やスキル獲得意欲形成の難しさを指

摘している。これら 3つの型のインターンシップが

より長い時間を要し，具体的スキル形成や達成感に

繋がりやすいこと，また学生・社員双方にとってよ

り内在的・質的意義（キャリア発達）志向であり，

自覚されやすい内容・形式であるためであろう。 

職業観因子で単位なし有償が高い傾向について： 
Klein（2011, 17-18）は，課程必修（mandatory）のイ

ンターンシップより，選択制（voluntary）プログラム

の効果が高いこと，それは，学生が持っている能力

やモチベーションが影響するからであると報告して

いる。職業観両因子の学生の場合で顕著であるが，

有償がもっとも効果的であるのは，職業観という心

的状態に近いモチベーションによるのではないか。

必修や単位付きだからよいとも限らない。むしろ，

学生のモチベーションを上げる工夫が重要である。 
主要参考文献（寺田関連 3件のみ） 

寺田盛紀・紺田広明・清水和秋（2012）高校生の職 
業観形成とその要因に関する比較教育文化的研究 
―6か国における第10年次生に対するアンケート 
調査結果の分析から－，キャリア教育研究（日本 
キャリア教育学会），第31巻第 1号，1-13.. 

寺田盛紀・イーサンミン・石嶺ちづる・清水和秋

（2015）大学生の職業的資質形成に関する国際比

較研究―日本・アメリカ・韓国・ドイツの4大生

と短大・職大生の比較―，生涯学習・キャリア教

育研究（名古屋大学）第 11号，33-45. 
寺田盛紀・河野恵美（2019）大学生のインターンシ

ップの効果検証に関する研究－A大学における事

前・事後の調査結果から－，生涯学習・キャリア

教育研究 第15号，25-37. 

度数 平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差
職業観第1因子学生 単位あり・無償 57 3.1704 0.47190 職業観第2因子学生 単位あり・無償 57 2.8396 0.46688

単位あり・有償 17 2.8151 0.61665 単位あり・有償 17 2.6555 0.61457
単位なし・無償 328 3.1529 0.40568 単位なし・無償 328 2.5963 0.5022
単位なし・有償 47 3.2523 0.43319 単位なし・有償 47 2.8511 0.51072
合計 449 3.1527 0.42724 合計 449 2.6561 0.51235
F (3, 445)＝3.859，p<.01**(G間） F (3, 445)＝6.423 , ｐ ＜.001***（G間）
＊職業観第1学生の多重比較：単位なし・有償＞単位あり有償， ＊職業観第2の社員の多重比較：単位なし有償＞単位なし・無償，
単位あり無償＞単位あり有償，単位なし無償＞単位あり有償 単位あり・無償＞単位なし・無償
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社会人基礎力の段階的伸長に関する実証分析 

―PBL 型インターンシップ実施校への調査から― 

 

○中井 咲貴子 

（追手門学院大学  佛教大学大学院） 

 

問題と目的 

先行き不透明な時代を生き抜くために、学校教育

の中で育成すべき資質、能力に関しての議論、検討

が 2000 年代以降過熱している。各省庁はこれらを

新しい能力概念と位置づけ、人間力（内閣府）、学士

力（文部科学省）、就職基礎能力（厚生労働省）と各々

別の名称で定義しているが、相対的に知識、技能だ

けでない人格全体を含み、学校と社会の接続に関心

が向けられているという点では共通している。本研

究で取り上げる社会人基礎力（経済産業省)も、上記

の流れの中で提唱された能力概念である。産業界の

ニーズに応えるための能力として位置づけられてお

り、汎用的技能を重視し、OECD のキーコンピテン

シーにも類似性が高いという特徴がある。 
社会人基礎力は、3 つの能力と 12 の要素から構成

される（表 1）。同省はこれらを社会で求められる力

と位置づけ、主に大学教育での育成を推進してきた

が、近年になって新・社会人基礎力（2018）の視点

が加わったことで、ライフステージの各段階で意識

することがより求められるようになった。すなわち、

大学以前の教育機関でも積極的に育成する必要があ

るということである。 
表 1 社会人基礎力 経済産業省（2006） 

 
  

ところで、この 3 つの能力 12 の要素はそれぞれ

がどう関連し、どのような順に育成されていくので

あろうか。経済産業省の育成の手引きには「社会人

基礎力育成の 5 段階ステップモデル」があり、そこ

では「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働

く力」の順に段階的に育成することが示されている。

ところが、森・堀内（2011）によると、高大接続で

社会人基礎力を育成する際のイメージはその真逆で

示されており、高校段階ではまず「チームで働く力」

が育成され、その後大学教育で「考え抜く力」「前に

踏み出す力」を磨く必要があるとしている。そこで

本研究では、高校及び大学での実践例をもとに、ど

の段階でどの能力が伸長するのかを検討し、3 つの

能力 12 の要素の育成順序を明らかにすることとし

た。 
本研究では、社会人基礎力育成プログラムの一つ

として、PBL(Project Based Learning)型インターン

シップに着目した。PBL 型インターンシップは、商

品開発や新事業の提案など、企業から出された課題

に取り組むインターンシップである。本研究で取り

上げたのは、企業に赴かず学内で仕事を体験できる

オンキャンパス型のインターンシップであり、学内

資源の活用や時間の制約への対応がしやすい点で双

方にメリットが多い（山田 2016）。経済産業省は、

社会人基礎力育成の効果的な教育手法として、PBL
型の授業、インターンシップの両方を挙げており、

この取り組みの効果を検証することで、社会人基礎

力の段階的伸長の仕方が明らかになると考える。 

 

方法 

PBL 型インターンシッププログラム「企業インタ

ーンワーク」に取り組む普通科私立高校 4 校の生徒

438 名、及び私立 A 大学の学生 109 名の計 547 名

に対し、実施前後に質問紙調査を行った。調査期間

は 2018 年 9 月から 2020 年 3 月であった。質問項

目は、経済産業省が示している社会人基礎力の 12 の

要素とし（表 1）、「よくできる（5 点）」「できる（4
点）」「ふつう（3 点）」「あまりできない（2 点）」「で 

3つの能力 12の要素
　主体性 物事に進んで取り組むことができる
　働きかけ力 他人に働きかけ巻き込むことができる
　実行力 目標を設定し確実に行動することができる
　課題発見力 現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる
    計画力 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
　創造力 新しい価値を生み出すことができる
　発信力 自分の意見をわかりやすく伝えることができる
　傾聴力 相手の意見を丁寧に聞くことができる
　柔軟性 意見の違いや立場の違いを理解することができる
　状況把握力 自分と周囲の人々と物事との関係性を理解することができる
　規律性 社会のルールや人との約束を守ることができる
　ストレスコントロール力 ストレスの発生源に対応することができる

前に踏み出す力
（アクション）

考え抜く力
（シンキング）

チームで働く力
（チームワーク）
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きない（1 点）」の 5 件法で回答してもらった。調査

で得られた回答は、相関分析を行い要素間の相関を

確認したのち、t 検定を行い学校種ごとに実施前後

の得点の差を分析した。 

 

 

 

結果 

 表 2 の相関分析の結果、すべての要素間におい

て相関関係が認められた。特に主体性と実行力、働

きかけ力と実行力、傾聴力と柔軟性について強い相

関関係が認められた。実行力については複数の要素

との相関関係が強いことから、他の能力の伸長に影

響が大きい要素であると言える。 

 表 3-1、3-2 からは、実施前には高校大学ともに

創造力、発信力の得点が低いという特徴が見られた

が、実施後は高校ではすべての要素の得点が有意に

上昇、大学では主体性、働きかけ力、実行力、課題

発見力、創造力、発信力、状況把握力の得点が有意

に上昇していた。また、効果量が大きかった要素

は、高校では課題発見力、創造力、発信力、ストレ

スコントロール力であったが、大学では全体的に効

果量が小さかった。 

 

考察 

 要素間の相関関係が強いものとして挙がってきた

主体性、働きかけ力、実行力は「前に踏み出す力」

の要素である。表 3－2 から大学生は上記の要素す

べてが有意に上昇しており、「前に踏み出す力」は

大学段階で育成されると言える。逆に大学では発信

力以外の「チームで働く力」はあまり上昇しない。

対して表 3－1 で高校生は発信力、ストレスコント

ロールの効果量が大きいことから、「チームで働く

力」は高校段階で育成されることがわかる。また、

有意確率から見ると、高校段階では全体的に能力が

育成され、大学ではピンポイントで育成される傾向

がある。さらに、高校大学ともに課題発見力、創造

力が上昇していることから、「考え抜く力」は高校

大学の両方で育成されることがわかる。 

 つまり、調査の結果からは、3 つの能力について

は高校段階で「チームで働く力」「考え抜く力」が

育成され、その後大学で「考え抜く力」「前に踏み

出す力」が育成されることがわかった。12 の要素

については、高校ではストレスコントロール力、発

信力、創造力の順に伸長、大学では創造力、主体

性、課題発見力の順に伸長することがわかった。今

後は、学校毎の特徴なども比較した上で、各能力要

素が伸長するための条件について、さらに分析を進

めたい。 
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セッション資料 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1主体性　  1 .519* .605* .535* .446* .512* .452* .430* .470* .475* .437* .427*

2働きかけ力　 1 .606* .429* .437* .453* .425* .509* .468* .504* .465* .453*

3実行力　  1 .556* .496* .508* .476* .449* .457* .528* .508* .476*

4課題発見力 1 .588* .554* .477* .408* .435* .507* .452* .511*

5計画力   　 1 .545* .505* .389* .436* .475* .503* .498*

6創造力　   1 .545* .400* .405* .448* .394* .482*

7発信力   　 1 .484* .423* .539* .454* .481*

8傾聴力　   1 .613* .574* .583* .389*

9柔軟性　   1 .485* .478* .374*

10状況把握力 1 .592* .520*

11規律性   　 1 .503*

12ストレスコントロール力 1

表2　社会人基礎力12要素間の相関係数

（ｎ＝547　*ｐ＜.01 ）

プログラム実施前 プログラム実施後 ｔ値 p値 d値
1 主体性　  3.58  (0.95） 3.85  (0.84) -4.493 <.001*** 0.29
2 働きかけ力　 3.62  (0.92） 4.01  (0.83) -6.455 <.001*** 0.45
3 実行力　  3.65  (0.86) 4.04  (0.82) -6.733 <.001*** 0.47
4 課題発見力 3.36  (0.92) 3.82  (0.85) -7.582 <.001*** 0.51
5 計画力   　 3.29  (0.98) 3.68  (0.90) -5.940 <.001*** 0.42
6 創造力　   3.13  (0.98) 3.67  (0.91) -8.116 <.001*** 0.57
7 発信力   　 3.10  (0.97) 3.61  (0.89) -8.302 <.001*** 0.55
8 傾聴力　   3.86  (0.88) 4.07  (0.80) -3.821 <.001*** 0.25
9 柔軟性　   3.76  (0.92) 4.00  (0.81) -4.158 <.001*** 0.17
10 状況把握力 3.64  (0.85) 3.91  (0.81) -4.718 <.001*** 0.33
11 規律性   　 3.68  (0.94) 3.94  (0.84) -4.356 <.001*** 0.30
12 ストレスコントロール力 3.34  (1.00) 3.78  (0.97) -6.391 <.001*** 0.64

プログラム実施前 プログラム実施後 ｔ値 p値 d値
1 主体性　  3.58  (0.87） 3.90  (0.85) -3.598 <.001*** 0.37
2 働きかけ力　 3.54  (0.98） 3.84  (0.94) -2.892 .005** 0.31
3 実行力　  3.61  (0.87) 3.82  (0.87) -2.311 .023* 0.24
4 課題発見力 3.38  (0.90) 3.70  (0.90) -3.560  .001** 0.36
5 計画力   　 3.12  (0.92) 3.29  (1.05) -1.790 .076 0.17
6 創造力　   2.98  (1.02) 3.39  (1.02) -5.302 <.001*** 0.40
7 発信力   　 2.98  (1.07) 3.28  (1.03) -2.950  .004** 0.29
8 傾聴力　   3.67  (0.93) 3.77  (1.02) -1.096 .276 0.10
9 柔軟性　   3.40  (1.12) 3.60  (1.21) -1.917 .058 0.17
10 状況把握力 3.63  (0.90) 3.85  (0.91) -2.250  .026* 0.24
11 規律性   　 3.66  (0.92) 3.72  (0.95) -0.629 .530 0.07
12 ストレスコントロール力 3.47  (0.98) 3.58  (0.95) -1.115 .267 0.11

n=438  データは平均（標準偏差）*ｐ＜.05  **ｐ＜.01  ***ｐ＜.001

表3-1　プログラム実施前後の社会人基礎力各要素の得点【高校生】

表3-2　プログラム実施前後の社会人基礎力各要素の得点【大学生】

n=109  データは平均（標準偏差）*ｐ＜.05  **ｐ＜.01  ***ｐ＜.001
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芸術系大学の PBL型授業に対して学生が感じた受講価値 

―社会に実在する事業課題解決に取り組むことは、学生にどのような影響を与えたか― 

 

 ○濱中 倫秀 三井 規裕 

 （成安造形大学 芸術学部 共通教育センター） （関西学院大学 高等教育推進センター） 

 

問題と目的 

成安造形大学では、芸術系大学に見られる就職

活動への意識の低さ(喜始 2014)の解決方法とし

て、実際に企業が抱えている課題の解決に取り組

む授業を行っている。この授業の目的は 2 つであ

る。1)実社会で働くことへの不安を払拭し、自信

につなげ、2）その結果、進路・就職への意識を高

めることである。これまでの研究では、学生自身

が複数の企業課題から 1 つ選択し、取り組みたい

課題を自己決定することで、能動的に学習するこ

とが分かっている(山野・平井ら 2014；濱中・筒

井ら 2019)。しかしながら、本授業を受講した学

生がどのような成果を獲得し、就職にむけて意識

を変化させているは明らかになっていない。そこ

で、本研究では、授業を受講した芸術系の学生が

得た成果と就職活動に向けた意識の変化につい

て実証的に検討することを目的とする。 

授業概要 

2019 年秋学期開講の 2 年生対象のキャリア科

目「就業力育成演習 B」(104 名履修、非常勤講師

2 名と筆者の 3 名で共同担当、選択科目)を対象と

した。当該学期の課題は表１の通りである。 
表１ 

３つの課題 
① 訪問介護会社の求人難を解決する 
② 弁護士事務所のイメージアップ戦略 
③ タレント事務所のアットホーム化 

調査対象と方法 

調査は 2 つに分けて行った。調査 1 は、受講生

が授業で獲得した成果を明らかにするため、課題

価値評定尺度(伊田 2001)を用いた。質問紙調査は

授業の初回と最終回に実施した。なお、調査に際

して回答は任意であること、成績に影響しないこ

とを説明し協力を求めた。調査は初回と最終回の

両方に回答した 72 名を対象とした。 
調査 2 は同授業を受講した学生 5 名を対象に

2020 年 7 月にインタビューを行った。実施時間

は 1 人につき約 20 分であった。主な質問項目は

１）受講動機 2）受講後、就職に向けて変化した

意識や行動である。その後、インタビュー記録を

作成し予備的に分類を試みた。 

結果 

調査 1の質問紙に対して一要因被験者内分散分

析を行った。授業初回の結果 F(4,284)=16.014, 
p<0.01 となり、下位尺度の主効果が認められた。

さらに Bonferroni 法による多重比較の結果、実

践的利用価値の平均値は私的獲得価値の平均値

に対し、有意に高く（p<0.01）、興味価値・私的獲

得価値・制度的利用価値・実践的利用価値の平均

値は公的獲得価値の平均値に対し、有意に高いこ

とが認められた（p<0.01）。次に最終授業の結果、

F(4,284)=16.609, p<0.01 となり、下位尺度の主効

果が認められた。Bonferroni 法による多重比較の

結果、実践的利用価値の平均値は興味価値・私的

獲得価値・公的獲得価値・制度的利用価値の平均

値に対し、有意に高く（p<0.01）、興味価値の平均

値は私的獲得価値の平均値に対し、有意に高いこ

とが認められた（p<0.01）。 
調査 2 はインタビュー記録を分類し、表 2 の通

り 5 つのカテゴリーを抽出した。第 1 カテゴリー

は、最も回答が多かった「就業意識の変化」であ

る。授業を通して社会の構造や、就職する際に求

められることへ気づきがあったことを表してい

る。第 2 カテゴリー「社会人としての視座」は、

学生が授業の中で社会人と触れ合うことで感じ

た違いを表している。「会社の人がどれだけ難し

いしがらみの中で動いているのかということが

よく分かった」等、限られた枠の中で成果を出す 
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厳しさを感じ取っていた。第 3 カテゴリー「履修

時の期待と実態」は、履修する際に期待していた

ことと、実際に受講した際に感じたこととのギャ

ップを表している。「あれもダメこれもダメと言

われると心が折れそうになりますけど、それは解

決のために仕方がない部分なのかなと思った」等、

主に実際に履修してみたら大変だった、という気

持ちを表している。第 4 カテゴリー「成果への影

響」は、チームのメンバーが及ぼす影響の大きさ

を表している。熱心に取り組まないメンバーに対

して、「これをやっていたらもうこのチームには

十分貢献しているから」等の声掛けを行い、モチ

ベーションが落ちないように工夫していたこと

が示唆された。第 5 カテゴリー「心残りと後悔」

は、課題解決に対する手ごたえがなかったことを

表している。「なんで自分はしっかりと相手の課

題をくみ取らずに自分のアイデアだけで突っ走

ったのだろう」等の発言から、もっとできたとい

う後悔を感じていたと考えられる。 
まとめ 

調査１及び２の結果から、学生は就業力育成演

習 B を受講したことで、社会に出たら必要となる

視点や仕事への姿勢を学んだと考えられる。 
調査１の最終授業の結果、職業的な実践におい

て有用性があると認識される実践的利用価値が、

他の 4つの価値よりも平均値が高くなった。また、

インタビューにおいて、学生は授業を通じて、社

会に出たら必要になることが学べたという、「就

業意識の変化」「社会人としての視座」について言

及していた。後藤ら(2014)は、学生は産学連携型

授業を通じて、社会に出たら必要になることを体

験的に学び、仕事に対するモチベーションの質的

変化を起こしたと述べている。つまり、本授業を 

 
受講することで、就職意識が低いといわれる芸術

系の学生であっても、卒業後を考えて、準備して

いくための意識を高めることができたと考えら

れる。一方、この授業の目的である「成功体験か

ら自信をつけ、就職活動への意識向上に繋げる」

という面では課題が残っている。具体的には、学

生は作り上げた企画提案に対して、「心残りと後

悔」を感じていることがわかった。こうした状況

を改善していく必要がある。例えば、企画案及び

作成プロセスも含めたより詳細なフィードバッ

クや、今後の行動を促すための振り返りを丁寧に

行う必要がある。今後芸術系大学の PBL 授業を

より学び多きものとするためにも、さらに実践と

研究を重ねていく必要がある。 
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ＣＡＶＴを用いた専門学校におけるカリキュラム評価の試み 

―職業実践専門課程の理容美容学科を事例として― 

 

 ○日高 淳 田澤 実 

 （国際文化学園 筑波大学大学院） （法政大学） 

 

問題と目的 

Society5.0 ならびに第 4次産業革命が膾炙さ

れ、社会・経済のグローバル化に伴い社会的・

国際的に活躍できる専門職業人のニーズを受

け、2019（平成 31）年に大学制度に 55年ぶりに

「専門職大学・専門職短期大学」が開学した。

人生 100 年時代を迎え、リカレント教育ならび

に職業教育を担う高等教育機関が複線化・多様

化するとともに拡大化するのと軌を一にし、第

三段階教育における実践的な職業教育の教育内

容と方法が刮目されている。中央教育審議会

（2018）においては、高等教育における「学

び」の質保証として大学等における教育成果や

学生の学修成果の可視化も求められ、高等教育

機関の役割のなかでも専門学校特有の検討課題

について、平成 26（2014）年度から開始された

「職業実践専門課程」における質保証・向上の

取組により教育の質を高めていくことが期待さ

れている。このような時代的趨勢のなかで、学

校教育におけるキャリア教育の国際比較研究か

ら種々の評価方法が検討されている（藤田

2019）。そこでキャリア教育の観点からカリキュ

ラムを実証的に評価検討することは喫緊の課題

であると考えられる。 

そこで本研究では、職業実践専門課程に認定

されている専門学校の予備的な検討を通じ、有

意抽出された研究対象校において（日高 2017）、

学生のキャリア意識の発達とカリキュラムとの

関係性を実証的に検討することを目的とした。 

 

方法 

対象者  

研究対象校の理容科・美容科の２学年 630 名

で 9割以上は美容科に所属していた。研究対象

機関より調査実施の同意を得て調査協力者には

ファイスシート及び口頭で調査倫理を示した。 

調査時期  

2019 年 7月に必修授業内に調査目的、データ

の使用等に関する説明後に無名式の質問紙（全

60 設問）調査を行い 446 名から回答を得た。所

用時間は約 15分間であった。 

用いた質問項目 

①キャリア意識（CAVT） 

大学生のキャリア意識の発達に関する効果測

定用テストの CAVT（下村ら、2009）を理容美容

専門学校生向けに一部改変して用いた。アクシ

ョン 6項目（項目例：コンテスト・課外授業に

熱心に取り組むこと、尊敬する人に合える場に

積極的に参加すること、仕事に役立つスキルを

身に付けること）、ビジョン 6項目（項目例：将

来（就職）に備えて準備すること、.理容美容に

関することを調べて考えること、自分が本当に

やりたいことを見つけること）について７件法

（1.できていない、2.あまりできていない、3.

ややできていない、4.どちらともいえない、5.

ややできている、6.できている、7.かなりでき

ている）で回答を求めた。 

②授業科目群 

授業科目ごとの 60項目について７件法（1. 
全くそう思わない、2.そう思わない、3.ややそ

う思わない、4.どちらともいえない、5.ややそ

う思う、6.そう思う、7.大いにそう思う）で回

答を求めた。教示文は、「次に示す●●科目は、

あなたが希望する将来の仕事に役立つ教育内容

であると思いますか」であった。理容美容専門

学校のカリキュラムは、より専門性の高い職業

実践的な教育内容である「選択科目群（項目

例：ヘアデザイン、和装、エステ、ヴィザジズ
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ム、トレンド、フォト、カラー、ネイル、パー

マ、まつ毛エクステンション、アップスタイ

ル、ウエディング、ヘッドスパ、メイク検定、

十二単、プロダクツ販売、デザイン画等）」と国

家試験の受験科目を中心とした教育内容である

「必修科目群（項目例：ワイディング、オール

ウエーブセッティング、カット、シャンプー、

等）」であった。分析に際しては両者を分けるこ

とにした。 

 

結果 

有効回答率は 67％であった。CAVT は下位尺

度ごとに項目合計値を求めアクション得点とビ

ジョン得点とし、各科目群は平均スケールを算

出した。講座数が多いことから総和を求め合成

変数とし選択科目群得点と必修科目群得点と

し、それぞれの相関を求めた。アクション得点

は選択科目群得点（r=.301）および必修科目群

得点（r=.227）との相関が有意であった。一

方、ビジョン得点は、選択科目群得点

（r=.264）とは相関が有意で必修科目群得点

（r=.077）とはそのような結果はみられなかっ

た。このことは、専門学校生のキャリア意識の

発達の程度は、カリキュラムの職業的意義と関

連があり、その範囲も教育内容で異なることを

物語っている。 

換言すれば将来ビジョンを明確に持つ学生に

とって、教育内容のレリバンスは、「必修科目

群」より「選択科目群」が高い傾向にあること

から、必修科目群より選択科目群において学生

のキャリア意識の発達レベルに対応する教育内

容が提供されていることが示唆された。 

 

考察と課題 

本研究は、研究対象機関のカリキュラムにお

ける教育内容のレリバンスを職業実践専門課程

の観点から専門学校生のキャリア意識の発達と

の相関関係から一定の範囲ではあるもののカリ

キュラム評価としても位置付ける試みであっ

た。当該専門学校生にとっては職業選択と進路

選択に直接的な関連が認められる教育内容を焦

点とし、職業実践専門課程におけるカリキュラ

ムの職業的意義を限定的ながらも明らかにでき

たのは本研究の成果であろうと思われる。専門

学校での学びがキャリア展望にどのように影響

するかについては、「実技成績」と「学科成績」

における学業達成が初期キャリアの展望に良い

影響を与えていることが指摘されており（日高

2015）、本研究結果からでキャリア意識に関し、

ビジョンとアクションの差異から国家試験科目

および専門性の高い科目群におけるカリキュラ

ムの関連性が一定の範囲で明らかにできた。 

最後に本研究の課題を 3点述べて結びとす

る。第一に、分析方法の限界および対象となる

科目に対する個別具体的な教育内容の検討がな

されていなかった。第二に、必修授業と選択授

業に加え、付帯教育との系統性や順次性につい

ても検討されていない。第三に、定量的な調査

に留まり学生または卒業生による質的な評価も

なされていない。これら残された研究課題を引

き続き探求していく。 

 

引用文献 

藤田晃之 2019 キャリア教育のアウトカム評

価指標の開発に関する調査研究報告書 科研

費基盤研究 B 研究助成成果報告書 

日高淳 2015 キャリア形成欲求と理容美容専

門学校の学びが初期キャリアに与える影響－

組織変更意思と仕事変更意思の違いに注目し

て- キャリア教育研究，33，55-66. 

日高淳 2017 高等教育における職業教育のカ

リキュラムに関する予備的考察－職業実践専

門課程に認定されている理容美容専門学校を

事例に- 教育方法研究,18,147-170. 

下村英雄・八幡成美・梅崎修・田澤実 2009 

大学生のキャリアガイダンスの効果測定用テ
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（付記）本研究は､2019（令和元）年度公益財団法

人東京都私学財団｢私立学校研究助成事業(共同

研究)｣の交付を受けた研究成果の一部である｡ 
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高等教育におけるキャリア教育・就職支援体制に関する考察 

―短期大学の事例をもとに― 

 

弘中 貴子 

（高崎商科大学） 

 

問題と目的 

2011 年 4 月、大学設置基準及び短期大学設置

基準が改正され、「大学は、当該大学及び学部等の

教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を

向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必

要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じ

て培うことができるよう、大学内の組織間の有機

的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする

こと。」、「短期大学は、当該短期大学及び学科又は

専攻課程の教育上の目的に応じ、（中略、大学設置

基準同様）短期大学内の組織間の有機的な連携を

図り、適切な体制を整えるものとすること。」と示

され、社会的・職業的自立に関する指導＝職業指

導（キャリアガイダンス）が義務化されることに

なった。 
これまで、大学、短期大学（以下、短大と略す）

における学生に対する職業指導（キャリアガイダ

ンス）は、就職部（課）などの事務組織が厚生補

導の一環として長きにわたって担ってきたが、教

育課程の中でも育むものと明記され、正課科目と

して実施することになり、大学・短大では、キャ

リア教育科目と銘打って開講した。そして、これ

を契機に、各大学・短大では、教学組織と事務組

織の 2 つの組織により、職業指導（キャリアガイ

ダンス）が実施されることになった。 
しかしながら、大学・短大には、暗黙のうちに

芽生えた、教学組織と事務組織の対立がある。さ

らには、教育課程に組み込まれた新たな教育分野

（キャリア教育）を担当する、専門家と非専門家

の間にも目に見えない対立があると言える。これ

について、永作（2012）は、教学組織と事務組織、

キャリア教育の専門家と非専門家による共通理

解と連携体制が欠かせないと述べるも、二項対立

による壁を指摘している。筆者は、これらの対立

を敢えて、キャリア教育の専門家と非専門家を教

学組織の二者と捉え、そこに事務組織を含め、三

者（三派）による鼎立があると考えている。 

本研究では、学生に対する職業指導（キャリ

アガイダンス）を、教学組織と事務組織、さら

には、キャリア教育の専門家・非専門家の鼎立

を乗り越え、それぞれが連携してキャリア教

育・就職支援を実施するための体制や在り方に

ついて、短大事例をもとに分析・考察するもの

である。 
 

方法 

本研究は、筆者が非常勤講師を務める、東京

都内にある一学科二専攻（実務・教養分野、家

政分野）をおく、私立短期大学（以下、A 短大

と略す）の実践的事例をもとに論じる。 

尚、本稿では、筆者が教鞭を執る実務・教養

分野内における、キャリア教育・就職支援の実

践事例をもとに論じる。 
 

結果 

A 短大においても、学生に対する職業指導

（キャリアガイダンス）は、教学組織と事務組

織の 2 つの組織が担っている。教学組織には、

教育課程内で、専任教員（キャリア教育を専門

領域としない教員を、キャリア教育非専門家と

する）が行うゼミナールと、筆者を含めた非常

勤講師（キャリア教育専門家）が行う、キャリ

ア教育科目のキャリアデザイン A・B・C があ

る。そして、事務組織には、厚生補導の一環と

して職業指導（キャリアガイダンス）を行う、

専任職員を配した就職部がある。このように、A
短大においても 2 つの組織が担っているもの

の、前述したような教学組織と事務組織の三者
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（三派）による鼎立は存在しない。 
なぜなら、A 短大の教学組織と事務組織の三

者（専任教員・非常勤講師・就職部）には、職

業指導（キャリアガイダンス）を連携して行う

共通認識と、それを具現化する明確な役割分担

と役割認識がある。図１のとおり、教学組織

（専任教員・非常勤講師）と事務組織（就職

部）の三者から、学生に向けられている【点

線】が存在し、それぞれの立場（役割分担と役

割認識）における専門家として、学生へ職業指

導（キャリアガイダンス）を行うことが表され

ている。 
 

 
 

図 1 A 短大におけるキャリア教育・就職支援体制 
 
A 短大のキャリア教育・就職支援体制におい

て着目すべき点は、三者を結ぶ円（三者の協働

体制）から、学生に向けられている矢印【実線

①②③】が存在することである。これは、教学

組織（専任教員・非常勤講師）と事務組織（就

職部）が、専門家ではあるが、異なる立場や視

点で行う指導・支援【点線】を補完する形で芽

生えたもので、その担当者に任せ過ぎない、頼

りすぎない三者の信頼関係から構築されたもの

である。この学生に向けられ【実線①】は、専

任の教職員として、日々学生と接する立場の者

同士の協働を意味し、【実線②】は、教員、教育

者として指導中心に行う者同士の協働を意味

し、【実線③】は、キャリアや就職に関する相

談・支援を行う者同士の協働を意味している。 

この A 短大のキャリア教育・就職支援体制

（図１）は、大学・短大の設置基準や学生の卒

業後のキャリア形成を踏まえた指導・支援を鑑

みれば、至極当然の体制といえるが、A 短大に

おいても、一朝一夕に成し得たものではない。

そこには、三者（専任教員・非常勤講師・就職

部）による鼎立を乗り越えるだけの専門家とし

ての意識や行動があり、そこから生まれた信頼

関係であったからと、筆者は考えている。 
さらに、A 短大のキャリア教育・就職支援体

制（図１）は、学生のキャリア意識や具体的な

就職活動意識にも影響を与え、良い変化が見ら

れている（詳細については、今後、論じる）。 
 

考察 

本研究は、学生に対する職業指導（キャリア

ガイダンス）を、教学組織と事務組織、さらに

は、キャリア教育の専門家・非専門家の鼎立を

乗り越え、それぞれが連携してキャリア教育・

就職支援を実施するための体制や在り方につい

て、短大の事例を踏まえて考察した。 
A 短大のキャリア教育・就職支援体制を踏ま

えて、教学組織（専任教員と非常勤講師）が行

うキャリア教育と、事務組織（就職部）が行う

就職支援の三者（三派）が協働し、有機的な拡

がりをみせる体制を構築することの重要性を問

い直すことができた。 
本研究で明らかにしたことは、すべての高等

教育におけるキャリア教育・就職支援体制を構

築するための一助になると筆者は考えている。 
 

引用文献 

公益財団法人文教協会 大学設置審査要覧《平

成 27年改訂》 2015 

若松養亮 下村英雄 編者 詳解 大学生のキ

ャリアガイダンス論ーキャリア心理学に基づ

く理論と実践 2012 Pp.124-126. 

弘中貴子 高等教育におけるキャリア教育と就

職支援の考察 高崎商科大学紀要第 34号 

2019 Pp.47-61. 
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プロジェクトベースインターンシップ参加学生の履歴考察 

―継続的な学びの機会提供を踏まえた今後の展望― 

 

    ○福田美誉                    本田直也 

（一般社団法人 未来教育推進機構/株式会社ワークアカデミー） （大手前大学 現代社会学部） 

 

問題と目的 

一般社団法人未来教育推進機構が 2018年度よ

り実施している「UMEDAIプロジェクト」は，15

～28歳の若者の成長を支援することを理念と

し，多様な人との出会いを通じた学び活動の機

会を提供し，そのための学習デザイン開発を行

っている。これは，大学 1～4年生を中心に，高

校生から既卒社会人を含めた若者を一気通貫し

て支援することを責務と考えているためである。 

本プロジェクトの重点取組事業の 1つである

「UMEDAIインターンシップ」は，実践的な就業

経験の機会を通じて参加者が社会人基礎力全般

を向上できるようカリキュラムベースで提供す

るプロジェクトベースインターンシップ（以下

PBI と略）プログラムである。株式会社ワーク

アカデミーとの連携のもと，トライアルを含め

これまで 4回にわたる実践と検証を重ねた（福

田美誉，2019，2020）。表 1にその概要を示す。

いずれも 4つの重点学習方針（多様性の理解と

コラボレーション，テレワークスキルの習得，

社会人生活へのトランジション，メタ認知）の

要素を含むカリキュラムで構成し，多様なテー

マで実践した。その結果，写真，動画の記録に

加え，ルーブリックによる自己評価活動より，

学生の振り返り履歴が蓄積されてきた。本プロ

ジェクトの学びに価値を見出し，複数回参加の

学生も出てきている。今後プログラムとしてシリ

ーズ化していくことを踏まえ，カリキュラムや運

営の改善活動を行い，学生の学び活動の質を向上

させていくことが必要となってきている。 

本稿では，過去の実施プログラムの記入コメ

ント履歴を見て，考察した結果を報告する。ま

た，今後のプログラム開発とプログラム修了生

の学びの方向性について提示する。 

表 1  PBIの過去の実施状況 

実施テーマ回・名称 開催期間 参加者数 

①  女性活躍推進企業

の取材と冊子制作 

2018 年度下

期，6 か月間 

10 大学か

ら 26 名 

②  IoTを活用したスポ

ーツ店の企画立案 

2019 年度上

期，3 か月間 

8 大学・2 企

業から 13名 

③  新時代のリクルー

トスーツを考案 

2019 年夏，3

週間 

10 大学か

ら 13 名 

④  高校キャリア授業

の考案 

2020 年春，5

週間 

10 大学か

ら 13 名 

※②は社会人 2 名, ③は日本語学校の留学生 1 名の

参加あり 

 

方法 

本プログラムでは，社会人基礎力に基づいたル

ーブリックを独自開発し，学生自身による形成的

評価を行っている。表 1に示す 4 回のプログラ

ムのうち，研修最終段階で自己評価を行ったテ

ーマ①，③，④の 3つについて，自己評価時の

気づきに関するコメントを，プログラムの運営に

加わった筆者が参加観察法のアプローチで確認

し，整理した。 

 

結果 

研修の最終段階で行った自己評価の最後の問

い「自分自身で気づいたことを書いてみましょ

う。例：新たに知ったこと，伸ばしていきたい

こと，改善していきたいこと」に対する回答の

記入例をあげる。 

 

⚫ 相手に委ねるところは委ね，何をどうすれ

ばよいかを明確にして相手に伝えられるよ

うになった。 
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⚫ この活動でミーティングの内容をかみ砕い

てチームに報告することができることを知

った。普段の生活に活用できたらと思う。 

⚫ 私は時間の使い方が下手だということに気

づいた。やる事を書き出し，逆算し計画的

に進めていこうと思う。 

⚫ 営業などの人と話す仕事は絶対に向いてい

ないと思い込んでいたが，今回の活動で職

業の可能性が広がった。それと同時に自分

の至らない点もくっきり見えた。一回生の

うちに気づけて良かった。 

⚫ オンライン上というはじめての経験をこの

（就職活動目前の）時期にできたことがす

ごく身になった。 

⚫ 自分と違う意見に対してもっと柔軟に対応

できるようになりたい。論理的思考力と話

し方を伸ばす必要があると感じる。 

⚫ 「聴くこと」の大切さに気づいた。いろん

な人が集まって，１つのことをする時に，1

人のリーダーのビジョンだけで引っ張って

いくことに限界があることを知った。 

⚫ 周りがすごく熱意を持っていたが，私は一

歩引いていて全然頑張れてなかった。もっ

と本気で取り組めるようになりたい。 

⚫ 人と関わりほめてもらうことで自信が付く。

自分はもっと人と関わるべきであると知っ

た。 

 

全てのコメントに目を通し，その内容を分類

したところ，大きく分けて 3つの特徴がみられ

た。 

(1) 活動で出来るようになった，あるいは未達に

終わったと実感し，記載しているもの 

(2) 今現在の自分の能力（社会人基礎力，就業に

必要なスキルなど）を客観的に見て判断して

いるもの 

(3) 心や意欲，人や物事との向き合い方の変化に

ついて触れたもの 

 

考察 

全体的に企業，社会人の方への取材や，テレ

ワークによる班・チーム活動での仲間との関わ

りから，自ら主体的に行動し，発言し，働きか

けていくことの大切さを認識した回答が多かっ

た。社会人基礎力の中でもアクション（主体性，

働きかけ力など）やチームワーク（発信力，傾

聴力など）の必要性を強く持ったようであった。 

また自信のなさを認め，それを克服していこ

うとする意志を表現するコメントも多く見受け

られた。自己肯定感が低い場合は特に活動の最

初の段階で行動の消極性につながる場合もある

が，一方で向上心に置き換わり参加回数を重ね，

成長につながる事例も見受けられる。よって今後

はさらにこの「心」の記述の変化をしっかり観

察し，運営スタッフの対応に反映させていく必

要がある。 

本プログラムにおいてもっと成長したいとい

う意欲を見せた学生に対しては，2回目以降の参

加を推奨する一方で，ある一定の達成感が得ら

れ自他ともに社会人基礎力の向上が見られた学

生は，UMEDAI学生事務局（有償インターンシッ

プ）での長期的な活動や UMEDAIの他のプロジェ

クトへの参画をすすめ，学びへの意欲と活動を

継続していく働きかけもしていきたい。これは

受講生自身にとっても生涯学習とキャリアデザ

インの定期的更新という意味で有意義なことで

はないか，と考える。 

本プログラムは，2020年度も実施継続の方向

で進めている。実施回数と参加人数の履歴が増

えていく中で，今後はさらに定量的な分析を進

め，全体像の把握とカリキュラムの改善活動に

活かしていく予定である。 
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ドイツ連邦ギムナジウムにおけるキャリア教育ニーズの高まりと対応 

－バーデン＝ヴュルテンベルク州の前期中等教育段階の動向を中心に－ 

 
藤田駿介 

（筑波大学大学院 人間総合科学研究群） 

 

問題と目的 

 近年、ドイツ連邦ギムナジウムにおいては、前

期中等教育段階から始まるキャリア教育として

の職業・進学オリエンテーションの実施の重要

性が指摘されている（Stabbert & Schröder 2015）
が、他の学校種に関する研究と比較するとその

蓄積は浅い現状がある。またギムナジウムに関

しても、後期中等教育段階であるギムナジウム

上級段階については、進路選択を喫緊の課題と

して一定の研究がなされてきたといえるが、特

に前期中等教育段階ギムナジウムに関しては具

体的な検討が欠如している。こうした現状の背

景としては、Schröder et al.（2015）が数十年間、

ほとんどの州の前期中等教育段階ギムナジウム

で検討可能性を有する構造がみられないことを

指摘するように、同学校種同学校段階のキャリ

ア教育の停滞にも起因しているといえよう。た

だし着目すべきは、当該研究がバーデン＝ヴュ

ルテンベルク州（以下、BW 州）で 1994 年に導

入された「ギムナジウムにおける職業・進学オリ

エンテーション（Berufs- und Studienorientie- 
rung am allgemein bildenden Gymnasium：

BOGY）」の先駆性を明示している点である。し

かしながら、そこでは同州のキャリア教育に関

する基礎情報の整理に留まるため、前期中等教

育段階を包含したギムナジウムにおけるキャリ

ア教育の推進の手がかりとなる当該事例につい

て、その展開と実践の特質の解明が求められる。 
 ギムナジウムへの着目は、その性格の一つと

して前期・後期中等教育段階を包括する点で、日

本の現状に対して意義深い。重要性を増す中等

教育段階の連関という観点から、キャリア教育

の系統的実施に対して示唆を得る可能性を持つ。 
 以上より、連邦レベルでの前期中等教育段階

ギムナジウムに関するキャリア教育の展開を整

理するとともに、その中での BW 州ギムナジウ

ムのキャリア教育の動向を整理し、その方策の

特徴と到達点を明らかにすることを目的とする。 

方法 

 本発表は文献研究を中心に行う。まず、前期中

等教育段階ギムナジウムでのキャリア教育のニ

ーズの高まりを整理する。さらに、ギムナジウム

でのキャリア教育に関する各州文部大臣会議

（Kultusministerkonferenz：KMK）の方針も踏

まえた上で、BW 州ギムナジウムにおけるキャリ

ア教育の展開について、教育計画との関係性に

言及しながら位置づけを明示し、特徴づける。 

結果 

① ギムナジウムのキャリア教育ニーズの背景 
前期中等教育段階ギムナジウムからのキャリ

ア教育の必要性が高まっている要因としては、

まず近年の大学中退率の高さが挙げられる。

2000 年代以降では、総合大学（Universitaet）
と専門大学（Fachhochschule／Hochschule）の

両大学を合わせた割合は 30％弱付近で固定化さ

れてきており、そこに改善の傾向はみられない。 
 また、卒業後の進路の多様化もその要因の一

つである。総合大学・専門大学に共通して学習コ

ースが多様化し、生徒にはその適切な選択が求

められている。また、アビトゥーア取得直後に高
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等教育機関へ進学せず、長期的な実習等への移

行可能性の存在も多様化の一部といえよう。 
② 連邦レベルでのキャリア教育の焦点 
前期中等教育段階におけるキャリア教育の大

きな契機ともいえるのが、1970 年に KMK で採

択された「教育制度に関する構造計画（Struktur- 
plan für das Bildungswesen）」である。そこで

は、基本的な技術・経済教育がギムナジウムを含

む一般教育学校の要件として位置づいたが、指

導要領や教育計画によって、州ごとの位置づけ

は異なっている（Ermert & Friedrich 1990）。 
 一方で、それ以降においては「後期中等教育段

階におけるギムナジウム上級段階の形成に関す

る合意（ „Vereinbarung zur Gestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe 
II (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 07. 07. 1972 i. d. F. vom 28. 02. 1997)“）」
の修正などで職業オリエンテーションの方向性

が示されるなど、ギムナジウムにおけるキャリ

ア教育の焦点は、前期中等教育段階よりも上級

段階に当てられたことがうかがえる。 
③ BW 州でのキャリア教育の進展 

BW 州においては、「教育制度に関する構造計

画」以降、「社会科（Gemeinschaftskunde）」の

範囲内で合計24時間の職業オリエンテーション

が実施されている。それ以降、連邦としての焦点

は主として上級段階に当たる中で、1994 年版の

ギムナジウム教育計画の改訂に伴い BOGYが開

始された。当初は上級段階を対象としていたが

2000 年時点では前期中等教育段階である第 10
学年を包含し、それ以降にさらなる学年の引き

下げ的拡大がみられる。最大の転機といえるの

が、2016 年版教育計画での「WBS（Wirtschaft 
/ Berufs- und Studienorientierung：経済及び職

業・進学オリエンテーション）」の設置である。

それまで「経済科（Wirtschaft）」を中心に実施

されていた職業・進学オリエンテーションが単

独の教科として教育課程に位置づいた。 

考察 

BW 州で BOGY という前期中等教育段階を包

含したキャリア教育が形成された事例は、先行

研究も指摘するように先駆的な実践として位置

づく。その拡大過程は上級段階からの引き下げ

として捉えることができ、2000 年刊行の BOGY
の手引きにおいては、第 10 学年から第 13 学年

が 14 のモジュールで構成されるように、既存の

上級段階のキャリア教育への前段階として位置

づき、接続の観点が意識されたことが読み取れ

る。大学との関わりに焦点を当てるのであれば、

BOGY のパートナーとして商工会議所等の労働

関係機関のほかに大学も設定されている。2010
年に刊行された BOGY の手引きでは、大学にお

ける実習（Praktikum）も含まれているように、

直接的な関係を築くことでギムナジウムでのキ

ャリア教育ニーズの高まりの原因へのアプロー

チがなされているといえる。そして 2016 年の

WBS 設置以降は、教育計画に基づくことでキャ

リア教育を実施可能な体制が築かれた。この職

業・進学オリエンテーションを教科として設置

し、教育課程におけるその位置づけをより明確

にした点に現在の BW 州のキャリア教育の到達

点をみることができる。 
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オンライン授業によるキャリア教育の一考察 

 

堀 眞由美 

（中央大学国際経営学部） 

問題と目的 

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)1は、世

界中を激変させ、未曾有のパンデミックとなっ

た。感染者数拡大と医療体制危機が深刻になる

中、ほとんどの国・地域において感染地域の封

鎖や外出禁止（ロックダウン）、出入国制限等の

措置が強化された。このため通常の経済活動は

著しく制限がされ、生活にも深刻な影響を与え

ている。今後も厳しい状況が続くと予想され

る。 

テレワークの進展に伴い、社会ではこれまで

の Face-Faceの働き方とは異なる新しいリーダ

ーシップが求められる。教育の場でも、社会の

要請に対して新たな取り組みが求められる。よ

り効果的な授業を提供するために、教員にもオ

ンライン授業の新しい知識とスキルが求められ

る。 

 本稿では、COVID-19により筆者が担当するキ

ャリア教育のオンライン授業の半期を振りかえ

り、長期線が予想されるパンデミック対策とし

て今後のオンライン授業のあり方や課題を考察

する。 

 

キャリア教育のオンライン授業 

本学では、5月最終週から春学期全てオンライ

ン授業となり、双方向型授業(リアルタイム)、

動画配信型授業、資料配信型授業、自習中心型

授業の 4形態から担当教員が決定することにな

った。大学側からは、学生の受講時のネット環

境が様々であるため、全学生に不利益が生じな

いよう配慮しなければならないとの通達があっ

た。 

双方型授業や動画配信型では、ネット環境に不

利益を生じる学生が発生する可能性も否定でき

ず、筆者は、春学期は講義科目が主であったこと

もあり、manaba（マナバ、クラウド型教育支援サ

ービス）を利用した資料配信型授業を実施するこ

とにした。成績評価も、履修学生に不利益が生じ

ないよう配慮をすることを念頭に置き、毎回の課

題と平常点の他に最終課題としてレポートを課

すことにした。 

講義「ビジネスコミュニケーション」は、グロ

ーバル社会に求められるビジネス基礎力とその

運用能力により良好なビジネスコミュニケーシ

ョンスキルを習得し、グローバルに活躍できる人

材育成のための講義で、キャリ教育として位置付

け、一年次履修推奨ではあるが、全学年に開講し

ている。 

本講義の目標は、単なる形式知としての知識で

はなく、経験を経た実践知（暗黙知）の知識とし

て内在するようにするためのベースの講義科目

としている。社会人基礎力育成に関して主として

講義中心とし、若干の演習も取り込んで実施して

いる。 

資料配信型授業では、使用するテキストの解説

を教材として配信した。文字に目を通す時間が長

くなるため、教材ボリュームは、対面授業時より

も若干簡潔に解説をした。対面授業においてロー

ルプレイングで指導してきた演習は、YouTube を

活用し、長くても各々５分以内にとどめた。時間

の長い動画は、学生の集中力も続かず、観ない可

能性を避けるためでもあった。 

各回の受講期間は、教材配信日から 1週間以内

とし、学生が各自可能な時間に受講をするように

した。学生からの質問は、manaba上の「個別指導」

で受付けた。受講後は、毎回講義内容をクイズ形

式で課題として manaba 上「レポート」で提出さ

せ、締切後に課題のフィードバックを配信した。

受講、課題共、スマホからも入力が可能なため、

学生にとって利便性は高かったと思う。 
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講義終了後の学生の授業アンケートでは、「テ

キストや教材だけではわからない箇所が YouTube

でイメージできてよかった」、「授業と課題のボリ

ュウムは適切であった」、「教材でさらに理解が深

まった」、「自分の都合の良い時に受講できたこと

がよかった」、「時間を指定している授業を優先せ

ざるを得ないので受講時間を余裕もって設定し

たことで、スケジュール管理ができた」、「対面授

業で受講したかった」等々のコメントがあった。 

 

        考察 

オンライン授業では、学生自身が生活と学習

のバランスを自ら調整、管理しなければならな

い。すなわち、事前準備として、各自の履修授

業形態から、受講期日、課題提出、出席確認の

有無などをリストアップし、スケジュールを立

てることから始まる。受講日時指定講義や受講

期間に余裕ある講義を、各自の生活などと調整

をする。優先順位をつけ、スケジュールを作成

するという一連の準備を通じて、自己管理とし

て社会人基礎力を養うことができたのではと思

う。学生は、準備段階から社会人基礎力を学

び、講義から学ぶ形式知を実際に経験し、暗黙

知できる絶好の機会であり、そのための思考

力、判断力が必要となったはずである。 

教材配信型授業は、筆者の場合には主として

テキストを利用したが、通常の対面授業時と同

様、講義中に解説する部分を教材で作成、配信

し、YouTubeで補う方法で対応した。これによ

り、対面授業と近い効果はあったのではないか

と思う。 

オンライン授業により時間を有効活用でき、

それをポジティブに捉えている学生もいる一方

で、ネガティブに捉えている学生もいる。教員

や大学の対応や受講時の通信環境や学習意欲な

ど、オンライン授業は、全体としては一長一短

のように思う。履修者が多いオンライン授業で

は、学習意欲が不足する学生もいるかもしれな

い。 

秋学期以降では、メディアリテラシーやネチ

ケットを説明した上で、受講方法を伝え、授業

内容により教材配信型授業と双方型授業（リア

ルタイム）を主とし、海外から受講を予定して

いる留学生用に動画配信型も使い分けて実施す

る予定である。 

双方型授業は、不特定多数の中で発言や質問

をすることに抵抗感がある学生もいる。チャッ

トなどで個別質問ができる場を設けることも必

要であるが、なかなかなじめない学生もいるの

で、授業以外のオンライン上で、別途学生とコ

ミュニケーションがとれ、学生が気楽に参加で

きるような場の設定も今後求められる。一方方

向の受講形態にならないために、オンライン授

業では、さらに創意工夫が求められるだろう。 

冒頭でも述べたように、働き方が多様化し、テ

レワークで働くメンバーたちをリードし、チーム

としての成果を上げるためには、これまでにない

知識やスキル、チームビルディングやマネジメン

ト、コミュニケーション方法などが必要となる。

これらにも対応できる新しいリーダーシップの

育成が、キャリア教育に求められるであろう。 

 

注 
12020年 2月 11日 WHO公表。「コロナ（Corona）」、

「ウイルス（Virus）」、「病気（Disease）」とこの

感染症が WHOに報告された「2019年」の組み合わ

せ。 
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大学キャリア授業におけるエントリーシート指導の重要性

前田武司

京都府立大学 キャリアサポートセンター

概要と背景 

京都府立大学は 1 学年 400 名強の小規模の総

合大学である。キャリア教育に関しては、１年

生必修「キャリア入門講座」2 年生必修「ケー

スメソッド・キャリア演習」（ＰＢＬ）3 年生選

択「キャリアデザイン演習」を開講している。

そのうち、3 年生「キャリアデザイン演習」は

就職講座の上級版として位置付けており、京都

の産業特性を考慮し、BtoB とサプライチェー

ンにまで言及する、現実的かつ就職活動を強く

意識した授業を展開している。第 40 回研究大

会ではこの授業が就職活動初期の学生に与える

影響について発表したが、第 42 回研究大会で

は、この「キャリアデザイン演習」を履修した

学生の就職活動の結果をベースとして、エント

リーシート指導の重要性につき発表する。

調査結果と見解 

「キャリアデザイン演習」では夏インターン

シップ（以下ＩＳと称す）に応募するためのエ

ントリーシート（以下ＥＳと称す）作成を課題

の一つとし、10 段階で採点をしている。そのＥ

Ｓの出来具合と実際の就職活動結果には高い関

連性が見い出せた。

1. ＥＳ評価と就職活動終了時期

履修学生が就職活動を終えた時期との関係を

調査した。授業は 2018年前期、当該学生の卒業

は 2020 年 3月である。この学年は、2019年 6

月上旬には大手企業の内定出しが集中してい

て、大勢は決していたことにご留意頂きたい。 

評価 8以上、評価 7～5、評価 4以下、履修登

録したが単位取得に至らなかった（当時は CAP

制を導入していなかったので、とりあえず受講

登録し、必要と思う講義のみ出席する学生も多

くいた）、の 4グループに分けた。 

 

  ＊縦軸は実数 グラフにおいて未回答は除外

顕著な結果となった。ＥＳ評価 8 以上のグル

ープは約 7 割の学生が 5 月に就職活動を終えて

いた。8 月に終えた学生も１名だけいたが、事

実上は 6 月に就活が完了していた。 
評価 7～5 のグループは、多くが少し遅れて

就活を終えるが、長引いた学生も存在した。8
月の増加は公務員試験結果の影響もある。

評価 4 以下と単位取得に至らなかった学生の

グループは実質的に同じ結果である。上手くい

かない学生が一定数存在し、就職活動が長引い

ているのがわかる。

2. 就職先・院進学との関係

評価 8 以上のグループはこの調査でも顕著な

結果となっている。調査 1 の結果とも照らし合

わせると、内定出しの早い大手企業に就職を決

めた学生が多いということである。大学院進学

者がいなかったのも特徴的である。2020.3.大学

卒であれば、大学院に進学すると、入社は東京

オリンピック後となり、採用状況は厳しくなる

のではないかとの予測が学生間で広がっていた

ので、このような結果になっているのかもしれ

ないと考えている。

 一方、高評価グループ以外では大きな差がな

い結果となっている。ここでも、上位層と中下

位層の格差は大きい。

就活終了時期
4月
以前

5月 6月 7月 8月 9月
10月
以降

　ＮＡ
院進学

ＥＳ評価8以上 14% 57% 21% 0% 7% 0% 0% 0%
ＥＳ評価7～5 10% 3% 28% 7% 17% 7% 7% 21%
ＥＳ評価4以下 13% 4% 22% 4% 4% 4% 22% 26%
単位無 12% 7% 15% 5% 7% 7% 17% 29%

決定先
上場又は
千人以上

他民間 公務 院進学 留年等

ＥＳ評価8以上 64% 36% 0% 0% 0%
ＥＳ評価7～5 31% 34% 17% 14% 3%
ＥＳ評価4以下 26% 30% 13% 26% 4%
単位無 29% 34% 15% 5% 17%
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3. インターンシップ参加回数との関係 
 

 
インターンシップに参加している回数でも高

評価グループの活動の活発さは顕著である。 
最近の企業主催のＩＳは選考フローに組み込

まれているので、希望すれば誰でも参加できる

ものではない。選考フローなので、書類選考と

面接があるのは当然であり、面接の際には面接

担当者はＥＳを見て質問を考えることになる。

当然ながらＥＳの出来具合は影響してくる。 
就職活動の成果と活動量は比例するとよく言

われるが、本選考の前にＩＳやＩＳに参加する

ための選考という形で十分な経験を積んだ学生

と経験を積めなかった学生の間に差が生じるこ

とは想像に難くない。 
また、ＥＳ作成に時間をとられると、自然と

応募自体が少なくなってしまったり、そもそも

応募する意欲が減退してしまったりといった状

況にも陥りやすい。参加数の少なさの原因調査

まではしていないが、この結果は無視できるも

のではない。 
もし本選考の時期にＥＳに時間がかかって、

応募数が少なくなったり、意欲の減退（自信の

喪失かもしれない）に陥ってしまうと、致命的

である。調査 3.の結果は一見すると単にＩＳ参

加状況を示しているのだが、このようなところ

まで含んでいるのである。 
 

4. ＩＳ開始時期との関係 
 

 
多くの学生が、活動の質や量は別として、夏

ＩＳに参加していたことがわかる。2018 年研究

大会発表で、6 月初旬の活性学生が多くなって

いるとの報告をしたが、それとも合致する。 
この結果で考慮すべきは、6 月以前のＩＳへ

の参加に積極的だったのは評価 7 以下の学生群

だということである。参加ＩＳの詳細調査はし

ていないが、選考締め切り前にＩＳに参加して

いるということは、就業体験と事前・事後指導

を内容とする教育目的のＩＳであろう。結論か

ら言うと、早くからＩＳに行っていたが、「調

査」の域を出ず、活発な就職活動に繋がらなか

ったということだと推測している。おそらく、

就活への不安から、早めの準備に動いたのであ

ろう。一方、高評価グループは効果の高いＩＳ

を選び、効率的な就職活動をしている。結局は

戦略に秀でた者が勝利を得ているのである。 
 

最重要項目はエントリーシート 

 
就職活動結果とエントリーシートの出来具合

の関連性は、産業界・採用者の評価に耐えうる

レベルのエントリーシートを作成することが極

めて重要であると示唆している。 
例えば、自己ＰＲにおいても、「社会人基礎

力」を意識してＥＳを作成するのではなく、

Society5.0 時代に求められる「課題解決力」を

意識して作成するのが効果的であろう。 
根本的なことだが、キャリア教育では、学生

が主体的に自らの将来を考え、就くべき仕事を

選び出し、就職という形で実現するよう授業を

デザインするのが望ましい。自己分析ツールに

せよ、「業界研究」の講義にせよ、各種キャリア

理論にせよ、結局はこの目的のために使用する

ものであって、最終的にはそれらを身に着けた

度合いがエントリーシートに反映することにな

る。積極的に指導すべきと考えている。 
また、選抜側との最初のコンタクトがＥＳで

あり、全員面接という選抜方法でなければ、こ

の「選考」を通過しなければ面接に至らない現

実がある。昨今の採用活動はコンピテンシー評

価が主流であり、応募者各々の活動経験を細か

く聞き出し、行動特性やその背後にある考え方

を明確にして応募者の評価をしている。当然な

がらＥＳも面接もコンピテンシー評価を念頭に

準備せねばならない。取り組み姿勢を重視する

学校と異なり、ビジネスシーンでは行動と結果

を評価する。この価値観の違いは大きく、学生

が苦労するところでもある。 
キャリア教育では「自己効力感」が重視され

ているが、ＥＳを上手く書けず、ＩＳにも思う

ように参加できなかったら、「やれそうな気」に

なるはずもない。結論としては、以上のような

現実的な点を踏まえて、エントリーシート作成

の指導をすることが重要である。 

ＩＳ参加数 10以上 9～7 4～6 1～3

ＥＳ評価8以上 60% 10% 20% 10%
ＥＳ評価7～5 25% 0% 20% 55%
ＥＳ評価4以下 8% 17% 33% 42%
単位無 0% 6% 29% 65%

ＩＳ開始 6月以前 7月 8月 9月 10月以降

ＥＳ評価8以上 10% 30% 40% 20% 0%
ＥＳ評価7～5 24% 14% 48% 0% 14%
ＥＳ評価4以下 42% 0% 50% 8% 0%
単位無 18% 29% 35% 0% 18%
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  オンライン授業でも「対話」は可能か？ 

―「対面なし」でのポートフォリオ作成の試み― 

 

町田 小織 

（東洋英和女学院大学国際社会学部国際社会学科） 

 

問題と目的 

2020年度はオンライン授業元年。初めて ZOOM

や Google Classroomを使って授業をするだけで

なく、これまで通りアクティブ・ラーニング型

で授業をするにはどうしたらいいか、悩み苦し

んだ読者も少なくないだろう。発表者もそのひ

とりである。対面で会わずして学生との「対

話」は可能なのだろうか。それが本報告の出発

点である。 

教員も学生も ICT スキルが高くない場合で

も、双方向性を維持した「対話」はオンライン

で可能なのだろうか。それを検証することが本

発表の目的である。対話とは主に、①他者との

対話、②自己内対話、そして③作品との対話を

想定している。また背景として、デバイス、通

信状況、家庭環境等々、ICT スキル以外にも各学

生には様々な制約がある。さような中でも、安

全・安心な場をつくり、学生との信頼関係を構

築し、受講者同士の学びを促すことができるの

だろうか。 

方法 

対象とする授業実践を以下にまとめる。  

授業名：キャリア設計Ⅱ（再履修クラス）  

実施年度：2020年度前期 

対象年次：3年次以上（再履修者のみ）      

開講時限：水曜 2限／金曜 2限        

受講者数：16名／25 名           

授業方式：リアルタイム授業（ZOOM）＋オンデ

マンド（Google Classroom） 

最終成果物：ポートフォリオ＊ 
＊「現在、未来、過去の私について可視化し、これを見れば私

がわかる」という作品。非言語の状態で存在している「私」を

構成する要素を、まず視覚化し、そして言語化。そのための素

材は、好きなモノ・コト・ヒトの画像、現在の私の一枚相関

図、ビジョンと目標、一枚自分史、エッセイ、etc. 

当該科目は必修科目ゆえ、2020 年度、再履修

者のためのクラスが開設された。再履修といっ

ても、内容や成果物は前年度と全く異なる。受

講者にとっては、新しい課題をオンラインで挑

戦することになる。 

本学は 90分×15回の授業だが、今年度はオリ

ンピックの影響で元々授業回数は 14回。急遽オ

ンライン授業となり、内容を若干変更すること

も可能であったが、ほぼ予定通りのプログラム

を遂行した。価値観が変わるといわれるコロナ

禍だからこそ、内省を深め、自分の人生につい

てポートフォリオを作成しておくことは有意義

であろう。 

実際の半期の流れを以下に記載する。 

第 1回：ガイダンス（ZOOM）        

第 2回：現在の私①好きなモノ・コト・ヒト 

第 3回：現在の私②オンライン・ギャラリー 

第 4回：「現在の私」口頭発表（ZOOM）         

第 5回：価値観／well-being              

第 6回：未来の私①ビジョン・デザイン   

第 7回：未来の私②バックキャスティング  

第 8回：「未来の私」口頭発表（ZOOM）         

第 9回：過去の私①一枚自分史       

第 10回：「過去の私」口頭発表（ZOOM）         

第 11回：エッセイ（視覚化→言語化）        

第 12回：ポートフォリオ完成     

第 13回：オンライン・ギャラリー      

第 14回：改善版提出／自己評価＆他者評価 

基本的に 12回でポートフォリオを完成させる

ため、ZOOM以外の回はオンデマンドでポートフ

ォリオの素材作成となる。オンラインでも学生

同士の交流や対話を促したいので、原則学生が

つくるコンテンツ（課題）は、名前を伏せた形

（受講者限定アクセスの Googleドライブ）で公

開した。他者の作品を見ることで、自分がどう
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いう人間なのか、そして個々人がどれだけ異な

るのか（多様性）を理解してほしいからであ

る。テーマが自分自身ゆえ、他人に話したくな

いこと、知られたくないことは書かない、載せ

ない、そして口外しないというルールも設けて

いる。また学生相互のフィードバックの場とし

て、Google Jamboardやコメント機能を活用。最

終成果物であるポートフォリオもドライブ上で

一定期間閲覧可能にし、自己評価と他者評価を

してもらう。 

結果 

ポートフォリオが完成した際に学生が記した

コメントを一部紹介したい。（下線は発表者／必

要最小限の日本語表現修正） 

・他の学生さん方の意見や感想を毎回閲覧する

ことができたので、「他者から見た自分」「他者

から見た自分の評価」といったものを可視化で

き、次の課題に取り組むにあたって非常に参考

になりました。 

・オンライン授業という新しい試みではありま

したが、以前よりもグループでの発表に対する

抵抗が減り、自分にとっても良いリハビリにな

ったように思います。 

・人それぞれ本当に色んな考えを持っていて、

年齢に関わらずとても尊敬できました。 

・この授業を通して自分という人間のことが少

し分かった気がします。正直、他人に自分のこ

とを話すことには少し抵抗があり、苦戦もした

のですが、今回の授業を経て、少し成長できた

し、人の良いところもたくさん知れて、視野が

広がりました。 

・過去のことは忘れていたことも多くあったの

ですが、今の自分を作っている大事なことを思

い出すことができました。 

・いろんな人の将来のビジョンを見ていくうち

に、私もこの人のようにもっと明確なビジョン

を作り上げたいと向上心まで持てました。 

・今やるべき事がたくさんある、また未来の自

分が幸せであるために、今全力で何事もトライ

していきたいと変わる事ができました。 

・自分の価値観を改めて探って、目に見えるも

のにして、それを人に伝えるのは非常に貴重な

授業だったと感じました。 

・小さい頃の価値観なんてさすがに変わってい

ると思っていたのですが、根本的な部分は変わ

っていなくて面白かったです。 

・失敗しても自分の経験になっている事を、発

表しているときに気づかされて、すこしだけ自

分に感心しました。 

・様々な学生の現在、過去、未来について知る

ことができておもしろかった。同じ大学の学生

でもそれぞれ違いがあって、そこから自分につ

いても考え、振り返ることができた。 

・その人のことを知らなくても、それを一読す

るだけでその人に関する情報やどういう価値観

を大事にして生きているのかが伝わってきた。 

学生のコメントを見ると、「会わなくても、そ

の学生のことがわかる」様子がおわかり頂ける

のではないだろうか。履修者同士も友人関係に

はなかった者が大半だが、お互いの人となりを

理解したようである。 

考察 

一度も対面で会わずに「対話」は可能かとい

う問いに対して、現時点での暫定的な解を述べ

たい。少なくとも NOではない。 

まず、①他者との対話に関して。履修者は、

ほとんどが関係未構築の学生である。一部の学

生は不登校状態であった。彼女たちにとって

は、対面でなくても、もしくは対面でないから

こそ、ハードルが下がり、他者との対話を容易

にしたのかもしれない。そして、②自己内対話

を繰り返し、③ポートフォリオという作品を通

して、ミクロな物語を共有し、その人がどのよ

うな価値観、世界観、人生観をもっているのか

を相互に理解したようである。 

また、教員や授業内で紹介した研究者の理論

や考え方以上に、他の学生から影響・刺激を受

けるのは、対面の授業と同様である。学生が興

味・関心を持つのも他の学生の作品であり、考

え方である。身近な他者である、他の受講者か

らの学びが大きい。対面でもオンラインでも、

変わらない点を確認できたことも収穫である。                 
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進路選択とソーシャルスキルに関する考察 

―進路選択自己効力感、ソーシャルスキル、進路選択能力における博士前期課程学生と大学生の比較

― 

 

町田尚史 

（岡山大学 全学教育・学生支援機構） 

 

１．問題意識と研究目的 

令和元年度文部科学省学校基本調査（速報

値）によれば、我が国大学院博士前期（修士）

課程修了者のうち 10.6 %にあたる 7,759名もの

学生が就業しない、もしくは正規の仕事を得な

いままに卒業（修了）している。4年生大学卒業

者に関して 10年前の平成 22年度と比較した場

合、就業しない、もしくは正規の仕事を得ない

ままに卒業している割合は、景気回復に伴い

19.7％から 8.1％と大幅に減少しているが、博士

前期課程修了者は同時期において 13.4％から

10.6％と微減に留まっている。景気回復の中で

新卒の求人倍率が上昇している状況の中で、博

士前期課程ではなぜ就職しない修了者が多数存

在するのか。また彼らは何故就職しないのかに

ついて関心が及ぶ。大学生が何故就職しないの

かに関し、就職すなわち職業選択を大学生の大

きな進路選択ととらえた時、なぜ大学生が進路

選択をしないのか、もしくはできないのかにつ

いて筆者らは、町田・開本（2016）において明

らかにしてきた。結論として、進路選択行動に

は進路選択能力が正の影響を与えているが、進

路選択自己効力感(CDMSE)が関与した時、より大

きな影響を与えることが示唆された。その後

Machida & Hirakimoto(2017)において、大学生

において CDMSEを高める因子としてソーシャル

スキルが関与していることを明らかにすると共

に町田（2020）においては博士前期課程学生に

おいても大学生と同様に CDMSEを高める因子と

してソーシャルスキルが関与していることを明

らかしてきた。本稿では CDMSEを高める因子と

してソーシャルスキルが大学生と博士前期課程

学生において、どのような関係性があるのかに

ついて、以下の仮説を導出し検証する。 

仮説 1．博士前期課程学生はソーシャルスキル

が CDMSEに正の影響を与える割合が大学生より

も高い。 

２．分析方法・対象 

本研究の調査は、地方国立大学において大学

生は社会科学系 1年生に対し 2017年 7月に、博

士前期課程学生は 2019年 10月に自然科学系の 1

年生に対し、いずれも講義中にて質問紙による

アンケートを実施した。質問紙では、CDMSE、進

路選択能力、ソーシャルスキルに関する設問を

用意した。 CDMSEについては浦上(1995)による

進路選択に対する自己効力尺度 30項目版を使用

した。進路選択能力に関する尺度は、町田・開

本(2016)による 16項目から構成される進路選択

能力尺度を使用した。またソーシャルスキルに

おける尺度は、相川・藤田(2005)における成人

用ソーシャルスキル自己評定尺度を使用した。

本研究の調査ではすべて 5点尺度で尋ねてい

る。また回答者は講義を受講した学生のうち、

欠損値を除いた者で大学生は 44名、博士前期課

程学生は 33 名であった。  

３．結果 

大学生と大学院博士前期課程学生のデータを

活用し、ソーシャルスキルと進路選択能力が、

CDMSEに与える影響に関し、大学生と博士前期課

程学生の関係性を検証するため、前者を独立変

数に､後者を従属変数にした階層的重回帰分析を

行った。また回答者の属性をコントロールする

変数として、大学院生ダミー、男子学生ダミ

ー、自宅通学ダミー、民間企業志望ダミーの各

変数を設定した。その上でまず大学院生、男

子、自宅通学、民間企業志望の各ダミー変数に
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ついてステップ１で投入し、その後ソーシャル

スキル及び進路選択能力の変数をステップ 2で

投入した。結果は表 1のとおりである。重回帰

分析により判明したことは第 1にダミー変数は

大学院生、男子、自宅通学、民間企業志望の属

性変数ともに CDMSEに影響を与えていないこと

であった。 第 2に CDMSEに対して、ソーシャル

スキルが有意に正の回帰係数を有していること

が確認できた。したがって仮説 1は支持されな

かった。 

 

表 1 ．ソーシャルスキル及び進路選択能力が 

CDMSEに与える影響の重回帰分析結果 

 

４．考察と結論 

本稿から得られた理論的含意としては、大学

生も博士前期課程学生も共に先行研究における

教育により付与される進路選択能力だけでな

く、一般的な社会生活で形成されるコミュニケ

ーション能力や対人関係能力も CDMSE の醸成に

正の影響を与えることが明らかになったことで

ある。岡田(1995)以降重ねて指摘されている社

会の ICT化やスマホの進化、核家族化の進行な

どにより直接的な人間関係が希薄となり、対人

関係能力が後退する中で、人との交わりを中核

とした日々の社会生活そのものに CDMSEを向上

させる要素が存在することを本稿は示唆してい

る。また仮説が否定されたことから、大学生と

比較して必ずしも博士前期課程学生のソーシャ

ルスキルが CDMSEに正の影響を与えるわけでは

ないことも明らかになった。この点について、

本稿では幾ばくかの理論的貢献ができたと考え

る。ただこのことは博士前期課程学生における

ソーシャルスキルに関する問題であるのか、そ

れとも CDMSEに関する課題であるのかは明らか

ではない。今後研究を深める中で、明確にして

いきたい。 
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文部科学省 令和元年度文部科学省学校基本調

査（速報値） 

        ステップ1         ステップ2

β t β t 

独立変数

　大学院生ダミー .037 .260 .021 .363

　男性ダミー .064 .524 -.018 -.369

　自宅ダミー -.127 -1.015 .021 .405

　民間企業志望ダミー -.053 -.413 -.070 -1.354

　進路選択能力 .769 13.99***

　ソーシャルスキル .288 5.37***

R 2 0.03 0.85***

⊿R2 0.03 0.82***

従属変数: 進路選択自己効力感

***p＜.001
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インターンシップの教育効果に関する研究 

―プロアクティブ行動と進路不決断に着目して― 
 

〇松尾智晶            三保紀裕            寺田盛紀 
（京都産業大学共通教育推進機構） （京都先端科学大学経済経営学部） （京都先端科学大学客員研究員） 

 
問題と目的 

インターンシップ（以下 INと記す）とは「学生が

在学中に自らの専攻，将来のキャリアに関連した就

業体験を行うこと」であり，より高い教育効果が求

められている（文部科学省・厚生労働省・経済産業

省, 2015）。大学生の INは多様化しているが，INの

教育効果に関する研究は正課科目生に焦点化されて

いることが多く，円滑な就職活動を目指すための分

析が多い（平尾, 2011; 亀野, 2011など）。そのた

め，職業社会への参入後を視野に入れた研究は少な

い。そこで，本研究では多様化した INに着目し，プ

ロアクティブ行動及び就職活動に関連する進路不決

断に焦点化した検討を行った。なお，プロアクティ

ブ行動は「個人が自分自身や環境に影響を及ぼすよ

うな先見的な行動であり,未来志向で変革志向の行動

（Grant & Ashford, 2008）」で，組織に対する個人の

主体的な働きかけに関する行動全般を指す。プロア

クティブ行動は職業社会への初期適応に寄与する変

数であるため，大学生の時点でこれらの行動ができ

ていることは，職業社会への移行後に対して有益で

あると考えられる。 
方法 

調査実施にあたっては株式会社マクロミルのWeb
調査サービス”Quick Mill”を用いた。調査期間は2019
年1月6日から1月17日であり,有効回答数は内定学

生（620名）,新入社員（497名）であった。このう

ち，本研究では内定学生を分析対象とした。調査項

目は,合計105項目であった以下に調査項目の概要を

示す。 
〈基礎情報〉学年, 年齢, 性別, 学部 
〈アルバイト経験〉経験有無, 期間, 経験回数等 
〈IN経験〉有無, 期間, 申込ルート, 形式（単位付与の有無, 
有償／無償）, 経験回数等 
〈プロアクティブ行動〉情報探索行動（仕事の進め方, 組織文
化）, ﾈｯﾄﾜｰｸ構築行動, ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ探索行動（いずれも三保・松
尾（2019）の項目を使用） 
〈職業基礎力〉仕事マネジメント, コミュニケーション（寺
田・三保・山本（2017）の項目を使用） 

〈職業観〉勤務時間, 収入の多寡, 独立志向, 専門知識活用 
〈その他〉進路不決断（清水・花井（2007）の項目を使用），
将来の見通し（溝上（2018）の項目を使用） 
 分析にあたっては，独立変数として「IN経験」に

関する項目，そして「将来の見通し」に関する項目

を用いた。 
【IN経験】a)経験有無, b)申込方法, c)単位有無, d)給与有無 

【将来の見通し】e)見通しの有無, f)実行度, g)持ち始めた時期 

また，分析は, IBM SPSS-statistic 26を使用した。 
分析と結果 

1) IN経験の違いによる違い 
IN経験者と未経験者の違い IN経験の有無を独立

変数とした t検定を行ったところ，「情報探索行動

（仕事の進め方）」「情報探索行動（組織文化）」「フ

ィードバック探索行動」において有意差がみられた

（表1）。いずれも IN経験者の方が高い値であった。 

 
IN申込方法による違い IN申込方法を独立変数と

した一元配置分散分析を行った（表2）。 

 
分析の結果，情報探索行動（組織文化）」について

のみ有意差がみられた。多重比較の結果，「大学経

由」「就職サイト」間に有意な得点差が確認された。 
IN形式による違い IN形式（単位の有無，有償／

無償）を独立変数とした一元配置分散分析を行った

ところ，「情報探索行動（仕事の進め方）」「ネットワ

IN
未経験

IN
経験

分析N 157 449
情報探索（仕事の進め方） 1.84 2.25 t (604)=-6.15, p<.001
情報探索（組織文化） 1.75 2.60 t (604)=-12.58, p<.001
ネットワーク構築行動 2.32 2.40
フィードバック探索行動 2.43 2.65 t (604)=-2.95, p<.001
決定不安 2.31 2.43
不決断 2.09 2.10

表1　IN経験による違い

大学
経由

就職
サイト

会社に
直接申込

分析N 98 268 69
情報探索（仕事の進め方） 2.19 2.22 2.38
情報探索（組織文化） 2.43 2.65 2.65 F (2, 432)=3.57（p<.05）
ネットワーク構築行動 2.46 2.33 2.51
フィードバック探索行動 2.75 2.57 2.79
決定不安 2.51 2.46 2.21
不決断 2.06 2.14 1.95

表2　IN申込方法による違い（IN経験者のみ）
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ーク構築行動」「フィードバック探索行動」において

有意差がみられた（表3）。 

 
多重比較の結果，いずれも「単位なし／無償」「単

位なし／有償」間において有意であった。 
2) 将来の見通しによる違い 
 将来の見通しの有無 将来の見通しの有無を独立

変数とした t検定を行った。分析の結果，全ての項目

において有意差がみられた。「情報探索行動（仕事の

進め方）」「情報探索行動（組織文化）」「ネットワー

ク構築行動」「フィードバック探索行動」では，見通

しを持っている群の方が高い値を示していた。「決定

不安」「不決断」では，見通しを持っている群の方が

低い値であった（表4）。 

 
 見通しの実行度 将来の見通しの有無による違い

を踏まえ，見通しを持っている学生のみを対象とし

た追加分析を行った。将来の見通しに関する実行度

を独立変数とした一元配置分散分析を行った。 

 
結果，「情報探索行動（仕事の進め方）」「ネットワ

ーク構築行動」「決定不安」「不決断」において有意

差がみられた（表5）。多重比較結果から，「情報探索

行動（仕事の進め方）」では「理解実行」が他の群よ

りも得点が高かった。「ネットワーク構築行動」で

は，「理解実行」が「理解不実行」よりも有意に値が

高かった。そして，「決定不安」「不決断」では，「理

解実行」が他の群よりも得点が低かった。 
将来について考え始めた時期 IN経験者のみを対

象とし，将来について考え始めた時期を独立変数と

した一元配置分散分析を行った。結果，「情報探索行

動（仕事の進め方）」「ネットワーク構築行動」「不決

断」において有意差がみられた。多重比較について

みると，「情報探索行動（仕事の進め方）」「ネットワ

ーク構築行動」では「高校生の頃」が「大学3, 4
年」よりも得点が高かった。「不決断」では，「中学

生の頃」の得点が「大学3, 4年」よりも低かった。 

 
考察 

本稿は多様化した INに着目し,プロアクティブ行動

と進路不決断に焦点化して IN経験と将来の見通しに

よる分析を試みた。結果,IN経験については,経験の有

無,申込ルート,形式の違いによるプロアクティブ行動

の違いが示されたが,進路不決断には違いがみられな

かった。このことは IN経験が組織に対する学生の主

体的な働きかけ行動を促すいっぽうで,就職活動にお

ける進路選択には影響を与えない可能性を示唆す

る。さらに IN経験者でも将来の見通しを持ち始める

時期が大学3,4年生の群」は,それより以前に将来の

見通しを持ち始める群に比べてプロアクティブ行動

は低く,進路不決断が高いことが明らかとなった。こ

のことは,大学生が将来の見通し,すなわち自分のキャ

リアについて考え始める適切な時期を検討する上で

示唆となる結果である。今後は今回検討しなかった

「IN期間の長短」「INで経験した実習内容」「アルバ

イト経験」や「大学生活の中で最も重点を置いてい

たこと」等を含め,より包括的なデータの分析による

研究の継続が望ましい。 
付記 

 本研究は令和元年度科学研究費補助金（19K02716）の助成を

受けて実施するものである。 

単位あり
／無償

単位あり
／有償

単位なし
／無償

単位なし
／有償

分析N 57 17 328 47
情報探索

（仕事の進め方）
2.23 2.45 2.19 2.54 F (3, 445)=3.79（p<.05）

情報探索
（組織文化）

2.42 2.64 2.61 2.71

ネットワーク
構築行動

2.44 2.75 2.32 2.73 F (3, 445)=5.39（p<.001）

フィードバック
探索行動

2.82 2.88 2.56 2.99 F (3, 445)=5.29（p<.001）

決定不安 2.61 2.38 2.41 2.38

不決断 2.12 2.14 2.09 2.15

表3　IN形式による違い（IN経験者のみ）

見通し

あり

見通し
なし

分析N 327 122
情報探索（仕事の進め方） 2.33 2.01 t (447)=4.43, p<.001
情報探索（組織文化） 2.66 2.43 t (447)=3.02, p<.001
ネットワーク構築行動 2.49 2.15 t (447)=4.12, p<.001
フィードバック探索行動 2.74 2.41 t (447)=3.83, p<.001
決定不安 2.30 2.79 t (447)=-5.29, p<.001
不決断 1.94 2.52 t (447)=-6.30, p<.001

表4　将来の見通しの有無による違い（IN経験者のみ）

理解
実行

理解
不実行

不理解

分析N 113 154 60
情報探索（仕事の進め方） 2.48 2.27 2.21 F (2, 324)=4.19（p<.05）
情報探索（組織文化） 2.74 2.58 2.70
ネットワーク構築行動 2.64 2.38 2.46 F (2, 324)=3.96（p<.05）
フィードバック探索行動 2.80 2.69 2.76
決定不安 2.09 2.40 2.45 F (2, 324)=5.41（p<.05）
不決断 1.68 2.07 2.11 F (2, 324)=9.18（p<.001）

表5　見通しの実行度による違い（IN経験者・将来の見通しを持つ者のみ）

中学生
以前

高校生
の頃

大学
1,2年

大学
3,4年

分析N 38 88 95 214
情報探索

（仕事の進め方）
2.30 2.44 2.38 2.11 F (3, 431)=6.11（p<.001）

情報探索
（組織文化）

2.61 2.64 2.67 2.56

ネットワーク
構築行動

2.48 2.55 2.53 2.28 F (3, 431)=3.75（p<.05）

フィードバック
探索行動

2.78 2.76 2.77 2.57

決定不安 2.30 2.48 2.37 2.45

不決断 1.77 1.98 2.08 2.17 F (3, 431)=2.70（p<.05）

表6　将来について考え始めた時期による違い（IN経験者のみ）
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Ａ高等学校におけるキャリアコンサルタントによる面接指導について 

―CCの半構造化面接を通して― 

 
○松下 眞治             辻 彰彦 

 （大阪市立西高等学校）       （京都学園中学高等学校） 
 

問題と目的 

 本研究は第 39 回研究大会で発表した松下・辻

（2017）の高校生の面接指導前後のキャリアコン

サルタント（以下 CC）の変容についての一考察の

継続的な取組である． 

 近年は高校生の効果測定ではなく，CCのセルフ

エスティームと職業コミットメントを測定する

ために質問紙を作成し，効果測定を実施している．

取組実施後は CC のセルフエスティーム，職業コ

ミットメント（情緒的，規範的，功利的）の４つ

の特性の平均値が低下する傾向がみられた． 
 2019 年度は取組実施前後の CC の個人変容に加

えて、一部の CC については半構造化面接を実施

し、質問紙では把握できない CC の内省を知り、

今後の CC の養成カリキュラムや更新研修プログ

ラムへの提言につながればと考えている． 

 
実施内容 

【2019 年度 生徒への面接指導】 

・実施時期：2019年８月 31日（土） 

・受講 CC：23名（筆者（CC）1名） 

・プログラム： 

午前：CC事前研修と打合せ 

（筆者らによる講義等） 

～ 昼休憩 ～ 

午後：面接指導 

・面接指導スケジュール等： 

 生徒 90名を 23班に編成し，１班４名を基準と

して，CC１人が担当した． 

   

 

 

 

【2019 年度 CCの半構造化面接】 

・実施時期：2019年９月 14日～９月 27日 

・面接時間：１人 50分 

・面接 CC：９名（男性３名、女性６名） 

・質問内容： 

  表１ CCのインタビュー 質問内容 

 

結果と考察 

表２ CCインタビュー 重複回答例 

 

 

名前 性別 研修回数 CC職業歴（年）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
その他

表１　CCのインタビュー　質問内容
　

   研修の受講動機
どのように関係性作りをしたか。

足りないと思ったスキルは？
足りないと思った知識は？

生徒とラポールできたか
生徒の評価をどのように受け止めているか
高校生に面接スキルは通用したか？

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
その他 CCの養成講座で高校生の面接指導があるほうがいい。

　表２　CCのインタビュー　重複回答の一例

面接場面や休憩時間などラポールができた。
概ね、生徒の評価を予想できた。
面接の所作指導、ラポールの形成、質問の深堀などができた。
褒める、気づきを与える、共感してもらうような言葉選びなど
多様な大学の入試制度

高校生の面接がないため、キャリアアップを図りたい
午前の研修で学んだことを意識し、オリエンテーションなど笑顔を心掛けた
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多くの受講 CC は高校生の面接指導の経験が少

なく、今後高校生の面接指導をスムーズに行える

ように、キャリアアップを目標にしていることが

分かった．また、面接指導前に実施した事前研修

で学んだ知識が午後からの面接指導に役立った

ことも明らかになった．また、CC 有資格者という

こともあり、生徒の評価を概ね予想でき、通用し

たスキルや足りないスキルを理解できていた．今

回、面接指導はほぼ全員が進学希望者ということ

もあり、AO入試や推薦入試など多様化する入試制

度、大学の偏差値や特色ある大学などをあまり理

解していないことなど足りない知識と自覚して

いた．また、多くの CCが CCの養成課程で「高校

生の面接指導などの実技があればいい」という発

言があった．受講 CC の 23 名のうち、半構造化面

接に協力していただいた９名のなかの２名につ

いて個人の４つの特性のレーダー図を例示した． 

表３ CC（NO.2）の４特性 

 
 
  

 

 

 

 

 

     

 

図１ CC(NO.2)のレーダー図 

CC(NO.2)女性 （研修２回目 CC取得後 3.5年目） 

 ４特性の変容はあまりみられない．自分自身の

面接指導があまりうまくいかなかったことや短

所を把握していたが、自分自身の評価より生徒の

評価が低かったことを後日知る機会があり、半構

造化面接でより課題が明確になった． 

 

表４ CC（NO.17）の４特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ CC(NO.17)のレーダー図 

CC(NO.17)男性 （研修２回目 CC取得後５年目） 

 研修参加の２回目で取得後５年を経過してい

るので、４特性はベテランらしいプラスの変容が

みられた．また、長所や短所を把握し、自分自身

の課題も理解し、生徒の評価も予想できていた． 

まとめ 

以前から CC の効果測定を実施しているが生徒

の評価を知った後、今回のような半構造化面接を

行ったのは初めての取組であった．CCは面接者の

質問に答えるなかで、質問紙で得られる４つの特

性以外に自分自身の面接指導時の生徒への対応

などを客観的に評価していた．また、課題を明確

化し解決に向けた発言も多くみられた．CC養成や

CC 更新の際にこのような研修の必要性を訴えて

いた．今後は、より信頼性を高めるために面接 CC

を増やして、テキストマイニングを用いて、CCの

発言の分析を実施したいと考えている． 

引用文献 

･松下眞治・辻 彰彦 2017 高校生の面接指導前後

のキャリアコンサルタントの変容についての一

考察‐キャリアコンサルタント版の職業コミッ

トメント尺度の試み‐日本キャリア教育学会第

39回研究大会発表論文集 pp. 164－165 

NO．２ セルフ 情緒的 規範的 功利的
前 3.6 4.8 3.7 3.4
後 3.5 4.8 3.8 3.6

NO．17 セルフ 情緒的 規範的 功利的
前 3.2 3.8 2.5 2.4
後 2.9 3.0 3.5 3.2
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  オンラインによる企業連携ＰＢＬの成果と課題 

―学生の自己評価と社会人基礎力に着目して― 

 

松村 千鶴 

（京都府立大学） 

 

問題と目的 

今年度、本学は新型コロナウィルス感染拡大

の影響で、オンラインが可能な授業については

すべてオンラインで行うことになった。４月に

オンライン会議ソフトウェアを導入し、教員間

で情報共有しながら５月から授業を開始した。          

折しも、ビジネス環境におけるテレワーク(注 1)

利用率は緊急事態宣言下の４～５月には全国

で２５％、東京圏で４割弱と大幅に上昇し、

緊急事態宣言解除後の６月にはやや低下した

ものの、特に東京圏では高い利用率となって

いる。またテレワークを利用している人の６

割以上が、新型コロナの終息後も週の半分以

上テレワークで勤務することを希望している

という１。また、新型コロナウィルスに関する

世界の青少年対象グローバル調査の結果をま

とめたレポートによると、教室における学習

から遠隔学習やオンライン学習に移行したせ

いで学習量が減少したと報告する若者が６

５％に達している 2。 

新型コロナウィルス禍、世界の大学でオン

ライン授業が中心となるなか、オンライン授

業であっても学習量を担保し、教育効果を出

することが求められる。本稿では、オンライ

ンで行ったキャリア科目の実践について、学

生の自己評価の変遷や社会人基礎力の伸長に

着目して考察し、今後のキャリア科目の授業

方法に関する知見を得ることを目的とする。 

方法 

２回生選択必修のキャリア科目は、自らの生

き方・働き方を考え社会人基礎力の伸長を目指

している。その特徴として企業や行政機関を外

部講師とするＰＢＬであることから、オンライ

ン下であっても学生が一斉にグループワーク

（以下ＧＷと記す）をすることと外部講師の指

導を担保する必要がある。 

まずケース課題・クラスは自由選択制とし、

各クラスは５～７名のグループ編制とした。ク

ラスのオンライン会議室内にグループチャネル

を設定し、グループごとに会議ができるように

した。６月までは通信環境の負荷を下げるため

全学的にカメラオフのルールがあり、音声のみ

の話し合いとなった。ただし、大学の通信環境

によらない会議システムやＳＮＳの使用も認め

た。教員とはチャットで連絡を取り必要に応じ

各グループの会議室に入って質疑を行った。 

外部講師の指導は、①課題説明、②中間発表

の指導助言、③最終発表の指導助言の３回必要

となる。①については緊急事態宣言下のため、

連携企業の対応は、オンライン会議、オンディ

マンド動画、書面による説明に分かれた。②③

については、すべてオンライン会議で行なっ

た。質問については随時受け付け、企業とはメ

ールや電話でやり取りした。 

各授業では目標を確認してＧＷを行い、日報

で報告する。授業開始時と終了時にはＷｅｂア

ンケートを実施し、出欠確認、取組の自己評価

(5段階)及びその根拠、活動内容等を書かせた。 

 本稿では出版企画立案に取り組むＴクラス(受

講者 44名)について、自己評価の変遷、ＧＷの

自己評価、最終発表の企業評価、身に付けた力

の自己評価等をもとに教育効果を考察する。 

結果と考察 

 授業の進行に伴う自己評価平均値の変遷を図 1

に示す。クラス全体(Ave.4.0)の他、自己評価が

最も高かったＡ班(Ave.4.2)と最も低かったＢ班

(Ave.3.6)を取り上げる。開始当初は授業方法へ

のとまどいやミュートにしたまま話すなどのオ
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ンライン上の失敗経験により自己評価が低くな

る方向に働いていたが、チャットやＳＮＳの併

用などでコミュニケーションの方法が多様化か

つ総量が増加し、中間発表時には企業の助言に

より今後の目標が具体的になったことから全体

的に自己評価が高まった。最終発表に向けて、

オンラインでの活動に慣れ共同の調査や取材活

動、企業への質問などの活動が充実したグルー

プの自己評価は高くなる一方で、コミュニケー

ションが不活発なグループの自己評価は高まら

なかった。 

 
図 1 自己評価平均値(5 段階)の変遷 

 授業終了時に行ったＧＷの自己評価、企業に

よる企画書の評価、学生による授業評価を表 1

に示す。ＧＷの自己評価の高い班は、リーダー

が会議方法を工夫し学生間、学生教員間、企業

とのコミュニケーションをよくとったこと、適

材適所の仕事の割り振りを行い全員の負担を平

準化したこと、個人ワークと会議のバランスを

とり効率的に仕事を進めたことなどの根拠があ

げられた。ＧＷの自己評価が低い班は、リーダ

ーがイニシアチブをとれなかったことや情報共

有が不十分だったことなどがあげられた。 

表 1 学生の評価及び企業の評価(5 段階) 

 
なお、企業による企画書の評価が高い班は、

自己評価や授業評価(満足度)も高い傾向があっ

た。将来の働き方の一つになり得るテレワーク

を経験できたことや企業からの助言で成果を出

せたことへの満足がその理由である。しかし企

画書の評価は低くてもＧＷの自己評価が高かっ

た班は授業評価(満足度)も高かった。新しい学

び方を身に付けたことへの満足がある。 

最後に授業を通して最も身に付けた力を問う

たところ、チームワーク、中でも傾聴力が最も

多かった。また例年の対面授業より多かった力

が主体性である。オンラインは在宅で行うた

め、活動内容や時間を自己管理する場面が多い

ことによるものである。

 
図 2 最も身についた社会人基礎力 

 
まとめと今後の課題 

オンラインによる企業連携ＰＢＬにはメリッ

トが多いことが分かった。ペーパーレスで資料

の管理がしやすく予習や見直しが容易なこと、

企業とのやり取りも時間の制約をあまり受けな

いこと、ネットでの調査や企画書作成などデー

タを共有しながらの作業や個人ワークが同時に

かつ効率的にできること、各自の作業の進捗状

況・作業量が互いに「見える化」し、公平性を

保ちやすいことなどがある。その一方で互いに

監視する空気も生まれ、相手の気持ちを推し量

ることが難しい。課題としては、モチベーショ

ンが下がったグループや個人への対面も含めた

フォローが必要である。また学習課題により実

体験を組み入れるなどの工夫が求められる。 

注 

(1) テレワークは、「ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用 
し、普段仕事を行う事業所・仕事場とは違う場所で  
仕事をすること」と定義。 国土交通省 

引用・参考文献 
1 国土政策局 2020.7.10 現下の状況を踏まえた
懇談会の方向性 

2 International Labor Organization(ILO) 
August 11, 2020 Youth & COVID-19: Impacts 
on jobs, education, rights and mental well-
being 

自己評
価平均

GWの自
己評価

企業の
企画書
評価

学生
授業
評価

クラス全体 4.0 4.0 3.4 4.1

A班 4.2 4.6 4.9 4.9

B班 3.6 2.5 2.0 3.2
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  大学におけるオンデマンド型の授業実践報告 

―「キャリアデザイン」対面式授業との比較に着目して― 

 

国立大学法人島根大学   大学教育センター 丸山実子

 

問題と目的 

今年 3月 COVID-19に対応した授業を計画する

大学に向けて文部科学省が「令和２年度におけ

る大学等の授業の開始等について（通知）」を発

行した。内容は「メディア授業」について大学

設置基準や過去の告示の確認と、面接授業（い

わゆる一般の教室での授業）の一部を遠隔授業

（多様なメディアを高度に利用して行う授業）

で実施可能であることが示されていた。遠隔授

業は，大学設置基準第 25条（文科省・最終改

正：平成 24年 5月 10日）では「授業を、多様

なメディアを高度に利用して、当該授業を行う

教室等以外の場所で履修させることができる。」

とし，平成 13 年文部科学省告示第 51 号で

は、遠隔授業の類型（2種類）と要件が示されて

おり，「大学における多様なメディアを高度に利

用した授業について」では同時双方向型は面接

授業相当をテレビ会議システム等でおこなうも

のとある。今回の通知では「同時双方向型の履

修場所が「自宅を含む」と明記され，オンデマ

ンド型は、Moodleのような学習支援システム

（LMS）などを用いて、十分な指導や意見交換の

機会を設けることが必要となる。筆者は実務家

教員として本学のキャリア系科目を主として担

当している。対面授業ができないことから，双

方向型の授業が望ましいとしたが，受講生の多

さと通信料に関わる点からオンデマンド型とせ

ざるを得なかった。そこで，昨年までの対面式

のキャリア系授業をいかにオンデマンド型でも

教育的質を下げないことを目標に考案し実践す

る。授業の枠組みは変えずにオンデマンド型内

で考案したコミュニケーション手法を取り入

れ，昨年度の対面式での授業アンケートの結果

と比較し学生の動向を探ることを目的とする。 

方法 

本学の一般教養科目「キャリアデザイン」の

2019年度（前期）と 2020年度（前期）授業を比

較する。本授業は，ライフキャリアの視点を取

り入れた内容であり，「ライフキャリア教育で育

成すべき能力領域の構造化モデル」（河崎，

2011）に基づき、6つの能力領域（「自己理解」

「人間関係」「意思決定」「職業開発」「生活実

践」「キャリア統合」）からなる、キャリア教育

プログラムを開発・実践しこれまでにも本学会

等で報告してきている。教育効果検証には、授

業開始時と終了時の 2回、「ライフキャリアに関

するアンケート」を実施し，2019年度前期と

2020年前期において「授業後」の回収結果に基

づき比較検証する。質問紙は、ライフキャリア

の能力・態度に関する尺度（河﨑,2010）を参考

に、6つの能力領域にかかわる 21項目を使用し

た。受講生の内訳は，2019 年度前期は，94名。

2020年度前期は 149名を分析対象とした。 

結果 

1）授業プログラムの作成 

図 1の「ライフキャリア教育における授業プ

ログラムの枠組み」（丸山，河崎 2016）に基づ

き，前半と後半に分けて授業プログラムを作成

し，授業シラバスとした。（表 1）。 

図 1「ライフキャリア教育における授業プログラムの枠組み」（丸山，河崎 2016」 

5 仕事を創造しよう
(就業開発)

図１　「ライフキャリア教育における授業プログラムの枠組構築」丸山，河崎（2016）

3 関係性をみがこう
（人間関係）

4 生活を創造しよう
(生活実践)

6 ライフキャリアを統合的にデザインしよう
(キャリア統合）

能力領域

1
将来のビジョンを描こう

(意思決定)
（キャリア統合）

2
自分をみつめよう
（自己理解）
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オンデマンド授業は，Zoom レコーディング機能

を用いて一人収録・録画し画像を「前半」「後

半」と 2部構成で Moodleに掲載した。授業の第

3 回から毎回前半に「シェアから得るリフレクシ

ョン」とし，前回後半で学んだことを毎回リフ

レクションシート（250文字以内）に記入させ

Moodle に提出させた。提出されたリフレクショ

ンシートで 10～12点筆者が選出したものに名を

イニシャルで掲載し筆者がコメントをした。こ

の目的は，顔が見えない分，学生同士の感情と

情報の共有をしてもらうことを目指すものであ

る。これが今回考案したコミュニケーション手

法に当たる。後半は本時講義の主となる内容を

伝えた。 

2)6 つの能力領域にかかわる変容 

 各質問項目の平均値をとり変容を検証した。

その能力領域で変容が乏しかったものについ

て，さらに突きつめた。結果，平均値において

有意差は認められなかったものの，6つの領域の

うち半分に点数の上昇が認められた（図 2） 

図 2 ６つの能力領域にかかわる変容 

昨年においては，全ての能力領域で上昇がみら

れていた。比較した本年において能力領域で変

容が一番乏しかったものは「自己理解」であり

昨年よりも 0.06ポイント低下していた。質問紙

21 問から分析すると，「自己理解」に関する設問

の中で「毎日の生活が楽しいと思う」に低回答

をした学生が昨年よりも多い結果となった。 

まとめ 

これらの結果により，オンデマンド型授業に

おいて，学生の動向は，対面式よりも「自己理

解」が低下し，授業においても，毎日の生活が

楽しいと感じられていないことが分かった。こ

れがキャリア系科目をオンデマンド型授業で実

施するうえでのマイナスな点であり，今後の留

意点であることが分かった。しかしながらシェ

アから得るリフレクションについては，アンケ

ートの感想欄に「授業の始めにリフレクション

シートで他の学生の意見や考え方を知ることが

できた点が、オンライン授業で不安だったがそ

の不安が軽減された。」、「前半と後半に動画が分

かれており、前半は先週の授業の他の受講者の

方の感想から授業の振り返りをし、後半は新し

いところを学習するという形態はとても新鮮で

楽しんで学習することが出来た。」とあり他の学

生の人たちの感想を毎回見ることによって、そ

の場にいなくても全員がつながっているような

感覚を提供することができた。 

 

引用文献 

河﨑智恵（2011）ライフキャリア教育における

能力領域の構造化とカリキュラムモデルの作

成，キャリア教育研究，29，57-69 

河﨑智恵(2010)ライフキャリアの能力・態度に

関する尺度構成の試み，キャリア教育研究, 

29(1)，25-50. 

丸山実子・河崎智恵（2016）ライフキャリア教

育における授業プログラムの枠組構築，奈良教

育大学教職大学院紀要第 8号，59-66． 

文部科学省（2012）文部科学省大学設置基準 

最終改正 2012年 5月 10日文部科学省令第 23号 

文部科学省（2020）令和２年度における大学等

の授業の開始等について（通知）同年 3月 24日 

表１　「キャリアデザイン授業シラバス内容」

1) 初回ガイダンス/受講ルールについて/初回キャリアアンケート実施等
2)「キャリア」と「ライフキャリア」/職業とお金についての理解
3) シェアから得るリフレクション/キャリアをデザインする（短期・長期）
4)シェアから得るリフレクション/自己理解アセスメント①【交流分析】
5)シェアから得るリフレクション/自己理解アセスメント②【アサーション】
6)シェアから得るリフレクション/自己理解他者理解【紹介カード作成】
7)シェアから得るリフレクション/男女のライフキャリアの理解
8)シェアから得るリフレクション/ヘルスケアの理解　【生活実践】
9)シェアから得るリフレクション/金銭管理（保険・ローン）の理解
10)シェアから得るリフレクション/社会に出て働く世界についての理解
11)シェアから得るリフレクション/ライフキャリアデザインをまとめる
12)シェアから得るリフレクション/ライフキャリアデザインを発表する
13)まとめ/授業アンケート/終了時キャリアアンケート
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大阪市立少年職業相談所の系譜と意義
 

 

                     三村隆男  

（早稲田大学） 

はじめに 

わが国キャリア教育の歴史では、年少者の職

業指導の最初の施設として「大阪市立少年職業

相談所」（以下「職業相談所」）が登場する。し

かし、その記述は、類書同様の継承的な記述で

あり、同施設の実態や位置づけについて裏付け

られた内容に乏しい。 

本研究は、同施設について主に当時の資料を

用い、成立の経緯及び職業指導上果した意義に

ついて明らかにすることを目的とする。 

1921（大正 10）年の職業紹介法成立以前から

わが国には公設の職業紹介所が存在した。1919

（大正 8）年、市営職業紹介所に限定すると全

国で 20施設あったが、その内 13 を大阪市が占

めた。東京市との比較（表１）からも大阪市の

社会事業が抜きんでていたことがわかる。 

表1 1919（大正８）年公益職業紹介所職業紹介成績の

東京と大阪の比較対象表（人） 

 
中央職業紹介事務局『職業紹介法施行拾年』の「公益職業紹介所

職業紹介成績（大正8年）」（95‐96頁）の数値を用い筆者が作

成した。 

 

大阪市立児童相談所の存在 

 前述の背景の下、大阪市医員の三田谷啓

（1918） の提案iによって、1919（大正 8）年

大阪市立児童相談所（以下「児童相談所」）が開

設された。同施設はわが国最初の児童相談所で

あり、所内の教育相談部では年少者の職業指導、

職業相談を実施しiiており、職業指導施設の嚆

矢ともいえるiii。「児童相談所」の開業により年

少者の職業指導や職業紹介に特化した施設の必

の所介紹働労の傍の所談相童児「、れさ示が性要

中に仮事務所を設けて事務を執つて居つた」iv

とあるように、1920年 1月 15日、「児童相談所」

併設の職業紹介所内に「職業相談所」仮事務所

が開設された。翌月、２月、大阪市会議案第 96

号「少年職業相談所及市民館設置ノ件」にて「少

年ノ選職職業紹介等ノ保護ノ為ニ少年職業紹介

所ヲ」v設置するとの提案が了承され、職業紹介

のみならず職業選択上の相談や指導を行なう施

設として「職業相談所」が正式に発足した。さ

らに同年 4月、大阪市の救済課は拡張され社会

部となり、「児童相談所」、「職業相談所」は社会

部児童課の担当となったvi。初代児童課長には

三田谷啓が就任した。 

 

「職業相談所」の意義 

一般の紹介所が「営利職業紹介所と全く同一

の観念のもとに運営せられてゐた」viiのに対し、

「職業相談所」は、「職業選択、学校選択、乃職

業紹介の事業に當り…（中略）…よく此の難事

業に従事し斯界の先駆者として啓蒙の任に努め

て居た」viiiとの評価を得ている。具体的には、

各職業紹介所で受けた 16歳未満の職業紹介の

取扱について、初回の紹介事務のみ扱い、2回

目以降は「児童相談所」あるいは「職業相談所」

に割り振ったのであるix。 

 それまで年齢に制限なく一般職業紹介及び少

年職業紹介を行っていたが、扱い年齢に制限を

設けることで少年職業紹介に専門性を付与した

意義は大きい。こうした傾向は、1921（大正 10）

年開設された東京市中央職業紹介所に性能診査

少年相談部の在り方に強い影響を与えているx。 

  

「職業相談所」の組織について 

 「職業相談所」所員であった稲葉幹一の著書

『少年青年職業選択と其の指導』に同所事業概

要が掲載されている。目的を「二十歳未満の男

女に就き教育及び心理上の調査と医学上の診査

を経て個人的に精神と身体に適合せる職業の

『選定』『紹介』並に『就職後の指導』を為し兼

て『職業衛生』『保健衛生』の相談指導『職業教

育』の普及及び事業遂行に必要なる『研究調査』
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を為すものとす」とした。さらに、教育者が、

「単なる職業紹介所と誤認し」、職業心理、職業

経済、雇用制度の改善運動、職業選択法の宣伝

などの面に積極的でないとし、「職業相談所は教

育者が真に其必要を認めて来ないと、将来の発

達が覚束ないかも知らんと思ふ」xiと教育者の

協力があってはじめて職業相談所の発展がある

と学校教育の連携を求めている。こうした中で

1925（大正 14）年の少年職業紹介の扱いを規定

した依命通牒（後述）が出されるのである。 

「職業相談所」は『職業資料第一輯～第六輯』

（小冊子）を発行した。内 4 冊は、鉛、燐、砒

素、水銀、それぞれの中毒はどうして予防する

か、といった内容であった。著者は大阪市立少

年職業相談所医師長谷川卯三郎で、有害物を取

り扱う職場に就職する児童に贈与した 。中毒が

予想される就業環境から児童が自らの身を守る

「保健衛生」の試みが具現化されている。 

1925(大正 14)年 7月 8日の「少年職業紹介ニ

関スル件依命通牒」（以下「依命通牒」）が出さ

れ、少年職業紹介に関する大綱が政府によって

示されたことを契機に「職業相談所」は、中央

職業紹介所に併設、さらには同少年部と改称・

併合されていく。（表 2） 

表 2 大阪市立少年職業相談所の変遷 

時 期 「職業相談所」の状況 取扱対象年齢 

1920(大正 9)年１
月 
 

南区宮津町大阪市立児童
相談所隣に大阪市立少年
職業相談所仮開設 

20歳以下の男
女 
 

1920(大正 9)年 10
月 

北区中ノ島筑前橋北詰に
移転 

同 上 

1923(大正 12)年 5
月 

西区阿波堀通の中央職業
紹介所に移転 

同 上 

1924(大正 13)年 6

月 

中央職業紹介所に併設 18歳以下の男

女 

1926(大正 15)年 4

月 

中央職業紹介所少年部と

改称・併合 

同 上 

1926(大正 15)年 6
月 

中央職業紹介所少年部 17歳以下の男
女 

大阪市立中央職業紹介所（1928）少年部事業概要, 1-2.をもと
に作成。年齢は「数え年」である。 

 

「職業相談所」のその後 

「職業相談所」の改称・併合によって生まれ

た中央職業紹介所少年部は、「求職少年に対する

職業の指導並びに紹介」のため、「作業の調査」

「雇用先の調査」「少年に対する診査」「職業の

紹介」「就職後の保護」「事業に関する調査研究」

「職業紹介委員の設置」などの業務を挙げてい

るxii。1925(大正 14)年に出された「依命通牒」

は、年少者に対する職業紹介の充実のため、職

業紹介所と小学校との連携機関として職業紹介

委員の設置を求めた。1927(昭和 2)年 7 月、「大

阪市職業紹介委員規程」により職業紹介委員が

専任され、専門により 5 部門に分かれた。少年

職業部門は職業紹介委員少年部が担当となり、

少年部が基盤となり 1928（昭和 3）年、大阪市

少年職業指導研究会が成立し、大阪市の小学校

職業指導の充実に寄与することになる。 
 
おわりに 

職業紹介の導入期に、年少者職業紹介と一般

職業紹介との差別化を図り、その後の年少者職

業紹介の原型を形成した「大阪市立少年職業相

談所」の意義は大きい。大阪市立児童相談所か

らの系譜に始まり、中央職業紹介所少年部に併

合・改称後は、1925（大正 14）年の依命通牒

後、職業紹介委員少年部、大阪市少年職業指導

研究会を経て学校教育との連携を進め、大阪市

から少年職業指導の先駆的モデルの発信の一翼

を担ったのである。 
                                                   
【引用文献】 
i 三田谷啓（1918）児童相談所に関する報告要領, 大阪市役所． 
ii 大阪市立児童相談所（1922）大阪市立児童相談所紀要, 1992

年復刻版, 児童問題調査資料, 大空社, 21． 
iii 三村隆男（2005）わが国少年職業指導創始期における職業

指導論の展開, 進路指導研究 23（1）,  11-22. 
iv 三田谷啓述（1921）児童相談及び職業指導, 文部省講習会就
学児童保護施設の研究, 中文館, 404. 

v 大阪市役所（1923）大阪市会史第 15 巻, 355. 
vi 大阪市公文書館,公文書館収蔵大阪市条例・規則・告示・達 
大正 9 年～11 年, 108. 
vii 大阪市社会部（1939）職業紹介事業史,社会部報告第 239 号, 

25. 
viii 大阪地方職業紹介事務局（1934）自大正 12 年至昭和 8 年 

大阪地方職業紹介所沿革概要, 45. 
ix 大阪市社会部, 前掲書, 37． 
x 船津新四郎（1927）少年職業指導と東京市の施設, 教育研究
第 319 号, 初等教育研究会, 24.「初代の所長安田亀一は、下

谷区役所から抜擢された人で職業紹介所の運営について頭

を痛めていた…（中略）…自ら両相談所を視察して感銘し､

中央職業紹介所の付設部門として相談部を設けることにし

た。」 
xi 稲葉幹一（1922）青年少年職業選択と其の指導, 広文堂書店, 

49. 
xii 大阪市立中央職業紹介所（1928）少年部事業概要． 
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キャリアの分岐ゾーンにおける TLMGとイマジネーション 

 ○宮下太陽 サトウタツヤ 

 （立命館大学,株式会社日本総合研究所） （立命館大学） 

 

研究の目的 

長寿化の進展により、世界は人生 100 年時代を

迎えている。教育・仕事・引退という伝統的な３

つのステージが通用しなくなり、仕事ステージの

長期化と多様化が進むことが予測されている

(Gratton & Scott, 2016)。 

宮下・サトウ（2019a）はキャリアの展開には大

きく 3 つの段階があることを見出した。1 つ目は

メンバーから組織におけるプロになる段階（受動

的キャリア期）、2つ目は組織におけるプロとして

主体的に活動する段階（能動的キャリア期）、3つ

目は、組織を離れてプロとして多様なキャリアを

築く段階（自立的キャリア期）である。その上で、

宮下・サトウ（2019b）では能動的キャリア期から

自立的キャリア期への移行がキャリアの多様化

を考える上での重要な分岐ゾーン（Bifurcation 

Zone; BFZ）となっていることを指摘した。分岐ゾ

ーンとは、安田ら（2015）の分岐点を拡張した概

念であり、そこを起点にして径路が分かれるとい

う意味で、当該ライフの分岐ゾーンであり、そこ

でどのような変容が生じているのかという発想

につなげていくことができるポイントである。 

本研究では分岐ゾーンにおける価値変容に焦

点をあて、能動的キャリア期から自立的キャリア

期への移行期に、どのような変容が生じているの

かについて理解を深めることを目的とした。 

 

方法 

TEA（複線径路等至性アプローチ）を用いて分析

を行った。TEA とは文化心理学を土台とする質的

研究の一手法であり、対象選定理論としての HSI

（歴史的構造化ご招待）、径路を描き出す手法で

ある TEM（複線径路等至性モデリング）、変容・発

生を捉える理論である TLMG（発生の三層モデル）

の鼎立による統合的なアプローチである(安田他, 

2015)。 

本研究では、変容と発生を捉える TLMG をベー

スに、そこでのイマジネーションに着目した。イ

マジネーションとは、「いま－ここ(here and now)」

の直接的設定(immediate setting)から切り離し

ループする記号論的プロセスであり，トリガー

(trigges)，リソース(resources)，アウトカム

(outcomes)を構成要素とするモデルである

（Zittoun & Gillespie,2016）。 

なお、本研究の分析データには、「プロとしてキ

ャリア転換する」という等至点を設定し、HIS に

よりお招きした 8名のインタビューデータを用い

た。8 名のうち、性別は男性 5 名、女性 3 名であ

り、年齢層は 60 代 1 名、50 代 2 名、40 代 4 名、

30 代 1名であった。インタビューは 3回実施する

ことを原則とした。 

 

結果と考察 

TLMG とイマジネーションの統合図を図１に示

す。宮下・サトウ（2019b）では、分岐ゾーンに関

する語りが、社会のレベル（マクロ）、次に家族、

組織のレベル（メゾ）、そして個人のレベル（マイ

クロ）の 3つに分類することを指摘した。その指

摘を踏まえ、本研究では、等至点に対してどのよ

うな影響しているのかという観点から、特徴的に

語られた記号を諸力として整理した。通常 TEMで

は、等至点に至る諸力を社会的助勢（Social 

Guidance; SG）と社会的方向づけ（ Social 

Direction; SD）に分けて記載するが、本研究では

より個人的（Personal）な記号にも着目するため、

個人的な記号については、PG（個人的助勢）、PD（個

人的方向づけ）として概念化した。これはヴァル

シナー(2019)が、拡張する現在（The Extending 

present）において、SDとSGのせめぎ合いの中で、

接触表面（Contact surfaces）で起っていること

を丁寧に記述することの重要性を指摘している

ことに通じるものであると考えている。 
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図１では分岐ゾーンのトリガーとして、マイク

ロレベルの PGである「組織との齟齬」とメゾレベ

ルの SGである「組織の状況」を挙げた。組織との

関係性にネガティブな変化が生じた際に、組織か

ら離れ、プロとしてキャリア転換するという等至

点に近づくトリガーが促進的記号として発生す

るということである。分岐ゾーンにおいては、各

種リソースが重要になる。図１では各人の語りか

ら特に影響が強いと推測された記号をリソース

として区分した。等至点へと近づけるリソースが

遠ざけるリソースよりも強く働く際に、アウトカ

ムとしての等至点に至ると考えることができる。 

キャリアが多様化・長期化する時代において、

社会人のキャリア支援を考える上で、図１のよう

なせめぎ合いを可視化することが、個人に寄り添

う支援のあり方として必要になってくる。このよ

うな支援は、今後教育機関がアルムナイ（卒業生）

管理の一環としてサービス提供することも考え

られるのではないだろうか。今後は量的研究との

混合研究も視野に入れ、分岐ゾーンにおける SG・

PG と SD・PDとのせめぎ合いについて、人と記号

との相互作用という観点からより深堀するとと

もに、実際に教育機関のキャリアセンターの方々

ともディスカッションを行い、本研究の有効性に 

 

ついて検証を重ねていきたい。 
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オンライン授業、受講生の視点から 

― アンケート及びワークシートのテキスト分析 ― 

 

  彌島康朗 

  （敬愛大学経済学部経営学科） 

 

問題と目的 

急遽決定したオンライン授業に、十分な準備

もできず取り組んだ方も多いことかと思いま

す。 

目の前の課題を乗り越えるのに精一杯の中、

講義する側の視点での機器やアプリの選定、使

用方法、授業形式の是非が議論されがちのよう

に見えます。ただ、授業の目的や内容、受講生

の特徴に合わせた使い分けや効果に関する検証

もおざなりにはできないと考えました。 

そこで、オンライン授業を受ける立場からの

材料も検討すべく、受講生のアンケート及びワ

ークシートのテキストデータを中心に分析に取

り組みました。 

方法 

オンライン授業の受講生に対し、「on-line授

業に関して」と題したアンケートを授業最終回

で実施しました。 

通信環境、使用機器、授業形態、ビデオ機能

の４項目に関して、選択式での回答を求めまし

た。 

更に自由記述形式にて、オンライン授業のメ

リット・デメリット及び改善案の２項目に関し

て、それぞれ３枠を設定し回答を求めました。 

選択式は複数回答のものも含め回答総数に占

める各割合を、自由記述式回答は記述内容に沿

って分類、全体に占める割合を指標としまし

た。 

・講座： キャリアデザイン 

・回答数： ８８人 

（過年度生１人,４年生３人,３年生３９人,２

年生４５人） 

・授業及び回答での使用アプリ 

Googleclassroom,meet,kcn（学内アプリ） 

結果 

選択式回答に関しては以下の結果となりまし

た。 

① 通信環境に関して 

９４％ a.定額制の Wi-Fiを使用 

６％ b.従量課金での使用 

② 使用機器に関して（複数回答可） 

４６％ a.パソコン 

１２％ b.タブレット 

４３％ c.スマホ 

③ 授業形態に関して希望順位 

３１％ a.教室での対面授業  

２７％ b.On-lineでの双方向授業 

２０％ c.オンデマンドでの録画授業 

２２％ d.資料、課題提示のみの自習型授業 

④ ビデオ機能の仕様に関して 

０％ a.お互い顔を出した方が良い 

６４％ b.ビデオ機能は使いたくない 

３６％ c.どちらでもよい 

  

また、記述式回答に関しては２０９の回答を得

て以下の結果となりました。 

 

 

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

a.定額制のWi-Fiを使用

b.従量課金での使用

①通信環境に関して

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

a.パソコン
b.タブレット

c.スマホ

②使用機器に関して（複数回答可）



－  －

 

 

なお、分類項目はあらかじめ設定したもので

はなく、回答内容から抽出し、以下の１５項目

としました。主な内容とともに列挙します。 

a. 出欠管理・評価（５） 

公平性と共に透明性を求める記述 

b. 教材（１５） 

難易度、表記、共有に関する記述 

c. 授業進行（１３） 

課題、周知、質問対応に関する記述 

d. 授業内容（１９） 

課題設定にかんする記述 

e. フィードバック（２１） 

前週課題回答事例の共有に関する記述 

f. 質問（２０） 

チャット、対応、共有に関する記述 

g. 意見交換（１１） 

交流機会、意見表明に関する記述 

h. オンデマンド（３２） 

受講機会、繰り返し、質問に関する記述 

i. コロナ対策（６） 

安心感に関する記述 

j. 移動時間（１６） 

時間節約、交通費に関する記述 

k. on-lineと対面との比較（１２） 

拘束、対応スピードに関する記述 

l. 通信環境（２５） 

不安定性に関する記述 

m. アプリ（３４） 

操作性、機能性、統一に関する記述 

n. 生活リズム（１３） 

自己管理に関する記述 

o. 受講姿勢（２４） 

受講意欲、集中力に関する記述 

考察 

今後他の講座との比較を進めていく必要があ

りますが、機器、アプリの操作性や自身の受け

止め方の正否など不安に感じている部分が多い

様子が伺えます。同時に、質問への対応（迅

速・丁寧）やフィードバック、教材での工夫が

安心感につながっているようです。 

対面やオンラインなど同時性を持っている形

は、実際に質問するかどうかはともかく、いつ

でもその場で確認できるという安心感を与えて

もいるようです。 

また、教材や関連資料、オンデマンドでの録

画講座の共有は繰り返し確認できる、いつでも

確認できるなど利便性が高いという印象を持っ

ているようです。一方で、自己管理が問われる

ことに気付いている学生とそうでない学生との

温度差も見られます。 

更に、置かれている通信環境や保有している

機器による影響に関しては、個別に対応するこ

とが難しく、コストも発生することが予想さ

れ、組織としての対応が求められそうです。こ

れは、運営面でも同様で、問い合わせやツール

管理など分業を前提としたチームとしての取り

組みの仕組みがオンライン講座の質を上げるの

に避けて通れない問題と考えられます。 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

a.教室での対面授業
b.On-lineでの双方向授業

c.オンデマンドでの録画授業
d.資料、課題提示のみの自習型…

③授業形態に関して希望

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

a.お互い顔を出した方が良い
b.ビデオ機能は使いたくない

c.どちらでもよい

④ビデオ機能の仕様に関して
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校内研修を活用したキャリア･パスポート作り 

―児童の学びをつないでいくために― 

 

谷島 竜太郎 

（茨城県筑西市立五所小学校） 

 

１ はじめに 

学校教育において，社会を生き抜く力の育成

が求められている今，共生社会の基礎をつくる

ことは極めて重要である。今回の学習指導要領

の改訂は，Society5.0に向けた社会構造と雇用が

変化し，将来の変化を予測することが困難な未来

社会を担う子どもたちが，社会の変化に受け身で

対処するのではなく，その可能性を最大限に発揮

し，よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出すた

めに必要な資質・能力を確実に育成することを目

指して行われた。学習指導要領の改訂へつながる

平成 28 年に出された中央教育審議会答申「幼稚

園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校

の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ

いて」においては，2030年とその先の社会の在り

方を見据えながら，「学ぶことの楽しさや意義が

実感できているかどうか，自分の判断や行動がよ

りよい社会づくりにつながるという意識を持て

ているかどうかという点では，肯定的な回答が国

際的に見て相対的に低い」と指摘しており，「学ぶ

ことと自分の人生や社会とのつながりを実感し

ながら，自らの能力を引き出し，学習したことを

生活や社会の中の課題解決に生かしていくとい

う面には課題がある」とまとめている。学校は，

「学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを

実感」させるための授業改善を図り，「児童一人一

人の能力を引き出し，学習したことを生活や社会

の中の課題解決に生かしていく」ことができる指

導を求められている。よって，小学校での学びが

今後の自分の人生や社会とつながっていること

を実感させることが大切になる。そこで，教務主

任として校内研修を活用しながら教員の共通理

解を深め，この課題を解決していく手立てとして

のキャリア・パスポート作りを行っていけば，そ

の取り組みが「児童の学びをつなぐもの」になっ

ていくと考え，研究課題を設定した。 
 
２ ４月に捉えた課題 
 小学校での学びが今後の自分の人生や社会と

つながっていることを実感することができるキ

ャリア･パスポートを作るために，本校に赴任後，

先生方のキャリア･パスポートへの理解について

確認した。市内統一で５枚作成という条件の下で

本年度からスタートすることもあり，キャリア･

パスポートの形式はできていたが，２～４枚目に

該当する学校独自の活動を記録して蓄積してい

く形式については全てが同じであった。この実態

から，本校の課題はキャリア･パスポートについ

ての考え方が不十分であることと捉え，校内研修

を活用して先生方にキャリア･パスポートの基本

的な考え方を伝達し，共通理解を図ることが必要

であると考えた。 

 
３ 研究の内容 
 キャリア教育と児童の学びをつないでいく

キャリア･パスポート作りについて校内研修を計

画し，実践する。 

 
４ 研究の実際 

(1) キャリア教育とキャリア･パスポートに   
ついての研修 
  本校の課題であるキャリア･パスポート

への基本的な考え方を研修するために，研

究主任及びキャリア教育主任と４月中に相

談をして，本校のキャリア･パスポートにお

ける基本的な考え方を共通理解した。その

話合いの中で，１枚目である「学年始めの記

録」には先生や保護者の方からの言葉を書



－  －

く欄を作り，大人が対話的に関わることが

できるようにした。また，５枚目は「市統一

の振り返り」であることから，本年度はその

ままの形式で活用することを確認した。そ

して，改善すべき点であった「２～４枚目に

該当する学校独自の活動を記録して蓄積し

ていく形式」については，それぞれの活動に

合った振り返りを行っていくことが児童の

学びをつないでいくことから，変更をして

いくという結論に達した。具体的な変更点

としては，３枚目には「キャリア教育に位置

付ける教育活動」にある「運動会」について

まとめ，大人が対話的に関わり，且つ児童の

キャリア形成の足跡がわかるようにカスタ

マイズをした【別添資料１】。２枚目と４枚

目についても，研修の中で前任校でも活用

した「進路指導の６つの活動の構造モデル」

【別添資料２】の重要性を踏まえた上で，各

学年でレイアウトを決定して作成するとい

うカスタマイズを採用した【別添資料３】。

これは，一人一人の先生方に，もっとキャリ

ア教育に関わってもらうことで児童の学び

に寄り添うことができ，より対話的に関わ

ることもできると考えたからである。なお，

２枚目と４枚目に位置付ける観点について

は，年間指導計画の見直しの際に，赤で印を

つけ，キャリア教育との関連性を可視化で

きるとともに，偏りがないかについても確

認できるように工夫した。 

 
(2) キャリア･パスポートの作成計画 

    キャリア･パスポートへの基本的な考え

方の研修後，７月中に「キャリア･パスポー

トの作成計画」を立てた【別添資料４】。詳

細は別添資料４にあるが，観点について以

下に記しておく。 
   〈選ぶ観点について〉 
    Ⅰ「自分の将来について」考えられるもの 
    Ⅱ「働きたい仕事について，または仕事に     

ついて」考えられるもの 
Ⅲ「キャリア教育に位置付ける教育活動」 

     Ⅳ「地域の教育資源を生かす各校の独自

性」のある実践ができるもの 
       Ⅴ「学力を鍛える授業」として教科・領域

をピックアップしてできるもの 
    ２枚目の計画は，次のようになった。 
 
      

 
４枚目の計画は，次のようになった。 

 
 
 
 
 
 
 
５ 研究の成果と課題 

 (1) 成果 

○ 校内研修の効果的な活用によって，教

員のキャリア教育への理解が深まり，キ

ャリア･パスポートについての話題が増

えた。 
○ 全ての学年で，２枚目と４枚目の観点

が異なっており，キャリア教育への理解

が深まったことで，多面的な視点で教育

活動を捉えることができた。 

(2) 課題 
○ キャリア教育とキャリア･パスポート

への理解は深まったが，カスタマイズさ

れたキャリア･パスポートの実践はこれ

からである。キャリア･パスポートの作成

計画のように，適切な時期に校内研修を

設けて，進捗状況を確認していきたい。 
○ 「社会に開かれた教育課程」の実現に

向かうためには，「地域参画」をキーワ

ードにし，観点Ⅳの計画と実践をしたい。 

１年生…観点Ⅴ（生活科） 
２年生…観点Ⅱ（生活科） 
３年生…観点Ⅱ（国語） 
４年生…観点Ⅱ（社会） 
５年生…観点Ⅰ（国語） 
６年生…観点Ⅰ（特別活動） 

１年生…観点Ⅰ（国語） 
２年生…観点Ⅰ（生活科） 
３年生…観点Ⅰ（社会） 
４年生…観点Ⅰ（総合） 
５年生…観点Ⅱ（特別活動） 
６年生…観点Ⅱ（総合） 
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  共感力がレジリエンスに与える影響 

―オタク自認者と非オタク自認者に着目して― 

 

山田智之 

（上越教育大学） 

問題と目的 

 1975 年に 700名の参加で始まったコミックマ

ーケットは,2018 年には 570,000 人を数えるよう

になった。コミックマーケットの参加者たちに

対する蔑称であった「オタク」という言葉の意

味と位置づけ,またそのカテゴリーは,この間に

大きな変化を見せた。菊池（2000）は,｢オタク｣

特有の文化領域とされていたアニメやゲーム産

業が活発化し,日本発の文化として海外で高い評

価を受けたことの影響があって｢オタク｣のポジ

ティブな面を再評価する動きも多く見られるよ

うになってきたと述べている。そして,近年では

「オタク」は独自の価値観を持った新しい文化

の担い手として捉えられるようになった。この

ような変化に影響を与えたものとしてインター

ネットの普及が考えられる。1995年にウィンド

ウズ 95が発売されると一般家庭にインターネッ

トが普及し「オタク」を取り巻く環境は急速に

変化する（山田,2020）。このことから,インター

ネットの普及によって,今まで個別に自己の文化

領域を追求していた「オタク」がつながり,蔑視

されていた状況を乗り越えられるレジリエンス

を獲得したのではないかと考えられる。そこで,

本研究では,オタク自認者と非自認者に着目し,

共感力がレジリエンスに与える影響について明

らかにする。 

方 法 

 関東甲信越北陸地域の大学生・大学院生を対

象にインターネットによる WEB調査を実施し 379

名から回答を得た。このうちすべての項目に回

答のあった 327名（男子学生：187名,女子学

生：140名）を分析対象とした（有効回答率：

86.3%）。調査票は「オタク自認」をはじめ,簡易

版の現実共感力尺度（上東・坂部・山崎,2016),  

ネット共感力尺度（上東・坂部・山崎,2016),レ

ジリエンス尺度を独自に作成するための 28項目

などによって構成した。 

結 果 

オタク自認について,「オタク自認者」は 90

名（27.5％）,「オタク弱自認者」は 77名

（23.5％）,「どちらでもない」は 41名

（12.5%）,「非オタク弱自認者」は 44名

（13.5%）,「非オタク自認者」は 75名

（22.9%）であり,「オタク弱自認者」「どちらで

もない」「非オタク弱自認者」を合わせて、「ニ

ュートラル」とした（162 名,49.5％）（図 1）。 

 また,現実共感力尺度及び,ネット共感力尺度

（上東・坂部・山崎,2016)についてα因子法,バ

リマックス回転による確認的因子分析を固有値

≧1.0を基準としておこなったところ,現実共感

力尺度においては 3因子（現実認知的共感力 α

=.858,現実情動的共感力 α=.872,現実共感動機 

α=.833）,ネット共感力尺度においては 3因子

（ネット認知的共感力 α=.858,ネット情動的共

感力 α=.853,ネット共感動機 α=.795）が抽出

され,再現性及び信頼性が確保された。 

 

 

図 1 オタク自認者・非自認者の割合 
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 また,レジリエンス尺度を作成するための 28

項目について,α因子法,バリマックス回転によ

る探索的因子分析を固有値≧1.0 を基準としてお

こなったところ,5因子（相談者因子 α=.931, 

援助要請因子 α=.903, 問題解決展望因子 α

=.814, 楽観性因子 α=.751, 自己決定因子 α

=.743）,各 3項目が抽出され,これをレジリエン

ス尺度とした。 

 次に現実共感力及び,ネット共感力がレジリエ

ンスに与える影響について検討するために,オタ

ク自認者(n=90,27.5%)とニュートラル

(n=142,49.5%),非オタク自認者(n=75,22.9%)ご

とに,現実共感力及びネット共感力を独立変数,

レジリエンスの 5つの下位尺度を従属変数とす

る強制投入法による重回帰分析をおこなった。 

その結果,オタク自認者においては,ネット認

知的共感力が援助要請因子に負の影響を与えて

いた。また,ニュートラルにおいては,現実認知

的共感力が問題解決展望因子と自己決定因子に

正の影響を与え,現実共感動機が相談者存在因子

と援助要請因子に正の影響を与えていた。また,

非オタク自認者においては,現実認知的共感力と

現実共感動機が自己決定因子に正の影響を与え,

ネット認知的共感力が楽観性因子に正の影響を

与え,ネット共感動機が問題解決展望因子に正の

影響を与えていた(表 1)。 

表１ 共感力がレジリエンスに与える影響 

 

考 察 

 本研究の結果,オタク自認について「オタク自

認者」「オタク弱自認者」を合わせたオタク自認

者は全体の 51.0％と約半数を占めており,このう

ち「オタク自認者」は 27.5％となっていた。こ

のことから,蔑視から生まれたオタクというもの

の印象は現代では大きく変化してきていると考

えられる。 

また,オタク自認者はネットを通じた認知的共

感力が援助要請を低下させる影響を与えてい

た。このことから,インターネットの普及によっ

て今まで個別に自己の文化領域を追求していた

「オタク」たちがつながり,認知的共感力を高

め,蔑視された状況を乗り越えられるレジリエン

スを獲得したという仮説は,支持されなかった。

このような結果となった理由として,ネットを通

じた認知的共感力が高いからこそ,援助要請の必

要性を実感していないことが考えられる。 

他方,非オタク非自認者においては,ネットを

通じた共感力が問題解決展望因子や楽観性因子

に正の影響を与え,現実の共感力が自己決定因子

に正の影響を与えていた。また,ニュートラルの

者においてはレジリエンスの各下位概念に正の

影響を与えていた。非オタク自認者,ニュートラ

ル共に,共感力がレジリエンスを高める働きをし

いた。 

このようにオタク自認者は,非オタク自認者や

ニュートラルの者とは異なる結果を示している

ことから,オタクのレジリエンスは単に人との共

感関係ではないことが考えられ,今後,他の要因

との関係を明らかにすることが重要と考えられ

る。 

引用文献 

菊池聡 2000 「おたく」ステレオタイプと社会

的スキルに関する分析 信州大学人文科学論

集 人間情報学科編,34,63-78. 

上東 伸洋・坂部 創一・山崎 秀夫 2016 SNS 交  

流と共感力との関係性 環境情報科学 学術研

究論文集 ,30,273-278. 

山田智之 2020 オタクの職業観に関わる研究 

上越教育大学研究紀要,39(2),407-416. 

従属変数

独立変数

オタク自認者 F p F p F p F p F p

N=90 1.141 n.s. 2.342 * .743 n.s. 2.018 n.s. 1.447 n.s.

R 2

β p β p β p β p β p

ネット認知的共感力 .085 n.s. -.261 * .128 n.s. -.025 n.s. .108 n.s.

ニュートラル F p F p F p F p F p

N=162 4.674 *** 4.214 ** 3.447 ** 2.184 * 3.255 **

R 2

β p β p β p β p β p

現実認知的共感力 .015 n.s. .054 n.s. .220 * .063 n.s. .256 **

現実共感動機 .305 ** .206 * .087 n.s. -.033 n.s. .136 n.s.

非オタク自認者 F p F p F p F p F p

N=75 3.956 ** 1.046 n.s. 5.100 *** 5.012 *** 3.654 **

R 2

β p β p β p β p β p

現実認知的共感力 .231 n.s. -.126 n.s. .186 n.s. .114 n.s. .628 ***

現実共感動機 .230 n.s. .087 n.s. .256 n.s. -.034 n.s. -.376 **

ネット認知的共感力 -.009 n.s. .256 n.s. -.089 n.s. .364 ** -.017 n.s.

ネット共感動機 -.105 n.s. .075 n.s. .304 * .111 n.s. -.230 n.s.

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

独立変数

独立変数

.244

独立変数

分散
分析

.259 .084 .310 .307

分散
分析

.153 .140 .118 .078 .112

分散
分析

.076 .145 .051 .127

レジリエンス

相談者存在
因子

援助要請
因子

問題解決
展望因子

楽観性
因子

自己決定
因子

.095



－  －

大学生のレジリエンスがキャリア探索に与える影響

湯口恭子

（近畿大学 働き方改革推進センター）

問題と目的

キャリア教育は「一人一人の社会的・職業的

自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育

てることを通して、キャリア発達を促す教育」

（中央教育審議会, 2011)と定義されている。児

美川(2016)はキャリア教育を「社会化」と「主

体化」の二つを促す将来への準備教育と述べ、

「社会化」は子どもが社会的な存在として社会

に適応していくこと、「主体化」は子どもがその

子らしく、個性的に自立的に役割を果たせるこ

ととしている。社会化と主体化には、キャリア

探索の「環境探索」と「自己探索」の促進が必

要と考えられるだろう。

キャリア探索は、自己および職業、仕事、組

織などの情報収集を目的とし、社会生活への移

行に関りを持つ探求活動とされ(Jordaan,

1963; Stumpf, Colarelli, & Hartman, 1983；

安達, 2008)、「環境探索」（職業や仕事など社会

の情報を収集する）と「自己探索」（自分自身に

ついて振り返り、より深く理解する）の 2つの

探索が報告されている(Stumpf,et al.,1983;

Zikic & Klehe , 2006 )。大学生のキャリア探

索はキャリア選択や発達と関連があり、個人の

満足度を高めることから、先行研究において重

要性が指摘されてきた(Jordaan,1963；Stumpf,

et al., 1983；竹内、2012)。

一方、坂柳・中道・粟田・早川（2017）は中

央教育審議会の「第 2期教育振興基本計画」

(2013)の答申から、これまで重要とされてきた

「生きる力」が、先行き不透明な時代を「生き

抜く力」に変化しているとした。つまり、キャ

リア教育は、社会的・職業的自立に向け、学生

の社会化と主体化を促し、変化の激しい現代社

会を生き抜く力を育む教育と言える。児美川

（2016）はキャリア教育における基礎的・汎用

的能力に触れ、重要なのは「変化への対応力と

レジリエンス」と指摘した。最近ではレジリエ

ンスとキャリア探索との関連も示唆されている

（湯口, 2020)。本稿では、レジリエンスを高

橋・石津・森田（2015）の使用する「不安定な

社会の中で、自らのライフキャリアを築き続け

る力」と暫定的に定義し、レジリエンスとキャ

リア探索の関連が再現できるかを確認した。

方法

2019 年 12 月～翌年 1月、関西私立 3大学の

大学生 379 名に対し、研究・倫理委員会の承認

のもと、調査票に倫理事項（強制なしの自由回

答、一切の不利益なし、個人情報の保護など）

を明記して実施した。記入漏れのある学生及び

3・4年生を除く 264 名（男 182 名・女性 76 名・

その他 6名）、1年生 151 名、2年生 113 名を分

析対象とした。尺度はキャリア探索尺度 13 項目

（安達, 2008）5件法、成人版ライフキャリア・

レジリエンス尺度20項目短縮版（高橋他, 2015）

6 件法である。

結果

因子分析（主因子法・プロマックス回転）の

結果、キャリア探索「環境探索」α=.881（興味

がある仕事に就くにはどの様に活動すれば良い

のか調べる）、「自己探索」α=.841（自分の長所

や短所について考えてみる）であり、累積寄与

率は 50.699％であった。ライフキャリア・レジ

リエンス尺度の信頼性は.84 から.94 のため、先

行研究通り 5因子各 4項目とした。各因子のα

係数は.782～.925 であった。第 1因子「長期的

展望」（すぐに成果が出なくても、今できること

をやることが大事だと思う）、第 2因子「継続的

対処」（常に新しいチャンスを見逃さないように

準備している）、第 3因子「多面的生活」（人生

では、仕事以外に楽しめるような趣味を持ちた
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いと思う）、第 4因子「楽観的思考」（将来につ

いても楽観的である）、第 5因子「現実受容」（必

要に応じて、目標のレベルを下げることができ

る）である。各尺度を構成する項目得点の平均

値を算出し、各尺度得点とした。レジリエンス

の各因子を独立変数、キャリア探索の（環境探

索・自己探索）を従属変数とする重回帰分析を

行った（表 1）。VIF は 1.204～1.753 であり、多

重共線性の問題はないと考えられる。

考察

レジリエンスの「長期的展望」と「継続的対

処」が、キャリア探索の「環境探索」「自己探索」

の双方に影響していた。湯口（2020）はレジリ

エンスの「長期的展望」と「継続的対処」が、

キャリア探索の全てにおいて高群が低群より有

意に高かったことを報告しており、本稿におい

てもレジリエンスとキャリア探索との関連が示

されたと考えられる。長期的な視点でものごと

を考えるレジリエンスと、うまくいかないこと

があっても、継続して対処していけるレジリエ

ンスが、キャリア探索を促進させる可能性が示

唆された。将来に向けての願いや目標を持ち、

困難があっても継続的に向き合っていく力をつ

けることが、1・2年生に必要なのだろう。レジ

リエンスの概念は広範であるため、どのような

レジリエンスがキャリア探索の「環境探索」と

「自己探索」に影響するのか、より詳細に明ら

かにしていく必要がある。

本稿は関西圏の 1.2 年生を対象にしたもので

あり、男女比は統制できていない。本稿の結果

だけで一般化はできないが、今後はどのような

集団でも同様の結果となるのか、縦断調査など

も踏まえて、より詳細な調査を行うことが求め

られるだろう。
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変数 n=264 β β

長期的展望 .152 * .280 ***

継続的対処 .489 *** .284 ***

多面的生活 -.091 .094

楽観的思考 -.033 -.108

現実受容 .058 -.029
*** .230 ***

* p<.05,　*** p<.001

表１　重回帰分析の結果（強制投入）

環境探索 自己探索

　　　　R
2
　.301
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学校教員の資質向上を図る実践プログラムに関する一考察 

―教師力向上セミナーの実践を通して― 

 

  横江信一 

  （石巻専修大学） 

問題と目的 

情報化やグローバル化により、社会が大きく

急速に変化している中で、東日本大震災からの

教育の復興を目指し、児童生徒の心のケアに向

けたきめ細かな対応が求められている。 

このような中で現在、宮城県の小・中学校に

おいては、学力低下やいじめ、不登校等の課題

解決に向けた対応が喫緊の課題になっている。

特に、石巻地域では、全国学力学習状況調査の

結果から全国平均、県平均を下回っている小・

中学校が多く、不登校出現率についても、本県

の各市町村よりも高くなっている。このことは

東日本大大震災から 10年になるものの、少なか

らず影響があるものと考える。 

以上のことを踏まえ、学力低下の問題や不登

校出現率が高くなっている現状を鑑み、家庭や

地域社会は複雑化している中で、各小・中学校

においては、教師の指導力も大きな要因になっ

ていることは否めない事実である。 

2019年度においては、石巻圏域の小学校 64

校、中学校 33校、計 97校において、小学校の

臨時的任用教員は 141 名で 1校当たり 2.2名

（前年度 2.3名）、中学校は 96 名の臨時的任用

教員が配置され 1校当たり 2.9名（前年度 2.3

名）になっている。このことからも、各小・中

学校に対して 2～3名の臨時的任用教員が配置さ

れ、特に、中学校は小学校よりも多く臨時的任

用教員が配置されている。 

このような背景の中で、2011 年 1月の中央教

育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教

育・ 職業教育の在り方について」において、

「『キャリア教育』とは、『一人一人の社会

的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力

や態度を育てることを通して、キャリア発達を

促す教育』である。」1)と定義付けられた。ま

た、「キャリア」とは、人が生涯の中で様々な

役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分

と役割との関係を見いだしていく連なりや積み

重ねであり、「キャリア発達」とは、社会の中

で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き

方を実現していく過程であることが明らかにさ

れた。さらに、同答申では「キャリア教育は、

特定の活動や指導方法に限定されるものではな

く、様々な教育活動を通して実践されるもので

あり、一人一人の発達や社会人・職業人として

の自立を促す視点から、 学校教育を構成してい

くための理念と方向性を示すものである。」2)

と説明された。 

以上のことから、大学生の段階から教員とし

て採用され、さらに教員として指導力を向上し

ていくためには、教員採用試験に合格し研修の

体系化が求められているのである。しかしなが

ら、臨時的任用教員が研修する機会は校内研修

の他に教育事務所単位の研修が年間 2回程度、

石巻地区教育研究会の各教科領域部会に所属す

る研修会がある。一方で、教員採用試験に向け

た学習の機会は所属する学校長の判断に委ねら

れており、教員としての資質向上に向けた研修

体系が明確になっていないのが現状である。 

そこで、本研究では、キャリア教育の視点か

らの社会的・職業的自立のために必要な「基礎

的・汎用的能力」を育てるという取組と関連性

を図り、小学校教員養成と教員の指導力向上に

向けた研修の体系化について明らかにしていき

たい。 

方法 

本学の教育と研究の両面から社会貢献を推進

し学校教育の振興に寄与している開放センター
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教育連携部会と保育士・教員養成センターが連

携し、各自治体の教育委員会との協力の下、

小・中学校の現職教員の指導力向上に本学教員

の活用を図った実践プログラムを試行し今後の

本学教職課程及び地域連携の施策立案に資する

知見の収集を図るため以下 2点の分析を図る。   

(1)教員採用試験に対する取組状況の調査分析 
 ・圏域の小・中学校における臨時的任用教員の

実態把握（人数、年齢等） 
 ・圏域の小中学校における臨時的任用教員の研

修状況に関するアンケートの実施 
 ・公立教員採用試験に向けた取組状況の分析 
(2)「教師力向上セミナー」の実施 
 ・調査や分析の結果、本学の知的資源を基にし  

た「教師力向上セミナー」計画立案 
・「教師力向上セミナー」参加者募集 
・「教師力向上セミナー」実施とアンケート 
・「教師力向上セミナー」のモデル案作成 
 

結果 

石巻圏域（石巻市・東松島市・女川町）の小

中学校長 50名（抽出）から教員採用試験に向け

た臨時的任用教員に対する学習体制について聞

き取りをしたところ、複数回答があったのは、

「勤務をできるだけ軽減している」「直前の 1

か月ぐらい前になってから、校長室で勉強会を

行っている」「採用試験の予想問題を作成して

解かせている」「面接指導を 1次試験の合格後

に行っている」など、所属長（校長）として臨

時的任用教員に対する配慮をしていることが分

かるが、校内事情により校長の対応に差異が見

られる。 

以上のことを踏まえ、保育士や教員を目指す

学生のために本学在籍学生だけでなく教員採用

試験を目指している本学卒業生や東部教育事務

所管内の臨時的任用教員に対する指導の機会を

設け、本学保育士・教員養成センターを核にし

た石巻圏域の教員養成の強化を図る。次に、臨

時的任用教員を含めた初任層の質の高い研修機

会を設定することにより、石巻地域の開かれた

大学としての本学の役割が生かされる。 

そこで、小・中学校における質の高い現職教

員育成プランとして「教師力向上セミナー」(以

下、セミナー)を実施し、教師になる志がある学

生や各小・中学校に勤務している臨時的任用教

員または新たに公立学校に勤務しようとしてい

る者を対象として、学校現場の勤務や教員採用

試験の受験に対する不安解消に努めるとともに

教職に対する情熱・使命感を高め、教師として

の実践的指導力の向上を図った。 

セミナーでは、参加者からは、採用試験対策

だけでなく教師として必要な理念や授業力向上

等の講座を取り入れた内容は、学校現場で役に

立つのでよかったとの感想が多く聞かれた。ま

た、学生と学校現場の講師が交流した研修は、

違う立場から意見を聞くことにより、双方の価

値観が深まり有効であると考えられる。 

 

考察 

今後、本学の開放センター教育連携部会と保

育士・教員養成センターが連携し、各自治体の

教育委員会との協力の下、小・中学校長会の働

き掛けをより一層推進し、現職教員の指導力向

上に本学教員の活用を図った実践プログラムを

実践することが求められ、本学の教員養成の特

色を打ち出すことができるものと考える。さら

に、教員採用試験対策や教員養成課程において

はキャリア教育の指導者の育成や学生自身に向

けたキャリア教育として職業キャリア及びライ

フ・キャリアの視点を持つことは重要だと考え

られる。 
今後の課題として、教員養成課程における学

生だけでなく現職教員のライフステージに対応

したキャリア教育に対する現状を把握するとと

もに、それぞれの視点を取り入れた様々な取組

を検討していく必要性があると考える。 

 

引用文献 
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デンマークの早期離学者に対するキャリアガイダンスを通した支援 

―若年者移行支援専門機関による包括的支援とその特徴― 

 

𠮷𠮷川 実希 

筑波大学大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 教育学学位プログラム 

（博士後期課程 1 年次） 

問題の所在と目的 

 進路形成にリスクを抱えやすい早期離学者を社

会的排除の文脈から捉え、公的対策を講ずること

の重要性は国内外で広く認識されている。特に、

当該問題に対する EU の政策的関心は従来より高

く、European Commission（2013）では、当該問

題への対策の一つに若者を対象とするキャリアガ

イダンスの強化が挙げられた他、予防・補償・介

入の三側面から対処する包括的な政策を構築する

必要性が指摘された。後続の報告書においても、

EU 加盟国各国の多様な施策に関する分析を基に、

早期離学問題対策としてのキャリアガイダンスに

ついて、予防・介入・補償の三側面からなる包括

的支援の在り方が検討されている。 
 本研究では、EU 加盟国の中でもデンマークの

キャリアガイダンス制度に注目した。当該国では、

公的専門機関「若年者教育ガイダンスセンター

（Ungdommens Uddannelsesvejledning）」（UU）

が 25 歳以下の全ての子ども・若者を対象に学校

や関連機関との連携の下でキャリアガイダンスを

提供する他、早期離学者に対する重点的支援を行

う。我が国でも UU は若年者移行支援制度の優良

例として注目されてきたものの（青木, 2017 等）、

先行研究の多くはその設立・運用が開始された

2003 年ガイダンス改革前後についての紹介に留

まり、それ以降、幾度もの改変を重ねてきた当該

制度の変遷と照らしても、近年の制度下における

UU の実態が充分に捉えられているとは言い難い。 
以上より本研究では、デンマークにおいて UU

が行うキャリアガイダンスを通した早期離学者支

援に着目し、近年の制度下における支援実態の全

体像を整理・分析することを目的とした。 
 

方法 

 EU が発刊した早期離学問題に関する一連の報

告書を検討し、早期離学問題対策としてのキャリ

アガイダンスの予防・介入・補償の三側面を特定

した（表 1）。これを本研究の分析枠組みとして設

定し、UU の支援実態の分析・検討に用いた。 

本研究では、近年の UU の支援実態について、

制度的構造と支援実践の双方からの分析・検討を

試みた。よって第一に、当該国のキャリアガイダ

ンスを規定する根拠法「教育・職業に関するガイ

ダンス、並びに教育、雇用等に係る義務に関する

法律（Lov om Vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v.）」（2017 年 9 月 28 日法律第 1097 号、2017
年ガイダンス法）に着目し、UU に関する規定項

目を分析枠組みに沿って整理した。 
また第二に、デンマークにおいて実地調査を行

った。都市部コムーネに設置された UU-A と、そ

の比較対象としてより小規模のコムーネに設置さ

れた UU-B を調査対象として選定し、各機関に所

属するガイダンスカウンセラー（UU から担当地

域の国民学校に派遣され、学校内で活動する

Skolens vejleder；SV 及び、UU において 25 歳

以下の若者を対象に支援を行う Ungevejleder；
UV）に対する半構造化面接調査を行った（2019 年

2-6 月、各機関 SV1 名及び UV2 名、計 6 名）。そ

れを基に作成したトランスクリプトと、ウェブサ

イト等の関連資料やデンマーク国内の先行研究を
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対象として、UU による支援実践を分析枠組みを

用いて記述・整理し、分析・検討を行った。 
 

結果 

根拠法内の UU に関する規定項目を表 2、UU
の支援実践を図 1 のようにそれぞれ整理した。 

UU によるキャリアガイダンスを通した早期離

学者への支援実践は予防・介入・補償の三側面全

てに関与しており、それによって一専門機関を基

軸とする包括的な支援の提供が可能となっていた。 
また、支援体制を支える特徴として、国民学校

と UU の密な連携関係の構築（予防・介入の側面）

に加えて、教育計画（Uddannelsesplan）や教育

準備評価（Uddannelsesparathedsvurdering）等

の生徒一人ひとりの国民学校から青年期教育機関

への円滑な移行を支える仕組み（予防・介入の側

面）や、早期離学者を空隙なく支援に繋ぐアウト

リーチシステムの確立（補償の側面）といった制

度的特徴が指摘できた。加えて、ガイダンスカウ

ンセラーはこれらの仕組みを活用しつつ、特に個

別のカウンセリングを重視して生徒・若者の支援

に従事していることが明らかとなった。 
 

考察 

 本研究ではUU が行うキャリアガイダンスを通

した早期離学者支援の実態を予防・介入・補償の

三側面に沿って整理・分析し、その特徴の一つと

して、予防・介入の側面における国民学校との密

接な連携関係を指摘した。青木（2017）において、

2003 年ガイダンス改革に伴う UU の設置とキャ

リアガイダンス提供の学校外部化に対して、ガイ

ダンスカウンセラーと生徒との距離が遠くなるこ

とへの懸念が指摘されていたことを踏まえれば、

改革から十数年を経て、UU の仕組みや学校との

連携関係が確実に定着してきたことを明らかにし

た点が本研究における一つの知見である。 
なお、UU は 2017 年に提案された若者準備教

育・若者支援教育改革に基づき 2019 年より各コ

ムーネに新設された若者支援組織「コムーネ若者

支援機構（Kommunal Ungeindsats）」（KUI）の

中に取込まれ、雇用・福祉部局との一層の連携・

協働により若者支援に当たることとなり、本研究

で明らかにした支援実態は大きく変容することと

なる。今後は、UU の支援実践が定着するに至っ

た経緯に加えて、KUI 下における UU の支援実践

を明らかにする必要がある。また、これらを比較

材料としながら、日本における若年者移行支援施

策（例えば、地域若者サポートステーション事業

や子ども・若者支援地域協議会）の在り方につい

ても検討していきたい。 
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日本人の国民性に配慮したグループワーク運用の効果と課題 

 
渡部 昌平 

（秋田県立大学 総合科学教育研究センター） 
 

問題と目的 

 日本人若者論については従来、モラトリアム（小

此木, 1978）、やさしさ志向（栗原, 1981）、コミュ

ニケーション不全症候群（中島, 1991）、マサツ回

避の世代（千石, 1994）、やさしさの精神病理（大

平 1995）などと言われてきた。また辻（1996）
は対人関係そのものには積極的だが、対人関係に

「強く」あるいは「濃く」関わること・拘束され

ることには消極的であることを指摘し、高田

（1999）は日本人青年が西欧人青年に比べて相互

独立性が低く、相互協調性が高いことを指摘する。  
 そこで本研究では、高田（1999）等の研究を踏

まえ、日本人若者の低い相互独立性と高い相互協

調性に配慮したグループワークを行い、そうした

配慮に効果があるのか探索的に検証することを目

的とした。 
 

方法 

×年度後期の A 大学教養科目「コミュニケーシ

ョン入門」において、受講登録が概ね完了する第

3 回以降に座席を指定して学科・性別を混ぜた 4
人グループを作り、2 回に 1 回程度の割合で席替

えを実施しグループワークを行った。 
低い相互独立性に対する配慮 
「自己主張をしない」「他の人と違うことを嫌が

る」日本人青年の傾向を踏まえ、講義は自己主張

をする・他の人と違うことを言う練習であること

を説明し、全員にこの練習に参加してもらうこと

を最初に宣言した。毎回グループの中で 1 人 1 分

スピーチすることを必須とし、話せないメンバー

には質問等をすることでヘルプすることを勧奨し

た。グループワークの中では自分の意見を理由を

つけて言うこと、メンバーの発言を促す（聞く）

ことを推奨した。さらに講義の最後にはコミュニ

ケーションに関する個人目標を発表することを定

め、準備させた。 
高い相互協調性に対する配慮 
「他の人がやれば、自分もやる」日本人若者の

傾向を踏まえ、1 人でやるには負荷が強いワーク

も「全員がやらなければならない」こととし、負

荷を少しずつ強くした。具体的には「自己紹介の

ローテーション」や「司会者・発表者のローテー

ション」あるいは「グループ全員による発表」等

であり、最終回は「個人のコミュニケーション上

の将来目標」のクラス全体の前での個人発表とし

た。時にはゲーム的なグループワークを入れ、グ

ループの凝集性を高める配慮を行った。 
 

結果 

 学生が講義で成長したと感じたことと、そう感

じた理由として、 
・ 人見知りが少し改善された気がする。2 回に

1 回は初対面の人が班にいたからだと思う。 
・ 初対面の人と話すことが楽しいと思えるよう

になった。グループワークをたくさんやったか

ら。 
・ もう少し自分の意見を持つようにしようと思

うようになった。みんなと話すときに意見があ

まり言えなかったから。 
・ 話そうとだけするのではなく、しっかりと聞

くことをするようになった。中間レポートで教

えてもらったから。 
・ 頭で考えてまとめてから話すようになった。

まとめてからではないと伝わらなかったから。 
・ 目を見て話すようになった。目を見て話すの

は苦手だったが、講義で練習していくうちに慣

れてきた。 
・ 沈黙が少なくなった。話の話題を見つけるた

めに人の話をよく聞くようになったから。質問

とかができるようになった。 
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・ 友達が増えた。人を恐れずに、話しの中に入

ることができるようになったから。 
・ 楽しく話せるようになった。雑談を話すよう

になった。友達が増えて、話す機会が増えたか

ら。 
・ グループ討論とか話し合いを通して、自分の

意見をしっかり言えるようになった。 
・ 席替えした後知らない人と話すとき、以前よ

り話題を広げたり質問・リアクションしたりで

きるようになった。 
・ 聞くことが大事ということを学び、しっかり

と話を聞くことができるようになった。 
・ 話す際に笑顔で話すようになった。印象を良

くしたいという考えが深まったから。 
・ 「話しかける力」が強まった。講義で様々な

人とコミュニケーションをとったから。 
・ 相手の話を最後まで聞くことができるように

なった。この講義では相手としっかり向き合う

ことが大事になることが多かったためで意識し

なくてもできるようになった。 
・ 自分のことをしっかり話すことができるよう

になった気がする。相手がせっかく話しかけて

くれるのに自分が話すことができなかったこと

が多かったのですが、この講義を通してそれに

対する抵抗感が少なくなったような気がします。 
・ テキトーではなくキチンとした言葉を使うよ

うに心がけた。初対面の人と多く話す機会があ

ったから。 
・ プレゼン（相手に何か伝える）がおっくうで

はなくなった。プレゼンの機会がたくさんあっ

たから。 
・ 初対面の人でも前ほど緊張しないで声をかけ

られるようになった。一分間スピーチのおかげ

かもしれない。 
・ 普段の会話でも考えて話すことが多くなった。

相手のことを考えて話すことが一番大切だと改

めて講義で気づかされたのでこれからも意識し

たい。 
・ グループ活動を通して全員で協力するときの

役割分担の大切さに気づいて、他の科目のプレ

ゼンのときに上手に役割分担ができた。 
・ 妥協が大事と学んだので、妥協をすることが

できるようになった。 
・ 愛想笑いをするようになった。場を凍らせな

いようにするため。 
・ つまらない内容でも話を続けるようになった。

お題があらかじめ決まっているから。 
などが挙がった。 
 

考察 

 グループワークを実施するに当たっては、単

に外国から理論や技法を輸入するだけでなく、そ

の国の国民性に合った実施方法を検討する必要が

ある。本研究では日本人若者の「自己主張をしな

い」「他の人を違うことを嫌がる」特徴に配慮し、

事前に注意を伝え繰り返し練習することでグルー

プワークに慣れさせ、結果として学生の成長を促

したものである。 

一方で「妥協が大事と学んだ」「愛想笑いをする

ようになった」「つまらない内容でも話を続けるよ

うになった」など、ポジティブともネガティブと

も取れる感想もあった。グループワークの効果的

実施については、実施後の学生への質問紙調査だ

けでなく必要に応じて半構造的インタビューを実

施するなど、効果の把握とフォローアップも重要

であるかもしれない。 
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登録番号 16 
氏名・所属 吉村憲治・上越教育大学大学院 
題目 中学校における，教師の存在と生徒の勤労観・職業観の関連 

 



－  －

教員の「協働性」を高める研修教材の開発 

―シミュレーションゲームを用いた教職キャリア発達支援の試み― 

 

 〇網谷綾香          細川美幸 岡本尚子 

    （大阪成蹊短期大学）    （西南学院大学） （鳥栖市立若葉小学校） 

 

問題と目的 

今日の学校現場では複雑で多様な課題が山積し

ており教員は多くの業務に追われている。従来か

ら指摘されている教員の多忙化への対策として文

科省（2016）は「学校現場における業務の適正

化」に乗り出し，事務職員や専門スタッフ等が学

校運営や教育活動に参画していく「チーム学校」

の実現を図っている。今日の教員は，他職種も含

めチームの一員として積極的に協働していく力が

より一層求められている。 

協働とは「異なる立場に立つ者同士が，共通の

目標に向かって，限られた期間内に互いの人的・

物的資源を活用して，直面する問題の解決に寄与

する対話と活動を展開すること」（亀口，2002）

とされる。では，多忙な教育現場においてどのよ

うにすればより効果的・効率的に協働性を高めら

れるのだろうか。また，教員養成段階でも教員と

しての協働性を高めることは可能だろうか。その

一つの可能性としてシミュレーションゲーム形式

による研修教材の活用を提案したい。ここでは，

協働性を高めるための新たな教材開発の試みを紹

介し，その活用のあり方について考察する。 

 

方法 

教員の協働性を高めるための研修教材として検

討するのは教師の葛藤状況を扱ったシュミレーシ

ョンゲーム「クロスロード 教育相談編 第２

版」（網谷，2019）（以下「教育相談編」と略す）

を新たに発展させた教材である。「クロスロー

ド」はもともと，矢守・吉川・網代（2005）が防

災対応シミュレーションゲームとして開発した手

法である。「教育相談編」は「クロスロード」開

発チームの許可を得て，教育相談等の領域におけ

る教員の成長を促すことを目的として開発したも

のである。これまでに校内研修会や養護教諭対象

の研修会，教育相談研修会（各校種混合）など，

様々な研修の場で本教材を用いており，効果を検

証してきた。例えば校内研修に導入した結果確認

された効果は，以下の通りである（網谷，

2015）。①様々な事例についてリアルに葛藤の疑

似体験ができる。②ゲーム性の高い教材であるた

め，安心して率直な意見を出すことができ積極的

対話が促される。③他者との対話による相互作用

を通して，自らの考え方の偏りへの気づきや価値

観の広がりが得られる。④異なる立場（担任・養

護教諭・教育相談担当・管理職など）の視点に立

つことで，お互いの理解が促進される。 

新規教材でも「教育相談編」の手法を踏襲す

る。参加者は 5名程度のグループを構成し YES
／NOカードを手元に持つ。苦渋の選択を迫られる

ような教育現場での葛藤状況がトランプ大の問題カ

ードで呈示され，参加者はその場面での判断につい

て（自分の意志を表明するのではなく）グループの

多数派を予測し YES／NOカードで表明する。多数

派予測があたった者（もしくはグループで唯一の独

自意見を出した者）にはポイントが与えられる。そ

の後，それぞれがどのようなことを考えたかについ

てディスカッションを行う。 
今回は教員の協働性を高めることを主な狙いと

した教材とするため，新たに「チーム学校」およ

び「協働」を意識した葛藤場面の問題カードを作

成した。「教育相談編」は教員の葛藤のみを取り

上げていたが，新規教材では特別支援教育支援

員，スクールカウンセラー，保護者など教員以外

の立場の者の葛藤も採用することとした。葛藤場

面の抽出にあたっては，様々な立場の教育関係者

（現職教職員，スクールカウンセラー等）に日頃

から現場で経験している葛藤について挙げてもら

い，その中から典型的と考えられる場面を選択し

た。また「教育相談編」の問題カードの中から協

働性に関わるものを一部抽出し，新たに作成した

問題カードと合わせて試行版とすることとした。 
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結果と考察 

（１）新規教材（試行版）の概要 

新たに作成した問題カードは全体で 19 枚であ

る。このうち協働にかかわる教員の葛藤を扱った

場面が 8枚（新採，メンター，教科担当，養護教

諭，栄養教諭など），多職種カードが 4枚（スクー

ルカウンセラー，特別支援教育支援員），保護者カ

ードが 3枚である。一例を挙げると，「あなたはメ

ンター／同学年の C 先生は新採教諭。ベテランの

あなたに自分の担任学級の子どもやその保護者へ

の対応について細かく尋ね，意見を求めてくる。

あなたは自分の仕事に加えC先生への助言に時間

をとられ，疲弊してきた。C 先生に自分で考えて

対応するように伝える？」といったように，YES／

NO 双方の意見が出ると考えられる場面を設定し

た。また，今回新たな試みとしてポジティブな葛

藤場面も作成した。例えば「あなたはスクールカ

ウンセラー／長期不登校のAの気持ちが少しずつ

学校に向きはじめている。まずはキーパーソンと

なる先生との関係を構築するところから支援する

のが良さそう。担任は子ども達との関わりが上手

で快活な若手教諭だが，現在クラスで別の問題を

抱えている。一方，養護教諭は多くの不登校の子

ども達と関わってきた経験のあるベテラン。あな

たは担任との関係構築から試みる？」といったよ

うな問題文である。これはゲーム参加者に「協働

がうまくいっている事例」もシミュレーションさ

せることを狙って作成したものである。 
新規教材のもう１つの試みとして，お楽しみカ

ード（4枚）を追加した。これはゲームの導入に

アイスブレイキングとして使用したりゲーム最後

の問題カードとして使用したりすることを想定し

ており，気持ちをほぐす狙いがある。「教育相談

編」を研修で用いた際にあまりにリアルであるこ

とから学校現場で生じている実際問題とリンクし

すぎてしまい「真剣に考えすぎてしんどかった」

という声もあった。そこで雑談のように意見を交

流できるような問題を用意した（例：「学校に魔

法使いがやってきた！ 過去を１つだけ変えるこ

とができる能力と未来を１つだけ希望通りにでき

る能力のどちらかを授けてくれるという。あなた

はどちらを選ぶ？」）  

（２）新規教材活用の提案と予測される効果 

 本教材の活用場面としては，第一に教員研修の

場が挙げられる。具体的には①「チーム学校」構

築に向けて校内教職員の対話を促すため校内研修

で活用，②ミドルリーダーや教育相談担当，養護

教諭など「チーム学校」のキーパーソンとなりう

る人材の育成を目的とした研修会での活用（ここ

で研修を受けた教員が校内で①を実施することも

可能），③初任者研修や免許更新講習などキャリ

ア発達を促す研修の場での活用などが考えられ

る。今回作成した教材では，多職種や保護者の葛

藤カードを取り上げていることから，より「自分

とは異なる相手の立場になって物事を考える」き

っかけを提供できるだろう。また，ゲームという

安心できる枠の中での体験は，対話的関係を築く

ことの喜びと重要性の理解を促しうるものと考え

ている。 

 第二に，教員養成段階で「教職実践演習」など

をはじめとした教職科目の演習の一部として用い

ることも可能である。実際の教育現場で生じうる

リアルな葛藤のシミュレーションができるため，

未経験の学生が現場での「協働」について具体的

に考える一助になるだろう。ただし，学生同士で

ディスカッションをする場合は現場での協働につ

いて未経験であるがゆえに多様な意見が出ず議論

が深まらない可能性に留意すべきである。そのた

め，実際の現職教職員の意見を伝えるなど工夫が

必要となってくる。 

 今後は実際に本教材を活用した研修会や授業を

試行的に実施しながら，問題カードの洗練と効果

の検証を行っていく。 

 

引用文献 
網谷綾香 2015 教師の葛藤を活かした教育相談校

内研修の効果－シミュレーションゲーム「クロス
ロード教育相談編」の実践を通して－ 日本心理
臨床学会第 34回発表論文集 p.280． 

網谷綾香 2019 クロスロード教育相談編 第二版 
自費出版. 

文部科学省 2016 学校現場における業務の適正化
について（報告）. 

矢守克也・吉川肇子・網代剛 2005 防災ゲームで

学ぶリスク・コミュニケーション―クロスロード
への招待 ナカニシヤ出版. 

亀口憲治 2002  概説 コラボレーション―協働
する臨床の知を求めて 現代のエスプリ，419，
5-19． 

※本研究は JSPS 科研費 18K02379 の助成を受けて

実施した。 
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レゴ®シリアスプレイ®メソッドを用いた 

インターンシップ事前事後教育の共起ネットワーク解析 

 

         ○井上奈美子           聞間理       後藤和也 

 （福岡県立大学） （九州産業大学）（山形県立米沢女子短期大学） 

 

問題意識 

全国の日本の大学では、インターンシップ（以

下、ISと記述する）の実施が展開されているが、

いかに教育効果を発揮するかが問われている。

特に、IS派遣前と派遣後を意味する事前事後に

行われる研修は、IS体験期間と同等に重要な教

育プログラムとして注目されている。事前研修

においては学生に派遣予定先で自分が働くこと

を想像させて心構えを作るか、事後研修におい

てはインターンシップで学んだことを深く内省

させ意味を引き出すかが重要である。本報告で

は、学生にブロックを用いて自身の考えを表現

させることを、学生の想像力や内省力を高め、

学生同士の対話力も高めることを期待して導入

した。ブロックを用いた表現を通じて考え話す

ことは、他人との対話力や発言力が未熟な低学

年生でも想像力や内省を促進することが期待で

きる。それは ISの体験の教育効果を高めるとと

もによりよいプログラムへの知見ももたらす。 

目的と方法 

本稿の目的は、大学 1・2年生にあたる低学年

の IS事前事後研修の教育プログラム開発であ

る。まず低学年の学生の想像力や内省力を高め

るために、レゴ®シリアスプレイ®メソッド（LSP）

を用いて研修を進めた。LSP とはプラスチッ

ク・ブロックでモデル作り対話を深めるファシ

リテーションの技法である。 

LSP を使って、事前事後研修では、考えて欲

しい問いについてモデルを作り、語ってもらっ

た。学生は、集合し、教室内ではじめにいくつ

か簡単なモデルを作りブロックに慣れてから、

問に対するモデルを作り、グループ内でお互い

の説明をし、その後、個人で自分のモデルにつ

いての説明を書き出した。書き出した用紙を回

収し、テキストデータにした。事前研修と事後

研修でそれぞれ集めたテキストデータを共起ネ

ットワーク解析にかけ、前後比較を行った。 

事前研修と事後研修の概要は、以下のとおり

である。 

1.日時： 2019年 7月（事前），9月（事後）、

2.参加学生人数：31名、3.所要時間：120分、

4.研修課題 

（１）筆記：履修目的、身に着けたいこと（事

前研修のみ）モデルは作らず、紙に書いたもの

を回収し、テキストデータ化し、共起ネットワ

ーク解析にかけた。  

（２）モデル作成と説明：①私にとって「働く」

とは②受入先はどのような場所で、そこに私は

どう関われるか③これからの大学生活をどのよ

うに過ごせば意味のあるものになるか（7月と 9

月で同じ①〜③の問いについて行った） 

結果と考察 

共起ネットワーク解析によって次のとおりの

結果が示された。なお、共起ネットワークの結

果を示す図は最終頁に添付する。 

（１）履修目的、身に着けたいことについて 

 焦りと不安から履修し、苦手なことを克服し

たい、職業選択前に実態を知りたいというのは

低学年次の ISならではと思われる。注目点は、

成長ではなく選択の方が重要、大学と言う単語

がない、学生生活が職業社会と切り離されてい

る、「人」に意識が行っていない、働く人の適性

に目が行っていない、などである。 

身に着けたいことでは、目標や夢という単語

はなく、職種に関わる単語もなかった。個々人

のばらつきがあった。 
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（２）IS前後①②③について 

IS前後変化では、教員 3人で①②③の解析を

行った。紙面の都合上、その主な注目点のみを

以下に示す。 

 ・内面を見る（内省しやすい）ようになる 

 ・働くことの掘り下げができる 

 ・ゴールから、プロセスへ注目が移る 

 ・自分に結びつく言葉が増え、洞察が進む 

 ・登場人物が増加する→IS前は自分以外の人

があまり見えていない（正しく存在理解できて

いない） 

 全体を通して、失敗経験やネガティブな印象

の言葉が少なく、自分の行動を有機的に結び付

けることができていた。また、自分が関わるこ

とができると思うことが増えた様子や、職業の

概念がつながる様子も認められた。 

まとめ 

ISの前後研修に LSPを用いて内省を促進させ

る研修では、共起ネットワーク解析で比較した

結果、以下の 3点の教育効果が確認された。 

①これまでよりも多くの要素を自分と関連させ

て考えることができるようになった。大学での

学びの意味も広がりがみえるようになった。 

②自分以外の人の存在にまで視野を広げて考え

られるようになった。その仕事や社会を構成す

るものを広く理解できるようになった。 

③失敗への反省、今後の不安よりも、達成感や

今後への意欲への比重が高い振り返りができた。 

 今後は、IS 未経験学生との比較にも取り組む。

また、低学年生の対話力の発達への貢献や、ブ

ロックが思考範囲の広がり、空間・時間の深ま

り（原因・結果の追求）をどのくらい助けてい

るか検証を続ける。 
参考文献 

• Kristiansen and Rasmussen（2014） 

Per Kristiansen and Robert Rasmussen, 

Building a Better Business Using LEGO 

SERIOUS PLAY METHOD, Wiley, 2014 
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【図】共起ネットワーク：私にとって働くとは 
（上：事前研修 下：事後研修） 
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カリキュラム・マネジメントにおけるキャリア教育の試み 

―総合的な探究の時間、特別活動を中心とした教育課程の編成と教育方法の検討― 
 

井上 仁志 

（兵庫県立尼崎稲園高等学校） 

問題と目的 

2022 年度から年次進行により高等学校において

新学習指導要領が実施される。これからの時代に必

要な資質・能力を児童生徒一人一人に身に付けさせ

ることができるよう教育を行うことが求められている。こ

のため各学校において、生徒たちや地域の実情等を

踏まえ、各校が設定する教育目標実現のため、教育

課程の編成、実施、評価、改善しながら、組織的、計

画的に自校の教育活動の質の向上を図っていく、

「カリキュラム・マネジメント(以下「カリマネ」)」が、これ

まで以上に求められている。 

そこで文部科学省は、カリマネの充実を図るための

実証的な調査研究を行い、その成果の普及により各

学校におけるカリマネの取組を支援することを目的に

「これからの時代に求められる資質・能力を育むため

のカリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研

究」事業を展開している。その委託を受けた兵庫県教

育委員会は、県立 A高校と、他に 2校の県立高校を

2019年度より 2年間、実践校に指定した。 

ここでは、学校におけるカリマネを５段階のレベル（①

学校、②各教科等、③学年、④学級、⑤生徒一人ひ

とりの学びの各レベル）で捉え、学校の課題を解決し、

教育目標を達成していく営みのサイクルを生み出し、

『自己の学びのカリキュラム・マネジメント』（FIGURE 1） 

FIGURE 1 『自己の学びのカリキュラム・マネジメント』 

「Kawaijuku Guideline 2017.7･8 変わる高校教育 第 14 回 カリキュラム・マネジメント」より 

を育むことを最終目標とする手引きの作成を目指す

ものである。 

本研究では、この事業で現代的な諸課題に対応

するための資質・能力の育成に向けた研究を担当す

る A高校の取り組みを対象とした。A高校は、全日制

普通科単位制高校で、地域の進学校として、学習の

基盤となる高い資質・能力を備えた生徒が多い。

そこで「総合的な探究の時間（以下「総合探究」）」を

中心に据えた、特別活動を含めた教科横断的な取

組を通して「知の総合化」という視点を持った生徒の

育成を目指した。「知の総合化」とは、生徒自身が多

様な学びや体験を自らの言葉で整理・関連づけてい

くことにより、「生徒一人一人が何を学びどう理解し関

連付けているか」を、生徒自身が把握することである。

大学等への進学後、より専門的な学びを進める中で、

求められる現代的な諸課題への多面的な物の見方、

考え方、すなわちキャリア教育で重要な要素である、

「知の総合化」をキーワードに「自己の学びのカリキュ

ラム・マネジメント」を育成するための手法として「知の

総合化ノート」を活用した教育方法を試みる。これに

よって各教科で学んだ内容を互いに関連付け、課題

解決を図り、自分の学習の意味を自らつなぎ合わせ

ていく経験を繰り返すことが、学校で学ぶ知識と生活

体験をつなぎ合わせ、生きて働く力に近づくことがで

きるようになることが期待できる。（村川、三橋 2015） 

方 法 

（１）調査対象 A高校 1年次生 280名 

（２）調査期間 2019年 9月～2020年 2月 

（３）対象授業 総合探究、特別活動（LHR、講演会

等）、各教科 

（４）調査内容 

2019 年、2020 年の 2 年間の実践指定校だが、
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１ 当てはまる ２ おおむね当てはまる 
３ どちらともいえない   ４ あまり当てはまらない 
５ 当てはまらない      ６ 無回答 

2019 年度の 1 年次生を対象に総合探究の授業にお

いて記入や整理法等を指導し、その他各教科の授業

や講演会、HR 活動等の特別活動等、全学校生活に

渡って知の総合化ノートの作成にあたらせた。 

知の総合化ノート作成方法は、各授業、学校行事

の終了後、名刺サイズの付箋に感想、学んだこと、疑

問に思ったこと、新たな気づき、社会の課題と思われ

ることなどを記入し、ファイルに綴じた A4 白紙（知の

総合化ノート）に貼付する。いつでも記入できるよう、

付箋は常に手元に置いて必要な時は記入する。付

箋がある程度溜まったら、内容が似ているもの、同じ

カテゴリーに属するものをグループとしてノートの 1頁

にまとめ、「見出し（テーマ）」をつける。まとめたペー

ジを年度末に再読し、自分の考えをまとめさせた。 

年度末には以下の質問項目についてアンケート調

査を行った（2020年１月実施）。 

1.情報の収集ならびに処理する能力が身についた。

2.自分の考えをまとめ、自己を見つめ自己理解につ

ながった。3. 自主性、積極性、忍耐力が身についた。

4.課題を見つけ、処理し、解決する力が身についた。

5.自分の進路について真剣に考え、今後のキャリア

についての意識が高まった。6. 知の総合化ノートを

利用し始めてからの生活の変化について、(1)～(9）

のうち、当てはまるもの全てにチェックしてください。

(1)授業で付箋を活用するようになった。(2)授業で先

生の説明を口述筆記するようになった。(3)メモをする

ことの大切さを理解した。(4)新聞を読んだり、ニュー

スを見たりする時間が増えた。(5)自分の意見をしっか

り持てるようになった。(6)友人と話す時間が増えた。

(7)自分と向き合うことができるようになった。(8)自分の

言葉で文章を書けるようになった。 (9)自分と異なる

意見を尊重するようになった。 

結 果 
ＴABLE 1 『知の総合化ノートアンケート結果（%）』 

 質問 1 質問 2 質問 3 質問 4 質問 5 平均 

1 6 7 3 6 6 
23.6 

2 20 18 11 17 24 
3 24 24 25 29 30 26.4 
4 24 24 24 22 18 

49.4 5 26 27 37 25 20 
6 0 0 0 1 2 0.6 

合計 100 100 100 100 100 100 

 

 

FIGURE 2 『知の総合化ノートアンケート結果：質問６』 

アンケート調査の結果（ＴABLE 1）では、全質問の

選択肢 1，2の「当てはまる」「おおむね当てはまる」を

選択した生徒の平均が 23.6％、同じく 4，5 の「あまり

当てはまらない」「当てはまらない」を選択した生徒の

平均が 49.4％と、否定的、消極的な感想を抱いてい

る。また質問 6 の知の総合化ノートを利用し始めてか

らの生活の変化については（FIGURE 2）、設問(３)以

外は全体的に低調で、大きな変化を感じていないこ

とが明らかとなった。 

考 察 

 知の総合化ノートへの取り組み初年度は、9 月から

1 月中旬までの実質 4 か月間の短い期間であったた

めか自己の成長に結びついたと実感している者はま

だ少なく、期待通りの結果が得られなかった。しかし

日々の授業の中で、また生活の中で学んだこと、感じ

たこと、疑問点などをスピーディーにメモすることによ

り、思考を言語化し、整理する経験ができことの価値

に気づいている生徒が約 3 割いることが、アンケート

質問 6 の結果からわかる。先行事例では 2 年程度の

実践が多く、今後Ａ高校でも 2年目の 2020年度も継

続して研究を行う。そしてさらに総合探究、特別活動

の学びの内容、分析を通してカリキュラム編成の在り

方についてさらに研究を深めたい。 

引用・参考文献 

村川 雅弘、三橋 和博 2015 『「知の総合化ノート」

で具体化する 21世紀型能力』 学事出版. 

村川雅弘・田村知子・西留安雄・野口徹 2013 『「カ

リマネ」で学校はここまで変わる！』 ぎょうせい 
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PBL（Problem-Based Learning）の教育効果に関する研究 

―協同作業認識尺度を用いた検討― 

 

 ○岡野聡子 降幡仁美 

 （奈良学園大学） （株式会社マイナビ） 

 

１．研究目的 

本研究は、PBL（Problem-Based Learning）の

教育効果について、協同作業認識尺度を用いて

検討することを目的としている。 

PBL に関する先行研究では、三重大学の先駆的

事例が取り上げられる。三重大学高等教育創造

開発センター（2007）では、PBLの実践マニュア

ルを作成し、授業効果測定（中川、2019）や多

分野的な PBLの研究と実践に対する研究（杉

山・松下、2018）も行われており、PBLの教育効

果について論じられている。本研究では、PBLを

チームで取り組むことにより、協同作業認識に

変化が生じるか否かを検証する。 

 

２．研究方法 

株式会社マイナビが主催する「ＭＦＣ（MY 

FUTURE CAMPUS）」の PBL課題解決プロジェクトに

参加をした。ＭＦＣとは、株式会社マイナビが運

営する学年不問の会員制キャリア支援メディア

である。2013 年にスタートし、これまでに約

35,000 人の大学生が利用・参加している。体験・

情報・コンテストの 3本柱から成り立ち、さまざ

まな学生のキャリア支援に役立つ情報を発信し

続けている。課題解決プロジェクトとは、体験・

情報・コンテストの 3本柱のうち、コンテスト部

門に属しており、企業が提示した課題をテーマと

する企画アイデアコンテストが毎年開催されて

いる。コンテストの登録方法は、イベントページ

からプレエントリーを行い、4 人以下の友達とチ

ームを組んで課題に取り組み、企画書を作成し提

出することで参加ができる。オンラインで完結す

るため、誰でも参加ができ、優勝チームには、Ｍ

ＦＣサイト上で表彰もしている。課題解決プロジ

ェクトの特徴は、①企業からの課題が定期的に届

く為、ＰＤＣＡを回しながら継続的な取り組みが

出来ること、②課題に取り組む為のデータ及び資

料の提供、③全応募者に採点結果が送信され、上

位入賞者はサイト内で発表となることである。 

本学の参加対象者は、人間教育学部 2年生（133

名）と人間教育学部 3 年生（121 名）である。取

り組み期間は、2019 年 4 月～7 月であり、「キャ

リアディベロップメントⅠ（2年次）」、「キャリア

スキルアップⅡ（3年次）」の正課内授業で実施し

た。今回、取り組んだ企業テーマは、グーグル合

同会社の「AIを活用し、あなたが関心のある社会

課題の解決策を提案してください」である。授業

計画は、表 1である。 

 

テーマ：AI を活用し、あなたが関心のある社会課題の

解決策を提案してください 

 これからの世の中を大きく変えるといわれている

AI。あなたは AI についてどのくらい理解しています

か？「AI は人の仕事を奪う」という驚異の存在として

考えている人も多いかもしれませんが、AI は人類の敵

ではなく、私たちの生活や社会を更に豊かにしてくれ

るものです。Google の学習コンテンツを見て、あなた

の考える社会課題に対する解決策を提案してくださ

い。プログラミングなどのスキルは必要ありません。ス

ケールの大きなものから身近なものまで、どんな題材

を扱うかは自由です。「これって AI を使ったらもっと

よくなるんじゃないか」という自由な発想、アイデアを

企画書にまとめて提出しましょう。 

 

表 1 授業計画 

回 テーマ 

1 オリエンテーション「PBL 課題解決型授業とは」 

2 ①情報収集の手法を学ぶ 

3 ②課題分析の手法を学ぶ 

4 ➂仮説構築の手法を学ぶ 

5 ④検証の手法を学ぶ 

6 ⑤アウトプットの手法を学ぶ 

7 プレゼンテーション資料作成 

8 プレゼンテーション中間発表会① 

9 プレゼンテーション中間発表会② 

10 企画書の提出（スライド 20 枚） 
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11 企画書の審査結果および講評 

12 優秀賞のプレゼンテーション 

13 チームビルディング研修①アサーションスキル 

14 チームビルディング研修②NASA ゲーム 

15 まとめと振返り 

 

次に、今回扱う協同作業認識尺度とは、長

濱・安永・関田・甲原（2009）によって、協同

作業の認識を測定するために開発されたもので

ある。9項目の「協同効用因子」（例：たくさん

の仕事でも、みんなと一緒にやれば出来る気が

する、等）、6項目の「個人志向因子（例：周り

に気遣いしながらやるより一人でやる方がやり

甲斐がある）、3項目の「互恵懸念因子」（例：協

同は仕事のできない人たちのためにある）の計

18 項目から成る。長濱ら（2009）は、学生は、

一般的に協同作業は効果的であるという肯定的

な認識（協同効用）を基盤として有しており、

その上に一人で作業することを好む傾向（個人

志向）や、協同作業によって参加者全員が平等

に利益を得ることは難しいという認識（互恵懸

念）も加味された重層的な認知構造をもってい

ると解釈している。この認知構造には性差は認

められず、少なくとも 18歳に至るまでに形成さ

れるとしている。 

 

３．結果と考察 

協同作業認識尺度得点の各下位尺度得点をそ

れぞれ合計し、事前時の得点から事後の得点を

引いた変動得点を算出した。さらに、受講年次

を参加者間、協同作業認識尺度各下位尺度を参

加者内とする 2要因分散分析を行った。その結

果を図１に示す。各下位尺度間（F(2,410)= 

30.03, p <.001, ηp
2 =.13)、受講年度

（F(1,205) =11.86, p <.001, ηp
2 =.06) いず

れの主効果も有意であり、各下位尺度間におい

て、個人志向因子及び互恵懸念因子と比して協

同効用因子の得点が高かった。また、受講年次

においては、3年次に比して 2年次の得点が高か

った。交互作用も有意（F(2,410) =7.03, p 

<.001, ηp
2 =.03）であり、単純主効果検定を行

った結果、2年次において、互恵懸念因子と比し

て協同効用因子の得点が高く、3年次において、

個人志向因子及び互恵懸念因子と比して協同効

用因子の得点が高かった。すなわち、PBLを行う

ことにより，仲間と共に作業することによる有

効性の認識が高まったことがうかがえた。 

 

 

【引用文献】 

杉山芳生・松下佳代 2018 PBL（Problem-
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（パンフレット管理番号：ＮＥ2285） 

図 1 協同作業認識尺度を用いた結果 
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進路指導及びキャリア教育で求められる教員のコンピテンスについて 

―「ヤングケアラー」の問題を中心として― 

 

小澤 貴史 

   （拓殖大学）  

 

問題と目的 

教職課程コアカリキュラム「作成の背景」で

は「我が国の教員養成においては、将来、知識

基盤社会を生きることになる幼児・児童・生徒

の教育に、幅広い視野と高度の専門的知識・技

能を兼ね備えた高度専門職である教員が当たる

ことを目的として、教員養成の基幹部分をなし

ている教職課程は原則として大学における教育

研究の一環として学芸の成果を基盤に営まれる

ことになっている。同時に、教員は教職につい

たその日から、学校という公的組織の一員とし

て実践的任務に当たることとなるため、教職課

程には実践性が求められている。このため教職

課程は、学芸と実践性の両面を兼ね備えている

ことが必要とされ、教員養成は常にこの二つの

側面を融合することで高い水準の教員を養成す

ることが求められてきた」とある。「進路指導及

びキャリア教育の理論及び方法」では「進路指

導は児童及び生徒が自ら将来の進路を選択・計

画し、その後の生活によりよく適応し、能力を

伸長するように教員が組織的・継続的に指導・

援助する過程であり、長期的展望に立った人間

形成を目指す教育活動である。それを包含する

キャリア教育は、学校で学ぶことを社会との接

続を意識し、一人一人の社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる資質・能力を育むこと

を目的としている」。また、高等学校学習指導要

領「キャリア教育の充実」では「キャリア教育

を進めるに当たり、家庭・保護者の役割やその

影響の大きさを考慮し、家庭・保護者との共通

理解を図りながら進めることが重要である（略）

将来、生徒が社会の中での自分の役割を果たし

ながら、自分らしい生き方を実現していくため

の働きかけを行うことが必要である」と示され

ていることを背景として、教員のコンピテンス

を考える上で、生徒自身のキャリア形成や学校

生活に深刻な影響を与えていると推察される「ヤ

ングケアラー」の問題に迫り、多角的な社会的

事象に対する分析やアセスメント、多職種協働

や福祉に対する知見を高める必要性について言

及することを目的とする。 

方法 

毎日新聞は、ケアマネ―ジャー（以下、「ケア

マネ」とする）向けウェブサイトを通じた、ヤ

ングケアラーに関する全国調査（以下、「毎日新

聞全国調査」とする）を行った。方法について

以下に示す。【デジタル配信 2020.8.10.20:05】 

①調査期間：2020.6.5-15 

②調査対象：Web サイト「ケアマネジメント・オ 

ンライン」ケアマネの会員約９万 2000人 

③調査方法：Web サイトを通じ、毎日新聞が作成

した質問票を基に実施 

結果 

①回答者数：1303人 

②主な内容：「これまで担当した家庭に『本来な

ら大人が担うような家族ケアに関わる未成年の

子どもがいた』と答えたのは 215 人（16.5%）。

最も印象に残った子 1人に絞って尋ねると、性

別比は『女６対男４』で、年代は『高校生、中

学生、18 歳以上、小学生』の順に多かった」「ケ 

アの対象（複数回答）は、『祖母、母親、祖父』

などの順」「ケア内容（同）は、215人のうち半

数以上が『料理・掃除・洗濯などの家事』『食事

や着替え、移動の介助など身の回りの世話』『生

活の買い物、家の中の修理、重い物を運ぶ』の

３項目を挙げた」「介護をする子どもの生活の支

障（同）は『学校を休みがち』『部活など課外活

動ができない』『情緒が不安定』が主で、『孤立を
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感じている』『衛生面がおもわしくない』『学力

が振るわない』もあった。『支障はない』は 215

人中 30人にとどまった」「支援のために連携す

べきだと考える機関は、スクールソーシャルワ

ーカーやスクールカウンセラーも含む学校が 

35.1%、自治体が 31.5%」。 

考察 

調査結果からは、介護支援専門員であるケア

マネの鋭敏なアセスメント結果が示されたこと

になる。支援のために連携すべき機関として第

１位が「学校」と示されていることから、特に

担任や専門職の協働を中心とした「チームとし

ての学校」の対応が、社会からも期待されてい

ることが理解できる。学校に視点を転ずれば、

教室での「気になる生徒」の一因として重要な

意味をなすものと受け止める。澁谷は、「（略）

教員は子どもの学校生活には詳しいが、家庭の

様子は把握しにくい。一方、ケアマネは家庭介

護に深く関わるだけに家庭の実態が見えており、

ヤングケアラーへの対応には関係機関の連携が

不可欠だ。」と述べているが、生徒指導提要・児

童生徒の発する問題行動のサイン「（略）問題行

動の前兆であるかもしれず、教員が当該児童生

徒の理解を進め、指導の手を差し伸べる必要が

あるとの意識を持って、教職員が注意深く児童

生徒を観察し、働きかけを行うことによって、

問題行動を未然に防ぐことができるようになる」

とある。また、問題行動の早期発見の方法の一

つに「⑦関係機関・地域とのネットワークでの

情報交換によるもの」と示されていることから、

これらに通底する考え方と思慮する。 

他方、進路指導・キャリア教育という観点で

は、前述の「社会の中での自分の役割を果たし

ながら、自分らしい生き方」を体得することに

向けた学習機会づくりが必要であり、ヤングケ

アラーの問題に適切に介入しなければ、良好な

キャリア形成が期待できず、ひきこもりへの移

行・長期化やニート、ミッシングワーカー（「消

えた労働者」の意）といった社会問題への負の

スペクトラムを構成することが想定されること

から、教員一人一人が十分に認識することが求

めれる。更に、「特に、高等学校段階の生徒は、

知的能力や身体的能力の発達が著しく、また、

人間としての在り方生き方を模索し、価値観を

形成するという特色をもつ。このような発達の

段階にある生徒が自己理解を深めるとともに、

自己と社会との関わりについて深く考え、将来

の在り方生き方、進路を選択決定して、将来の

生活においても望ましい自己実現ができるよう

指導・援助を行う進路指導が必要である。（略）

全校の教職員の共通理解と協力的指導体制によ

って、学校の教育活動全体を通じて計画的、組

織的、継続的に行われなければならない」と、

高等学校学習指導要領では希求されていること

から、教員のコンピテンスを考えるに、広範で

多角的な「アセスメント力」と「関係調整力及

び多職種との協働力」、福祉に関する知見も含め

た「子どもの成長に資する力」を包摂した教員

養成が喫緊の課題とするところである。 

最後に、埼玉県では、全国発の「埼玉県ケア

ラー支援条例」を今年３月 31 日に公布・施行し

た（「埼玉県ホームページ」より）。今、自分の

立場に気づかぬままに「ヤングケアラー」であ

る子どもたちのために、各自治体乃至国家的な

制度設計が進められることを期待する。 

引用文献 

教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検

討会 2017 教職課程コアカリキュラム p.1,   

 p.26, 

澁谷智子 2018 ヤングケアラー 介護を担う

子ども・若者の現実 中公新書 

ＮＨＫスペシャル取材班 2020 ミッシングワ

ーカーの衝撃 働くことを諦めた 100万人の

中高年 ＮＨＫ出版新書 

毎日新聞 2020.8.10 ヤングケアラー～幼き介

護「介護を担う子どもがいる家庭」ケアマネ

の 16.5%が経験 毎日新聞全国調査

https://mainichi.jp/articles/20200810/k00/00
m/040/156000c（８月 18 日検索） 

文部科学省 2010 生徒指導提要，Pp.154-157 

文部科学省 2019 高等学校学習指導要領（平

成 30年告示）解説 総則 Pp.148-150 



－  －

日本版 O-NET の職業興味(RIASEC)と仕事価値観の関係性 

 

○鎌倉哲史 

（労働政策研究・研修機構）

 

問題と目的 

厚生労働省が 2020 年 3 月から公開している職業

情報提供サイト「日本版 O-NET」では 6 つの情報領

域について職業横断的な数値情報を提供している。

このうち職業興味領域の 6 項目は Holland (1959)

の職業興味(RIASEC)と一致しており、我が国のキャ

リア教育の実務家にとって馴染み深いものである。 

一方、仕事価値観領域の 10 項目も個人の仕事に

対する選好性(好き嫌い)の観点から適職探索のため

に整備されたが、複数の異なる理論的背景に基づく

独自の内容であり(鎌倉, 2020)、あまり馴染みが無

いものと思われる。そこで本稿では同領域について

RIASEC との関係を示しつつ紹介する。 

まず概念整理として、人間の情報としての仕事価

値観とは「こんな仕事だったら満足できる」という

評価基準である。一方、日本版 O-NET の仕事価値観

とは「ある職業が個人の仕事価値観をどの程度満た

しやすいか」、すなわち仕事満足感の充足のしやす

さを職業ごとに数値化した情報領域である。 

職業興味(RIASEC)は個人の成功体験等を通じて幼

少期から形成される仕事内容に対する素朴な好き嫌

いだが、仕事価値観は仕事の活動から得られる満足

感に注目する点が異なる。たとえば結婚や出産、養

育、介護、経済状況等により仕事価値観は社会的・

環境的に変動が予測される。以下、両者のデータの

具体的な関係性について確認した結果を報告する。 

方法 

使用データ 

日本版 O-NET の Web サイト内（https://shigoto.

mhlw.go.jp/User/download）で公開されている、労

働政策研究・研修機構(JILPT)作成の「簡易版数値

系ダウンロードデータ Ver1.8」を用いた(2020 年 7

月 15 日取得)。収録職業数は 439 である。 

使用項目 

職業興味 6 項目(表 1)、仕事価値観 10 項目(表 2)

を用いた。2 つの職業のデータを表 3 に例示する。

職業興味は１「合っていない」から 5「合ってい

る」の 5 件法、仕事価値観は 1「満足感を得にく

い」から 5「満足感を得やすい」の 5 件法の、それ

ぞれ職業ごとの就業者平均値である。 

表表表表 1111    職業興味職業興味職業興味職業興味 6666 項目項目項目項目    

「あなたの仕事に「あなたの仕事に「あなたの仕事に「あなたの仕事に合って合って合って合っているのはどんな人か？」いるのはどんな人か？」いるのはどんな人か？」いるのはどんな人か？」    

 

表表表表 2222    仕事価値観仕事価値観仕事価値観仕事価値観 10101010 項目項目項目項目    

「あなたの仕事ではどのような点で満足感を得やすいか？」「あなたの仕事ではどのような点で満足感を得やすいか？」「あなたの仕事ではどのような点で満足感を得やすいか？」「あなたの仕事ではどのような点で満足感を得やすいか？」    

 

表表表表 3333    使用データの例示使用データの例示使用データの例示使用データの例示    

 

項目名 項目の内容

現実的(R)

機械、道具を使ったり、モノ（動植物を含む）を対

象とした具体的で実際的な仕事や活動が好きな人。

研究的(I)

研究や調査のような研究的、探索的な仕事や活動が

好きな人。

芸術的(A)

音楽、デザイン、絵画、文学等、芸術的な仕事や活

動が好きな人。

社会的(S)

人と接したり、人に奉仕したりする仕事や活動が好

きな人。

企業的(E)

企画、立案したり、組織の運営や経営等の仕事や活

動が好きな人。

慣習的(C)

定型的な方式や規則、慣習を重視し、それに従って

行う仕事や活動が好きな人。

項目名 項目の内容

達成感 努力した結果が達成感に結びつく。

自律性 自ら意思決定し、自主的に業務を遂行できる。

社会的認知･地位 人から認められたり、社会的な地位が高い。

良好な対人関係 仕事で関わる人々と良好な人間関係を築ける。

労働条件（雇用や

報酬の安定性）

雇用や報酬が安定している。

労働安全衛生 安全で衛生的な環境で働ける。

組織的な

支援体制

企業や団体の内外から就業者のための組織的支

援が受けられる。

専門性

自分の専門性を生かして働き、さらに専門性を

高めていくことができる。

奉仕・社会貢献

社会全体や、困っている人々のために働くこと

ができる。

私生活との両立

仕事だけでなく、家族と過ごす時間や趣味の時

間など、私生活も充実することができる。

現

実

的

研

究

的

芸

術

的

社

会

的

企

業

的

慣

習

的

達

成

感

自

律

性

136

キャリアカウンセラー/

キャリアコンサルタント

2.4 3.0 2.4 4.5 3.6 2.8 3.9 3.9

313 プログラマー 3.7 3.8 2.7 2.9 2.9 3.1 3.8 3.5

社

会

的

認

知

・

地

位

良

好

な

対

人

関

係

労

働

条

件

*

労

働

安

全

衛

生

組

織

的

な

支

援

体

制

専

門

性

奉

仕

・

社

会

貢

献

私

生

活

と

の

両

立

136

キャリアカウンセラー/

キャリアコンサルタント

3.2 4.0 2.8 3.5 3.2 4.1 4.2 3.7

313 プログラマー 3.0 3.1 3.1 3.4 2.9 3.8 2.8 3.0

*正確には「労働条件（雇用や報酬の安定性）」

収録

番号
職業名

収録

番号
職業名

職業興味 仕事価値観

仕事価値観
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結果と考察 

基礎統計量と相関係数 

計 16 項目の平均値、標準偏差、相関係数を表 4

に示す。職業興味では研究的と企業的、社会的と企

業的の相関が高かった。仕事価値観では、達成感、

自律性、社会的認知・地位、良好な対人関係、専門

性の 5 項目間で、また労働条件、労働安全衛生、組

織的な支援体制の 3 項目間で、総じて相関が.50 を

超えていた
1

。 

職業興味と仕事価値観の間では、現実的興味の合

致職業では特に充足されやすい仕事価値観は無く、

最も高いのは達成感の.39 であった。研究的では達

成感、自律性、専門性が充足されやすく、特に専門

性は.75 と相関が高かった。芸術的では達成感と自

律性が充足されやすく、労働条件は充足されにくい

ことが示唆された。社会的では良好な対人関係が.7

9、奉仕・社会貢献が.67 と特に充足されやすく、

その他にも達成感、自律性、社会的認知・地位、専

門性、私生活との両立についても相関が.40 超であ

った。企業的では自律性、社会的認知・地位、良好

な対人関係がほぼ横並びで充足されやすく、また達

成感と専門性も相関が.40 超であった。慣習的では

特に充足されやすい仕事価値観は無く、最も高いの

は労働条件(雇用や報酬の安定性)の.29 であった。 

仕事価値観を被説明変数とする重回帰分析 

職業興味が各仕事価値観を説明する程度を相対比

較するため強制投入法にて重回帰分析を行い表 5 の

結果を得た。２変量の相関とは異なり、現実的興味

が達成感の、慣習的興味が私生活との両立の最大の

説明要因となっている点などが注目される。 

キャリア教育における 2 つの情報領域の使い分け 

最後に両領域の使い分けについて筆者の考えを述

べる。職業興味は直感的に似たような職業が見つか

りやすく、独身、若年、都市部の初職選択等、比較

的自由に興味に従って職業を探索する場合に適して

いると思われる。一方家庭的・経済的・地域的な事

情や健康状態等で希望・制約が明確な場合は、仕事

内容は異なるが条件と合致する職業が見つかりやす

い仕事価値観による探索が適していると思われる。 

引用文献 

Holland, J. L. 1959 A Theory of Vocational Choice. 

Journal of Counseling Psychology, 6666, 35–45. 

鎌倉哲史 2020 職業に関する数値情報の作成 労働政策

研究・研修機構編 職業情報提供サイト（日本版 O-NE

T）のインプットデータ開発に関する研究 JILPT 資料

シリーズ No.227 pp.40–104. 

1

 因子分析も行ったが、因子にまとめると職業興味との関

係が不明瞭となるため項目別のまま検討することとした。 

表表表表 5555    仕事価値観を被説明変数とする重回帰分析の結果仕事価値観を被説明変数とする重回帰分析の結果仕事価値観を被説明変数とする重回帰分析の結果仕事価値観を被説明変数とする重回帰分析の結果
****

    

説明変数

現実的
***

.19
***

-.03 .09
*

.00 -.34
***

-.01 .04 -.10
*

-.15
**

研究的
***

.37
***

.34
***

-.03 .14
**

.23
***

.08 .66
***

.33
***

.15
*

芸術的
**

.05 -.11
*

.07 -.49
***

.08 -.47
***

.03 -.26
***

.08

社会的
***

.30
***

.27
***

.70
***

.00 .03 -.06 .39
***

.77
***

.17
**

企業的
**

.21
**

.31
***

.18
***

.28
***

.21
***

.47
***

-.05 -.19
***

-.07

慣習的
**

-.11
**

-.04 -.05 .18
***

.23
***

.04 -.11
***

-.11
**

.23
***

.55
***

.57
***

.50
***

.66
***

.29
***

.23
***

.29
***

.68
***

.55
***

.09
***

*** p  < .001 ** p  < .01 * p  < .05*調整済みR
2

以外は標準化βを表す。網掛けは標準化βの絶対値が最も高かった項目を表す。

組織的な

支援体制

専門性

奉仕・

社会貢献

私生活と

の両立

自律性

社会的認

知・地位

良好な

対人関係

労働条件

（雇用や報酬

の安定性）

労働安全

衛生

-.11

達成感

.36

調整済みR
2

.24

.12

.35

.15

表表表表 4444    職業興味と仕事価値観の平均値、標準偏差、項目間相関係数職業興味と仕事価値観の平均値、標準偏差、項目間相関係数職業興味と仕事価値観の平均値、標準偏差、項目間相関係数職業興味と仕事価値観の平均値、標準偏差、項目間相関係数
****

    

M SD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1) 現実的 3.33 0.37 ― .34 .24 -.15 -.11 .12 .39 .25 -.02 -.04 -.08 -.24 -.13 .21 -.16 -.07

(2) 研究的 3.13 0.41 ― .37 .17 .45.45.45.45 -.17 .55.55.55.55 .62.62.62.62 .49.49.49.49 .23 .06 .20 .10 .75.75.75.75 .26 .09

(3) 芸術的 2.77 0.49 ― .19 .34 -.36 .45.45.45.45 .40.40.40.40 .18 .28 -.41-.41-.41-.41 .07 -.31 .39 -.05 .03

(4) 社会的 3.45 0.47 ― .56.56.56.56 .18 .42.42.42.42 .45.45.45.45 .48.48.48.48 .79.79.79.79 .12 .30 .14 .45.45.45.45 .67.67.67.67 .24

(5) 企業的 3.08 0.34 ― -.14 .47.47.47.47 .57.57.57.57 .59.59.59.59 .58.58.58.58 .15 .36 .31 .49.49.49.49 .33 .11

(6) 慣習的 3.17 0.27 ― -.11 -.15 -.06 .05 .29 .10 .12 -.16 .09 .19

(7) 達成感 3.57 0.37 ― .85.85.85.85 .61.61.61.61 .63.63.63.63 -.01 .16 .03 .75.75.75.75 .33 .16

(8) 自律性 3.44 0.35 ― .67.67.67.67 .63.63.63.63 .04 .29 .09 .78.78.78.78 .38 .25

(9) 社会的認知・地位 3.06 0.33 ― .65.65.65.65 .47.47.47.47 .45.45.45.45 .51.51.51.51 .69.69.69.69 .60.60.60.60 .20

(10)良好な対人関係 3.40 0.30 ― .17 .42.42.42.42 .22 .55.55.55.55 .57.57.57.57 .35

(11)
労働条件

（雇用や報酬の安定性）

3.05 0.33 ― .50.50.50.50 .83.83.83.83 .08 .33 .27

(12)労働安全衛生 3.13 0.34 ― .50.50.50.50 .28 .25 .58.58.58.58

(13)組織的な支援体制 2.91 0.29 ― .14 .36 .19

(14)専門性 3.59 0.46 ― .53.53.53.53 .16

(15)奉仕・社会貢献 3.18 0.42 ― .22

(16)私生活との両立 3.18 0.28 ―

 *太字は相関係数の絶対値が.40以上であることを示す。

相関係数
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大学生のキャリア意識と学習意欲の関連 

―70 人の大学生の結果から一考察を述べる― 

 

 ○菊地涼介 坂井裕紀 

 （武蔵野学院大学） （武蔵野学院大学） 

 

問題と目的 

キャリア意識は，下村ら（2009）によって学業

成績，エントリーシートの提出数などの就職活動

量，内定取得数，就職内定先に対する満足感との

関連が明らかになっている。見舘ら（2008）は，

教員とのコミュニケーションが学生の学習意欲を

高めていることを明らかにしている。また，溝上

（2012）は，キャリア意識の高さが知識や態度の

獲得にポジティブな影響を与えていることを実証

している。 

しかし，キャリア意識と学生の学習意欲の関連

については十分に検討されているとはいえない。 

そこで，本研究では，キャリア意識と学習意欲

の関連について明らかにすることを目的とする。 

 

方法 

１）調査対象者 

関東および北海道の大学に在籍する学生 112名

を対象にした。 

２）調査方法と調査時期 

Google社の google formを用いて 2020年 7月

10日から 2020年 7月 19日までオンライン調査

を行った。 

３）調査項目 

学生のキャリア意識を調査するため，下村ら 

(2009)の「キャリア意識の発達に関する効果測定

テスト（キャリア・アクション・ビジョン・テス

ト;以下，CAVT）」を用いた。この尺度は，人に会

ったり，様々な活動に参加したりすることを示す

「アクション」（「学外の様々な活動に熱心に取り

組む」「尊敬する人に会える場に積極的に参加す

る」など合計 6項目）と将来に向けた夢や目標，

やりたいことなどをいかに明確にしているかを示

す「ヴィジョン」（「将来，具体的に何をやりたい

かを見つける」「将来の夢をはっきりさせ目標を

立てる」など合計 6項目）から構成されており，

5件法（「かなりできている」～「できていな

い」）で回答を依頼した。 

また，学生の学習意欲を調査するため，見舘ら

（2008）の「学生の意識と行動に関する調査」か

ら「学習意欲」に関する質問項目を参考に Q１

「学習への能動的姿勢」，Q2「１週間の学習時

間」，Q3「１ヶ月の読書数」の 3つの質問を作成

した。何れも 5件法で回答を依頼した。 

４）分析方法 

 Microsoft社の Excelを用いて被調査者のキャ

リア意識と学習意欲に関する「学習への能動的姿

勢」，「１週間の学習時間」，「１ヶ月の読書数」の

得点をそれぞれクロス集計した。 

 

結果と考察 

１）分析対象者 

調査の結果，70名から回答を得られた（回答

率 62.5％）。内訳は，男性 45名，女性 24名，非

開示 1名；1年生 5名，2年生 32名，3年生 29

名，4年生 4名であった。回答に不備のあったも

のはなかったため最終的に 70名を分析対象者と

した。 

２）キャリア意識の分類 

被調査者の CAVTは，「かなりできている」=5

点，「ややできている」=4点，「どちらともいな

い」=3点，「あまりできていない」=2点，「でき

ていない」=1点とした。CAVTの「アクション」

の得点（6～30点），「ヴィジョン」の得点（6～

30点），総得点(12～60点）を用いて記述統計量

を計算した。次に総得点の平均点を算出した結果

37.57点だった。この平均点を基準に 38点以上

をキャリア意識高群，37点以下をキャリア意識

低群とした。その結果，高群が 38人，低群が 32

人となった（表 1）。 
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３）キャリア意識と学習意欲の関連 

①学習への能動的姿勢は，「かなりできている」

と「ややできている」を「学習への能動的姿勢あ

り」，「あまりできていない」と「できていない」

を「学習への能動的姿勢なし」とした。 

次に，「キャリア意識」と「学習への能動的姿

勢」をクロス集計した（表 2）。その結果，キャ

リア意識高群は，学習への能動的姿勢がある傾向

が示された。また，キャリア意識低群は，学習へ

の能動的姿勢がない傾向が示された。 

 

 

 

②１週間の学習時間は，「５時間未満」=１点，「5

時間以上 10時間未満」=2 点，「10時間以上 20時

間未満」=3点，「20時間以上 30時間未満」=4点，

「30時間以上」=5点とした。次に「キャリア意識」

と「1週間の学習時間」をクロス集計した（表 3）。

また，キャリア意識高群および低群ごとの記述統

計量を算出した結果，高群は 22.0 点，低群が 16.2

点であった。これらは，キャリア意識の高い学生

は学習時間が長く，キャリア意識の低い学生は学

習時間が短い可能性を示唆している。 

 

 

③１ヶ月の読書数は，「0冊」=1点，「1冊」=2点，

「2冊」=3点，「3冊」=4点，「4冊以上」=5点と

した。次に，「キャリア意識」と「1週間の読書数」

をクロス集計した（表 4）。また，キャリア意識高

群および低群ごとの記述統計量を算出した結果，

高群は 18.0点，低群が 10.4点であった。これら

は，キャリア意識の高い学生は読書数が多く，キ

ャリア意識の低い学生は読書数が少ない可能性を

示唆している。 

 

 

 

結論 

本研究では，キャリア意識と学習意欲の関連に

ついて検証した。その結果，キャリア意識は学習

意欲に関連がある可能性が示唆された。しかし，

本調査の学生は限られているため，今後は様々な

学生を対象に調査を実施する必要がある。また，

本研究においては，キャリア意識と学習意欲がど

のように関係しているのかは検証できていない。

これらを今後の課題として，キャリア意識と学習

意欲の関係を引き続き明らかにしたい。 
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人数 割合
高群 38 54.3%
低群 32 45.7%
合計 70 100.0%

表1　キャリア意識の高群・低群

高群 低群 合計
学習への能動的姿勢あり 27 9 36

どちらとも言えない 9 11 20
学習への能動的姿勢なし 2 12 14

合計 38 32 70

表2　キャリア意識と学習への能動的姿勢のクロス集計
人数

高群 低群 合計
30時間以上 8 4 12

20時間以上 30時間未満 4 4 8
10時間以上 20時間未満 8 6 14
5時間以上 10時間未満 12 9 21

5時間未満 6 9 15
合計 38 32 70

表3　キャリア意識と１週間の学習時間
人数

高群 低 合計
4冊以上 3 2 5

3冊 6 1 7
2冊 6 1 7
1冊 10 7 17
0冊 13 21 34
合計 38 32 70

人数
表4　キャリア意識と１ヶ月の読書数
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キャリア教育政策の変化が工業高校のキャリア教育に与えた影響 

〇辰巳哲子 

（リクルートワークス研究所）

 

問題と目的 

学校から仕事への円滑な移行を目的とした教

育は，時代に応じた変化がみられることが明ら

かになっている（児美川 2013；鹿嶋 2010；村上

2016；梅崎 2019など）。キャリア教育も例外で

はなく，時代に応じた定義の見直しにより多義

的であることが指摘されてきている。 

村上（2016）は，日本のキャリア教育論が

「国レベル・政府レベルに特化して政策動向を

追ったもの」と「現場レベルでの実践を扱った

もの」がほとんどで，両者の関係を一貫してと

らえている研究は少ないことに言及し，政策と

実践の関連からキャリア教育には５つの時期が

あるとした。辰巳（2018）は，高校のキャリア

教育がどのように多義的なのかを検討するた

め，村上（2016）によって分類されたキャリア

教育の政策的節目の時期に着目し，全国の普通

科高校に対して，2002 年・2008 年・2014年の３

か年に実施された調査データを分析した。その

結果，普通科高校で実施されているキャリア教

育が，2002年には「学習適応」，勤労観・職業観

が強調された 2008 年には「働く意識の醸成」，

2011 年の中教審キャリア教育・職業教育特別部

会の開催を通じて，「社会的自立」が強調された

後の 2014 年では広く「次の移行段階への準備」

にかかる活動がより強調しておこなわれてきた

ことを明らかにした。しかし，普通科高校に比

べて在学中の学習内容と卒業後のキャリアがよ

りつながりを持つ工業高校については，キャリ

ア教育が政策の変化を受けて，学内でどのよう

に実施されたのか，明らかでない。労働政策研

究・研修機構（2018）や尾川（2017）は，工業

高校におけるキャリア教育は，従来的な職業指

導や就職指導をキャリア教育ととらえ，「本校で

は以前から熱心に取り組んでいる」と指摘し

た。しかし，これらの報告で明らかにされたの

は「現場レベルでの１時点の実践を扱ったも

の」であり，時代に応じたキャリア教育政策の

変化は反映されていない。そこで本稿では，キ

ャリア教育政策が，工業高校におけるキャリア

教育の実践にどのような変化を与えたのか，キ

ャリア教育政策の節目の時期を踏まえた３か年

のデータ分析から明らかにする。 

 

方法 

分析データには，リクルートで実施された

「高校の進路指導・キャリア教育に関する調

査」の 2002年版（第 12回），2008年版（第 15

回）および 2014年版（第 18回）を用いる。こ

の調査は各年で全国の高校の進路指導およびキ

ャリア教育の実態を明らかにすることを目的と

して 1980 年代より実施されており，調査対象は

全国の全日制高等学校の進路指導主事である。 

 

調査では，キャリア教育活動について，「実施

している取り組みすべてに〇をつけてくださ

い」と教示し，2002年は 38，2008年は 59,2014

年には 50 の活動について実施の有無を尋ねた。 

 分析では，キャリア教育の時代区分による活

動内容の違いを明らかにするため，各工業高校

において実施された活動の種類と，実施されて

いる年度との関連を検討することを目的とし

て，双対尺度法を実施した。具体的には，まず

各年度をサンプルとみなし，進路指導・キャリ

ア教育の活動内容をカテゴリとみなしたクロス

集計表を作成した。次に，作成されたクロス集

計表における選択数を調査年度に応じた回答学

校数で割り，各年の選択率を算出した。算出さ

れた選択率をもとに双対尺度法を実施した。 

2002年調査 2008年調査 2014年調査
調査期間 2002年10月 2008年10月 2014年10月
調査方法
調査発送数 5310 5085 4838
有効回答数 868 910 1140
うち工業高校 76 67 67

質問紙による郵送法

表１　調査概要
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結果 

 

図１双対尺度法による実施年と実施活動との関連 

  

結果からは，工業高校におけるキャリア教育

活動の内容には，時期別の傾向がみとめられ

た。第１に，第１軸が正の領域で，第２軸が負

の領域には，「職場見学」「就職面接指導」「卒業

生との懇談会」といったキャリア教育が開始さ

れる以前から工業高校で実施されていた「就職

支援」カテゴリがまとまっていた。そしてこの

カテゴリの付近には「2002 年」が近接して布置

しており，工業高校における就職指導の第一期

の特徴的な活動であることが示された。第２に 

第１軸の負の領域には，「オープンキャンパス」や

「大学の講義受講」といった「進学支援」カテゴ

リがまとまっていた。「2008 年」が近接して布置

しており，第二期の特徴的な活動であることが示

された。第三に第１軸の正の領域，第２軸の負の

領域には，「進路相談・キャリアカウンセリング」

「職業人インタビュー」「ガイダンス」など，進路

決定前の「進路形成」カテゴリがまとまっていた。

付近には「2014 年」が近接して布置しており，第

三期の特徴的な活動であることが示された。 

 

考察 

本研究では，キャリア教育政策と工業高校で

の実践の関係を明らかにすることで，多義的な

キャリア教育内容の潮流を示すことを目的とし

た。分析の結果，工業高校において実践されて

きたキャリア教育には進学率の高まりも背景

に，時期別の傾向が認められた。これまで工業

高校のキャリア教育は，「これまでのやり方を踏

襲」「１年次からの企業見学，数日間のインター

ンシップを中心とした職業体験活動や実地学習

の導入」であるとされてきたが，本分析の結果

からは，工業高校におけるキャリア教育は，旧

来からある就職活動をベースとしながら，進学

の選択肢を拡大し，その後，進路決定に至るプ

ロセス，すなわち，進路形成機能を強化する形

で進められてきたことが示された。 

キャリア教育の多義性については，これまで

にも多く指摘されており，キャリア教育の効果

について卒業生への振り返り調査をおこなう際

にも多義的なキャリア教育をいかに評価するか

が課題となっていた。本研究の結果は，キャリ

ア教育を経験した時期別に効果検証をおこなう

ことの重要性を示している。 

しかしながら，本研究はのべ 210の工業高校

で実践されたキャリア教育の分析結果であり，

工業高校のキャリア教育に影響すると考えられ

る地域特性が反映されていないという課題を残

している。今後，地域や産業特性を反映したキ

ャリア教育の内容を調査分析することが望まれ

る。 
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  ライフライン法を用いたキャリア教育が学生の自尊感情に及ぼす影響 

―COVID-19 対策によるオンライン式授業から― 
 

 ○原瑞穂 日永龍彦 

 （山梨大学キャリアセンター） （山梨大学大学教育センター） 

 

問題と目的 

2019 年 1月に Y 大学でキャリア教育の効果

検証の FD 研修が実施されたが、事後回収され

たアンケート回答の中で、「自尊感情の低い学生

が少なくなく、自尊感情を向上させるプログラ

ムの考案、早期導入の必要性を感じた。」などの

コメントが複数見られた。現代の学生は自信を

持てないという指摘がある。河村茂雄（2000）
は現代の若い世代に共通するポイントとして、

①他者からの評価・期待に応えようとしている

うちに、素直な感情がわからなくなっている。

②深い人間関係を築けなくなっている。③多く

の若者が劣等感を抱いている。④社会の一員と

しての自覚がもちにくくなっている。⑤生きる

意欲が喚起されにくい。⑥常に精神的に疲れた

思いでいる、と指摘している（筆者が編集）。前

述の回答から、20 年を経過した現在も大学生が

同じ問題を抱えており、大学生活に影響を与え

ていることが推察された。 

この問題への対策として、2020 年度からの新

キャリア教育プログラムにも 2019 年同様自尊

感情を向上させるワークを取り入れた。これは、

自己理解を深める質的アセスメント技法の１つ

であるライフライン法（河村，2000）と、語り

を手がかりにして何らかの現実に接近していく

ナラティブアプローチ（野口，2005）を組み合

わせたものである。原（2019）は、体験型授業

によるこのワークの効果を OPPA の記述の分

析から説明しているが、定性的側面だけであり、

学生自身の変化を定量的に確認する必要がある。

そこで本調査では、授業前後の自尊感情の変化

を定量的側面から検証する。また、2020 年度は

COVID-19感染拡大対策としてオンライン式で

の授業を実施しており、対面式とオンライン式

という授業形態の違いによる自尊感情の向上に

ついても効果検証の必要があると考えた。 
方法 

１．調査時期 2020 年 6 月 25 日。 

２．調査対象 オンラインでキャリア科目 A を

受講した 49 名の内、アンケート回答者 26 名。 

３．調査内容 学籍番号、自尊感情、OPPA（One 
Page Portfolio Assessment）。自尊感情は

Rosenberg（1965）の自尊感情尺度の邦訳版（山

本・松井・山成，1982）の 10 項目を使用した。

「あてはまらない」を１点、「あてはまる」を５

点とする５件法で回答させた。OPPA は、堀

（2013）が開発したものを用い、受講後に「授

業で一番大切だと思ったこと」を記入させた。 

４．調査方法 アンケートは授業前後に Web
上の URL から、OPPA は授業後学内のオンラ

インシステムを通じて提出させた。 

５．倫理的配慮 OPPA とアンケートは、始め

に本調査の目的と目的以外の使用がないこと、

自由意志に委ねることを明記あるいは説明し、

回答と提出をもって同意が得られたと判断した。 

結果 

１．授業前後の自尊感情尺度の変化の検証 
自尊感情尺度 10 項目のクロンバックの信頼

係数は、α＝.84 と十分な値であり、尺度の内的

整合性は確認できた。また、授業前後の自尊感

情尺度の相関係数は r＝.94 と高い相関関係で

あり、学生の得点の高低が授業後もそのままの

可能性も考えられた。そこで、授業前後の合計

得点による対応のある t 検定を行った結果、1%
有意（t(25)=2.965,p<.01）で授業後が高く、効

果量も.51 と大きかった（表１）。また、合計得

点がプラスの者が 17名、マイナスの者が 3名、

変化なしが 6 名であった。 
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２．OPPA の記述内容の検証 
次に、OPPA の記述から自尊感情の向上の内

容を検証した。自尊感情の合計得点がプラスの

学生の記述からは、「･･･自分とは違う体験･価値観に

触れ凄く新鮮な気持ちだった。 ･･･自分のことを話すの

もスムーズに出来たので 良かった。」など、会話の

深まりの表現や、「･･･相手が･･話し合いを円滑に進

めてくれたのでとても話し合いがしやすかったです。」、

「･･･インタビューは自分の視点で聞くだけでは成り立

たないものだと分かった。」など、技術的なプラス

の自己評価が見られた。マイナス得点の学生の

記述からは、「･･･相手の経験を聞いて、相手の大事に

していることが自分と似ていたところもあったので、自

分以外の人のそういう価値観にインタビューする中で

触れられて良かったし楽しかった。」など、会話の深

まりの表現や、「相手が相槌を打ってくれると関心を

持ってくれていると感じられるので話しやすかった。意

識的に聞いてみる機会はほぼ初めてなのでとても難し

かった。」、「･･･話を広げていくことが想像以上に難しか

った。」など、技術的なマイナスの自己評価が見

られた。対面形式授業の原（2019）の報告と比

較して、内容に深まりは見られなかった。また、

自己理解の深まりには差が見られず、技術面の

自己評価により得点が分かれたと推察された。 

考察 

これらの結果から、オンライン式の授業によ

るライフライン法のワークは、対面式と同様に

自尊感情が向上することが定量的に確認された。

一方で OPPA の記述には会話の技術的な側面

に関する内容が多く、自己理解の内容は対面式

（原，2019）よりも浅く、オンライン授業にお

ける自己理解の深まりは期待するほどではなか

った。つまり、自尊感情の向上の質が異なると

考えられた。本調査で、オンライン式授業にお

けるライフラン法を用いたワークが自尊感情を

向上させることが確認されたことは一定の成果

と考えられるが、学生の深い自己理解による自

尊感情の向上を目指すには、運用方法に工夫が

必要であることが示された。具体的には、散漫

になりがちな学生の集中力対策の事前説明、ク

ラス全体の把握のための工夫などが必要である。 

本調査では、対面式、オンライン式授業とも

に自尊感情の向上効果は得られたものの、自己

理解の深まりの質が異なるという問題点が明ら

かになった。従来のプログラムをオンライン式

で実践する場合は、学生への十分な説明や運営

方法の再検討が必要であることが示された。  

引用文献 

原瑞穂 2019 大学生のキャリア教育におけるライフ

ライン法の活用-ライフライン法とアクティブ・ラー

ニングを用いて- 日本ヒューマン・ケア心理学会第 

21 回大会発表 

堀哲夫 2013 教育評価を問う一枚ポートフォリオ評

価 OPPA 論 一枚の用紙の可能性 東洋館出版社 

河村茂雄 2000 心のライフライン 誠心書房 

野口裕二 2005 ナラティブの臨床社会学 勁草書房 

Rosenberg，M（1965）Society and the adolescent 

self-image. Princeton University Press 

山本 真理子・松井 豊・山成 由紀子 1982 認知され

た自己の諸側面の構造 教育心理学研究，30(1), 

64-68. 

平均値
標準偏

差
平均値

標準偏

差
平均値

標準偏

差

１　少なくとも人並みには, 価値のある人間である 3.92 1.09 4.04 1.11 -.12 .33 t (25)=-1.806,n.s . .34 中

２　いろいろな良い素質を持っている 3.58 1.21 3.65 1.23 -.08 .48 t (25)=-.811,n.s . .16 小

３　敗北者だと思うことがよくある* 3.58 1.14 3.77 1.21 -.19 .57 t (25)=-1.729,n.s . .33 中

４　物事を人並みには、うまくやれる 3.69 0.93 3.88 0.86 -.19 .69 t (25)=-1.413,n.s . .27 小-中

５　自分には, 自慢できるところがあまりない* 3.23 1.31 3.54 1.33 -.31 .68 t (25)=-2.309,p <.05 .42 中-大

６　自分に対して肯定的である 3.19 1.27 3.50 1.10 -.31 .68 t (25)=-2.309,p <.05 .42 中-大

７　だいたいにおいて, 自分に満足している 3.31 1.29 3.23 1.18 .08 .56 t (25)=.700,n.s . .14 小（減）

８　もっと自分自身を尊敬できるようになりたい* 1.96 1.18 1.92 1.23 .04 .53 t (25)=.372,n.s . .07 なし

９　自分は全くだめな人間だと思うことがある* 3.15 1.35 3.50 1.27 -.35 .80 t (25)=-2.214,p <.05 .40 中-大

１０　何かにつけて, 自分は役に立たない人間だと思う* 1.96 0.82 1.81 0.85 .15 .54 t (25)=1.443,n.s . .28小-中（減）

自尊感情 31.58 7.77 32.85 7.53 -1.27 2.18 t (25)=-2.965,p <.01 .51 大

※.01効果小、.03効果中、.05効果大、＊＝逆転項目

※＊＝逆転項目

t検定の結果 効果

表１　授業前後の自尊感情の平均値の比較と効果量

対応サンプルの差前 後
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キャリア教育に対する教員の認識 

―教員アンケートから考える研修の方向性― 

 

 〇平野 雅子 森本 哲介 

 （兵庫教育大学 学校教育研究科） （兵庫教育大学） 

 

問題と目的 

 キャリア教育の課題は各所で指摘されている

が、一つに教員の理解が不十分であることが挙げ

られる。「すべての教職員にキャリア教育を正し

く理解させ、その意義と必要性を十分に認識させ

たうえで、日常の教育活動の中で、具体に実践で

きる力を高めるための研修を充実させる。」（国立

教育政策研究所）等、研修の必要性は強く認識され

ている。しかしながら従来の研修が十分な効果を

上げているとは言い難く、どのような研修が教員

の実践力を高めるために有効かは明らかではな

い。よって本研究においては、中学校の教員への

調査を通して、キャリア教育に対する教員の認識

における課題と、そこから考え得る教員研修のあ

り方の 2点を検討する。 

方法 

調査対象者：兵庫県Ａ市の公立中学校 5校に勤務

する常勤の教員（管理職を除く）。 

調査時期・手続き：2019 年 12 月下旬～2020 年 1

月上旬の期間において、各校の管理職による説明

のもとアンケート用紙を配布・回収。無記名の任

意提出とし、統計的にデータとして処理する旨を

明記した。 

調査内容：(1)回答者の属性（教職経験年数，勤務

校，担任経験の有無，キャリア教育担当経験の有

無，キャリア教育の研修受講経験の有無），(2)キ

ャリア教育に関する知識，(3)キャリア教育に対

する意識，(4)現在の勤務校でのキャリア教育，

(5)有効なキャリア教育に必要と考えるもの，に

ついて調査した。 

結果と考察 

回収率は 96％で、回答に不備があるものを除外

して 82 名を分析の対象とした。研修受講経験有

りとしたものの中に、キャリア教育の研修を主眼

としていないものがあったため、確実に研修を受

講しているキャリア教育担当者と、未経験者によ

る比較を試みた。キャリア教育担当経験の内訳は、

経験あり：18人 (22%)，なし：64 人 (78%)であっ

た。また教職経験年数の内訳は、1～3年：14人，

4～10 年：24 人，11～20 年：14 人，21～30 年：

15人，31年以上：15人であった。 

（１）キャリア教育担当経験の有無による比較か 

らは、基礎的・汎用的能力について担当経験者の

方が未経験者よりも理解の度合いが高かった。し

かし 4つの能力全てをイメージできると回答した

割合は、全体の 16％に過ぎなかった。（担当経験

者：22％，なし：14％）経験の有無に関係なく十

分な理解があるとは言い難い。これについては

「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調

査第一次報告書」と似た結果が得られた。 
（２）キャリア教育に対する意識面では、「該当す

る教育は今までにも行っている」と答えた割合が

担当経験者：56％，なし：45％であった。また「キ

ャリア教育の実践や活動において、伸ばしたい能

力を明確にした指導をしているか」という質問に

対して、経験の有無との強い相関は見られず、全

体としては、している：23%，している場合もあ

る：67%，していない：10%という結果であった。

これらの結果から、既存の活動をキャリア教育と

読み替えてはいるものの、実際のところ伸ばした

い能力が不明確であり、曖昧な理解のまま実践が

行われている現状が明らかとなった。 

図１ キャリア教育に対しての率直な印象 
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（３）「これからの教育で最も重要視するもの」を

基礎的・汎用的能力の説明の例示を項目にあげ、

3 つまで選んだものを基礎的・汎用的能力別に集

計を行うと以下のような結果が得られた。 
表１ 子どもにつけさせるべき力として重視するもの（複数回答） 

また、「生きていく上で大切なものとして頻繁

に生徒に伝えていること」では、上位 2 つが思い

やりとコミュニケーション力であった。これと併

せて考えると、日常的な指導においては人間関係

形成・社会形成能力に重点が置かれ、基礎的・汎

用的能力が「例示」であるとはいえ、この中で偏

りがあることが推測できる。 
（４）「キャリア教育の効果を上げ、有効なものに

するために特に必要と考えるもの」を複数選択す

る質問においては、教員の理解，スキル，研修が

上位 3 項目を占めた。キャリア教育を有効にする

ためにまずは教員への働きかけが必須である。 
 4 番目の授業時数の確保については、「推進を阻

害する要因と考えられるもの」の 1 番目に挙げら

れた。これは教員が、「『焦点化された取り組み』

としてのキャリア教育（児美川，2014）」という狭

義の認識をもっていることの表れとも言える。 

図２ キャリア教育の効果をあげるために必要だと考えるもの 

  

まとめ 

教員が生徒の伸ばしたい力を意識することは

大事であるが、現状では能力に焦点があてられる

あまり、キャリア教育は能力を伸ばすためのもの

という誤解があり、それが測定し難い能力をどう

身に付けさせれば良いのか分からないという教

員の認識に繋がってはいないだろうか。キャリア

教育は「若者に『望ましい勤労観・職業観』と『生

きる力』的な『汎用的・基礎的能力』を植えつけ

ようとする営み」（本田，2009）であるという意見

もある。本研究における教員のキャリア教育及び

その研修に対する認識と併せて考えると、「汎用

的な能力・態度の他に、進路・職業を考えること

に固有な態度や構え、それをもたせたり深めさせ

たりする支援が望まれる」（若松，2019）とあるよ

うに、キャリア教育を「キャリア発達の支援」で

あると教員が認識し直すことで、誤解の一端を解

くことができるのではないかと考える。 

教員は知識やスキルを学び、授業案や実践例を

知りたいと思っているが、そのような内容の従来

の研修が実践力に直結していないことは本調査

結果からも明らかである。キャリア教育に「焦点

化された取り組み」のみならず、日々の教育活動

に織り込んだ実践を展開していくためには、「キ

ャリアの視点」を持たなければならない。よって

どう促せば教員が「キャリアの視点」を獲得して

いけるのかという観点から研修のデザインを考

え直す必要がある。 

また生徒に頻繁に伝えている各教員のキャリ

ア観（生き方や考え方）は、各自の経験に依拠した限

定的な価値観であることが伺えた。全てのキャリ

ア教育が各教員のキャリア観をもとに行われる

わけではない。しかし教員が自分のキャリア観を

一度疑い、ＶＵＣＡの時代に即したキャリア観へ

と更新することが、基礎的・汎用的能力を由来か

ら理解する上でも、基礎的・汎用的能力ありきの

キャリア教育にしないためにも必要な過程であ

ると考える。一見遠回りに思えるが、キャリア教

育を「支援」と捉える認識変容と、「キャリアの視

点」の獲得を促す教員研修が求められている。こ

のような教員研修をデザインし、その有効性を今

後の研究において明らかにしていきたい。 

引用文献 

児美川孝一郎  2014  高校・大学から仕事へのトランジション 

―変容する能力・アイデンティティと教育  溝上慎一 & 松下 

佳代 編著 pp119-137. 

本田由紀  2009   教育の職業的意義  ちくま書房 

若松養亮, 白井利明, 浦上昌則, & 安達智子  2019   キャリア 

に対する支援の課題と展望  教育心理学年報, 58, 201-216. 

人間関係形成・社会形成能力

力 

内(コミュニケーション・

スキル) 

102 自己理解・自己管理能力 71 

課題対応能力 36 キャリアプランニング能力 35 
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振り返りを促進する学習データのリ・デザイン 

― ポートフォリオを活用したキャリア教育支援ツールの試作と考察 ― 

 

 ○前田吉広 藤井香帆 

 福山大学 大学教育センター 株式会社ダスキン福山 

1. はじめに 
キャリア教育にポートフォリオを活用しよう

という試みが、近年急速に進んでいる。初等中等

教育では、キャリア教育に関わる活動・プロセス

を記録する「キャリア・パスポート」1が 2020 年

4 月から導入される。大学においても、2012 年に

学生が自らの学修状況を定期的に把握・点検する

「学修ポートフォリオ」が提言され、キャリア教

育への活用も進みつつある。近年では LMS※を用

いた学習機会が増加し、ポートフォリオに学習成

果物を容易に記録・保管できるようになっている。 
しかし、それらに蓄積された学習成果物をキャ

リア形成に結びつける研究は未だ少なく、活用に

あたってはポートフォリオ制作者個人の能力・態

度に委ねられている部分が大きい。そこで本研究

では、蓄積された学習成果物をキャリア形成につ

なげる振り返りのあり方について考察を試みる。 
 

2. 研究の目的 
本研究の目的は、ポートフォリオに蓄積された

学習成果物（提出物・回答等）を、振り返り目的

のワークシートにリ・デザインすることで、自己

理解の促進につながるかを検証することである。 
田中（2019）は、人生 100 年時代のキャリアの

考え方として、キャリアを組織に預けるのではな

く、社会や環境の変化に応じて変わることのでき

る変幻自在なキャリア「プロティアン・キャリア」

の重要性を説いている。キャリアの主体が「企業・

組織」から「個人」へと移り変わる中、キャリア

観の明確化がこれまで以上に求められる。 
また、ICT 教育の普及に伴い、学習者の学習履

歴や思考の変化を読み取れる膨大なデータが、

LMS 等を通じて蓄積されている。これらのデー

タは、学習者自身も気づいていない自己に関する

情報を数多く含んでいると考えられるが、キャリ

ア形成への具体的な活用事例は数少ない。 
これらの点から、急激に変化する社会に対し、

自身のキャリアを柔軟に適応できるキャリア観

を養うため、蓄積された自己に関する情報を最大

限に活用して自己理解を深める手法・ツールの開

発が望まれると考える。 
 

3. 先行事例と仮説 
本研究を進めるにあたり、高等教育機関におけ

る「デジタル・ポートフォリオ（e ポートフォリ

オ）」の活用状況と、全体像を捉える事で学習目的

の理解を促す「一枚ポートフォリオ評価（OPPA）」

の、２つの分野における研究動向を確認した。 
山田（2018）はデジタル・ポートフォリオの活

用事例報告で、教員によるフィードバックの有効

性や授業との関わりを持つ重要性などを説いて

いるが、学生がポートフォリオの情報を具体的に

どのように活用するかについての言及はない。ま

た、掘（2019）は OPPA について「教師の狙いと

する授業の成果を、学習者が 1 枚の用紙の中に学

習前・中・後の履歴として記録し、その全体を学

習者自身が自己評価する方法」と紹介し、そこに

記録すべき情報の構成要素と要点に関する説明

を述べているが、それらを１枚にどうレイアウ

ト・表現するかまでの言及はおこなっていない。 
このように、先行研究では踏み込んで言及され

ていない具体的な情報の活用方法（リ・デザイン、

表現方法）を模索する本研究には、研究の意義と

新規性があるものと考える。 
 

4. 研究の方法 
4-1. 概要 筆者が在籍する大学のキャリア教育

科目「キャリアデザインⅠ」では、課題の定期的



－  －

な進捗確認と振り返りを目的とした「課題進捗チ

ェックワーク」を実施している。その 12 回分（第

3〜14 回）の記述データを挿入した 2 種類の異な

るデザインのワークシート（A,B）を作成して振

り返りをおこない、どちらがより自己理解を促す

考察につながったかを比較する調査を実施した。 
4-2. 対象者 2020 年度前期「キャリアデザイン

Ⅰ」の受講生、文系学部 1年 150名を対象とした。 
4-3. 調査方法 調査は 15 回目の授業で実施した。

はじめに対象者を 2 グループ（x.y）に分け、それ

ぞれに異なるワークシートを使用した振り返り

の考察を LMS 上に投稿してもらい、その記述内

容を比較対象データと位置付けた。その後、もう

一方のワークシートを返却し、どちらのシートが

振り返りにより有効か、オンラインアンケート機

能を用いて意見を回収した。 
4-4. ワークシート デザインの異なる 2 種類の

ワークシートには、どちらも学習者個人が課題進

捗チェックワークで投稿した内容（①自己評価値

（0〜100 点、10 点刻み）、②評価点（自己評価の

プラス要員）、③課題点（自己評価のマイナス要

員）、④今週の目標）が時系列で挿入されている。

一方は振り返りを促す目的で学習データをリ・デ

ザインし、問いやグラフを加え横長一枚にまとめ

た独自のワークシート（A）で、もう一方は一般的

な LMS の学習データの出力に近い、学習データ

を均等に並べた縦長なワークシート（B）である。 
4-5. 結果 本調査は、未提出者、記入漏れを除い

た有効回答数127名の記述データをもとに考察を

おこなった。当初、ワークシートによってグルー

プごとの考察の記述量に差が生じると想定して

いたが、今回の調査では記述量にほとんど差は見

られなかった。（x：平均 219 文字/人、y：平均 227
文字/人）次に、ワークシートに含まれる振り返り

を促す要素が、それぞれ何人の考察に含まれてい

るかを整理したのが次の表である（表 1）。 
 

 一覧性 区分け 問い グラフ 比較 

x 22 7 6 4 3 
y 27 - - - 3 
表 1：振り返りを促す要素が影響を与えたと思われる記述数 

「一覧性（x,y 計 49 人）」が考察に影響を与えた

と思われる記述が最も多かったが、シート A のみ

にデザインされた「項目で整理された区分け（7
人）」「考察を絞り込む問い（6 人）」「全期間の変

化を可視化したグラフ（4 人）」が考察に利用され

ている記述も抽出することができた。ワークシー

ト比較アンケートでは、シート A が B より数多

くの気づきが得られそうとの回答が 82.1％と大

半を占めた。理由として「項目で情報が区切られ、

整理されている（43 人）」「グラフで情報が可視化

されている（37 人）」「情報が比較しやすい（29
人）」といった意見が挙げられた。 
以上の結果より、同じ学習データを使用した振

り返りでも、情報の配置や文字の強調、問いの追

加等により考察の視点を増やす工夫を施すこと

は、自己理解を促す一定の効果があったと言える。 
 

5. まとめと今後の課題 
今後、大学教育を通じて蓄積される学習者の学

習データは膨大になることが予想される。それら

を学習者に新たな学びとして還元する一手法と

して、キャリア教育の視点から仮説を立て、一定

の効果を証明することができた。 
しかし今回の調査で検証したデザインが１例

のみであったこと、比較対象データを選出したこ

とで検証結果に偏りがある可能性は否めない。今

後は本研究によって得られた知見を元に、複数の

異なるデザインパターンで効果検証をおこない、

より効果的な振り返り要素の特定につなげたい。 
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小学生の死生観が形成される背景 

―日本とタイの子どもの死後イメージの違いに着目して ― 
    

宮 田 延 実 
（人間環境大学） 

 
1．研究の目的 

子どもは、死後の世界をどのように考え

ているだろうか。 
仲村（1994）によると、子どもが死の現

実的意味を理解するようになると、やがて

死後の世界ヘの想像、願望、希望が膨らみは

じめ、特に年齢が高くなるにつれて「生まれ

かわり思想」の増加が目立つという。死生観

には、死に関する経験、自殺、死のタブー、

遺言、死刑、死後生など、様々な概念がある。

なかでも「生まれかわり思想」は、自死を促

進する危うさがある。 
そこで、本研究では、小学生の「生まれ変

わり思想」形成される背景について検討す

る。 
 

2．幼少期に内面化される死生観 

「生まれ変わり」を支持する小学生は、

「家や誰かに聞いたことがある」「わからな

いがそう信じている」という理由が多かっ

た。それは親や身近な大人によって内面化

されたと推察する。恐らく幼少期あたりに

「生まれ変わり」の信念形成につながる情

報が入手されたと推察される。 
 

3．親のしつけの影響 

日本では、幼い子どものしつけにしばし

ば「鬼」や「地獄」を登場させる（親野、

2013；石神、2019）。鬼の話は仏教経典を通

じてのインドの夜叉などのイメージ、中国

の陰陽道のイメージが引き継がれている面

が強いという（大満寺、2020）。地獄や輪廻

転生も仏教思想と考えられている。 
しかし、「鬼」や「地獄」を持ち出す親は、

仏教思想に即してしつけをしているとの自

覚はほとんどないと考えられる。 
 

4．タイの仏教思想について 

タイでは、仏教思想を基に学校で道徳教

育を行い、親もまた仏教思想を基にしたし

つけを行っている。善行は奨励され、前世の

悪行によっては、人間に生まれ変われず、動

物や昆虫になるとの教えもある。 
4 名の年代の異なるタイ人に聞き取りを

行った結果、鬼は登場しないが「地獄に落ち

る」という共通フレーズは見られた。 
 

5．タイと日本での質問紙調査 
調査協力者は次の通りである。タイの小

学校第 4 学年～第 6 学年（4 年 70 名、5 年

112 名、6 年 124 名）計 306 名である。調

査時期は 2019 年 8 月。 
日本の小学校第 4 学年～第 6 学年（4 年

104 名、5 年 91 名、6 年 102 名）計 297 名、

調査時期は 2018 年 12 月。4 件法（当ては

まる 4 点、当てはまらない 1 点）で回答を

求めた。 
抽出した 5 因子を Table 1 に示す。日本

とタイの小学生の平均値比較を t 検定によ

って行った（Table 1）。 
 

6．結果 
日本でもタイでも「長寿願望」、「生活へ

の満足」は高い平均値ではあったが、「長

寿願望」、「生活への満足」「効力感」は日

本の子どもの方が有意に高く、タイの子ど

もは、「孤独や生きる辛さ」、「死後生への

信念」が高かった。 
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 7．考察 

（1）タイの子どもの方が孤独や生きること

に辛さを感じており、長寿は日本の子ども

ほど期待していない 

タイ国内には経済的な格差があるためか、

生活への満足感が低い。また、タイ人の平均

寿命は日本人より 8～10 年ほど短く、中央

年齢が 36.2 歳で高齢者が日本より少ない

こと、家族など身近な死に接することが日

本より多いことなどの事情がある。そのた

めに、タイの子どもは日本の子どもより孤

独や生きる辛さを多少感じ、長寿をそれほ

ど期待はしていないと考えられる。 

 

（2）死後世界に対して、タイの子どもは共

通したイメージをもち、日本の子どもは自

由な解釈が可能 

タイは善行によって救われる教えから、

死後世界が明確で共有されるために「死後

生への信念」が高いと考えられる。 

日本の子どもは、年齢が上がると実態の

ない鬼や地獄、さらに死後世界は、各自が想

像するものとなる。その後、入手するメディ

アやネット情報、人から聞く話などから、死

後世界ヘの想像、願望、希望が膨らむと考え

られる。つまり、明確な教えや価値観が乏し

いために、子どもの都合のよい解釈がなさ

れ、単に願えば生まれ変わりも可能との思

想も表れるようになってくると考えられる。 

 

 

（3）タイの「生まれ変わり」思想は、自死

を誘引するものではない 

タイの善行を奨励する仏教思想は、幼少

期から内面化され、死後世界を国民の多く

が共有する。そして、善行がないまま死ぬと

来世は人間には生まれ変われないため、死

後復活を望んでも叶わない。逆に、善行が多

いと賞賛を受けるので、自死は選択しにく

いであろう。このように考えるとタイの仏

教思想は自死を促進する思想ではないと考

えられる。しかし、日本では、都合のよい死

後世界についての解釈がなされる可能性が

あり、危うさは否定できない。 
 

8．おわりに 

本研究は限られた情報であったため、日

本の子どもの「生まれ変わり」の形成背景が

十分明らかになったとは言い難い。 
日本は、タイのように子どもにとって明

確な仏教思想が共有されていないと考えら

れるので、年齢が上がると死後の世界につ

いて各自の自由な想像や解釈がされうる。

それが夢を膨らませるか危ういかは、その

時々の情報にもよるが、今後は、さらなる情

報や分析を行うことにより研究を深めたい。 
 
【謝辞】 
 本研究は JSPS 科研費 JP18K02374 の助

成を受けたものです。

 

 

   日 本 ( n＝297 )   タ イ ( n=306 ) 
 平均値 標準偏差  平均値 標準偏差 
長寿願望 3.46 0.57 ＞＞＞ 2.92 0.59 
効力感 2.82 0.58 ＞ 2.70 0.54 
孤独や生きる辛さ 1.69 0.64 ＜＜＜ 1.97 0.68 
生活への満足 3.12 0.65 ＞＞ 2.94 0.63 
死後生への信念 2.75 0.79 ＜＜＜ 3.10 0.62 

Table 1   日本とタイの小学生の死生観の因子の尺度得点の比較 

＞＞＞は 0.1%水準、＞＞は 1%水準、＞は 5%水準である。 
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学生用イラショナルキャリアビリーフ尺度の作成 

森本康太郎 

（大阪国際大学）

 

問題と目的 

わが国の大学生が経験する就職活動は，心身共

に大きな負担を強いられる活動（藤里・小玉, 2011）
である。例えば，学生を対象とした調査（リクル

ートキャリア, 2018; 2019）でも「不安に駆られる

ことが多く，気が休まらない」「今までで一番精神

的に辛かった時期」「もう二度とやりたくない」と

いった回答が示すように，精神的につらい経験で

あることが示されている。また，就職活動におけ

るストレスは，就職活動の遂行に影響を与える

（森本, 2019）。そのため，就職活動や進路選択に

関して悪影響を与える感情的問題に対する効果

的な支援を行う必要がある。そこで本研究では，

キャリアに関するイラショナルビリーフに着目

し，キャリア支援に Rational Emotive Behavior 
Therapy（以下 REBT）（Ellis, 1994）を適用するこ

とで効果的な支援につなげることを念頭に置く。

REBT はクライエントの持つイラショナルビリー

フに介入する心理療法の理論および手法で，認知

行動的アプローチの一つにあげられる。従前より

REBT は心理療法のみならず，キャリアカウンセ

リングにおいても，その適用が提唱されてきた

（例えば Dryden, 1979; Richman, 1993）。また，キ

ャリアカウンセリングの研究分野においても，キ

ャリア選択やキャリア形成の妨げとなるビリー

フをキャリアビリーフとしてとらえ，30 年近く研

究が蓄積されてきた。効果的なキャリア支援の具

体化に向けてキャリアビリーフは有用な概念で

あると考えられ，アセスメントツールも

Krumboltz（ 1991; 1994）による Career Beliefs 
Inventory を嚆矢として複数作成されてきた。しか

し，本邦にはキャリアに関連するイラショナルビ

リーフの研究蓄積は薄く，心理尺度も見当たらな

い。そこで，本研究では新たにイラショナルなキ

ャリアビリーフを測定する尺度を作成し，その信

頼性と妥当性を検討することを目的とする。 

方法 
調査対象 調査は一般企業，公務員，教員を含め

た就職活動を経験した，または経験している全国

の大学 4 年次生 579 名（男性 164 名，女性 415 名，

平均年齢 21.4 歳，SD=0.67）を対象とした。 
調査内容 ①学生用イラショナルキャリアビリ

ーフ尺度原案：予備調査で作成した 40 項目をも

とに，項目の追加と表現の修正を加えた 49 項目

を作成し，6 件法で回答を求めた。②不合理な信

念測定尺度短縮版（JIBT-20）（森・長谷川・石隈・

嶋田・坂野，1994）：20 項目 5 因子，5 件法。③就

職活動ストレス尺度（北見・茂木・森, 2009）：16
項目 4 因子，5 件法。④デモクラフィック変数。 
調査時期と方法 2020 年 5 月下旬から 6 月下旬

に web 調査により回答を求めた。調査協力者は，

①国内各大学の教員を通じた縁故法による協力

者，②インターネット調査会社のパネル登録者で

あった。参加者は初めに教示文を読み，匿名性が

保障される点，回答は任意である点，協力しない

ことによる不利益は一切ない点を確認したうえ

で調査協力に同意し，回答に進んだ。 
結果と考察 

因子構造の決定と信頼性の検討 
床効果が見られたと考えられた 3 項目を除外し，

残りの 46 項目に対して，主因子法，プロマックス

回転による探索的因子分析を行った。固有値の推

移は，5.75，4.02，2.42，1.25，0.88，0.77 であり，

因子解釈可能性より因子数を 4 に指定した。分析

を繰り返し，最終的に 24 項目から構成される 4 因

子解の結果を得た（Table 1）。全体の説明率は，

47.4％であった。 
 第 1 因子は，厳しい環境においても自分はいい

就職ができる，根拠には乏しくとも最終的には就

職活動で成功を収めることができる，という思い

込みを表す項目が含まれることから，「非現実的

な楽観」，第 2 因子は，社会で活躍できるような自
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己像を持てない，自分の実力では就職活動を乗り

切ることができないという，自分には無理だとい

う項目が含まれることから，「自己に対する無力

感」と命名した。第 3 因子は，就職先の社会的評

価と自己に対する評価を結び付けて考え，高い評

価を得るべきだという項目が含まれることから，

「社会的評価へのとらわれ」，第 4 因子は，自分の

能力の発揮，やりたいことをできる職業に就くこ

と，就職活動を完璧に準備して進めたいという項

目が含まれることから，「完璧な就職活動」と命名

した。 
次に，各因子の信頼性を確認するため，クロン

バックの α係数を算出した結果，十分な内的整合

性が確認された（非現実的な楽観 α＝.881，自己に

対する無力感 α＝.829，社会的評価へのとらわれ α
＝.813，完璧な就職活動 α＝.754）。また，4 因子解

での因子構造を確認するために，4 因子 24 項目に

対して Amos25.0 を用いて確認的因子分析を行っ

た。その結果，χ2=723.417, df=246, p<.001, GFI=.907, 
AGFI=.886, CFI=.907, RMSEA=.058, SRMR=.068 で

あり，一定の適合度を有すると判断した。 
妥当性の検討 

学生用イラショナルキャリアビリーフ尺度と

不合理な信念測定尺度の相関係数を算出した。そ

の結果，イラショナルキャリアビリーフの 4 下位

尺度のうち，すべてあるいは 3 下位尺度が，JIBT-
20 の 5 下位尺度すべてとの間に中程度から弱い

有意な正の相関を示した（r=.40～－.11）。キャリ

アに関するビリーフがイラショナルな場合，一般

的なビリーフもイラショナルであるという作業

仮説を支持するものと判断した。 
 次に，イラショナルキャリアビリーフ尺度と就

職活動ストレス尺度の相関係数を算出した。その

結果，イラショナルキャリアビリーフの 4 下位尺

度のうち「非現実的な楽観」以外の 3 下位尺度が，

就職活動ストレスの全 4 下位尺度の全項目間（「完

璧な就職活動」と「時間的制約」間を除く）にお

いて，中程度から弱い有意な正の相関を示した

（r=.34～.12）。この結果は，キャリアに関するイ

ラショナルなビリーフが就職活動ストレスを引

き起こすと考える場合，イラショナルキャリアビ

リーフは就活ストレス尺度と正の関連を示すと

いう作業仮説を支持するものであると考えられ

る。一方，「非現実的な楽観」は就職活動ストレス

尺度の 4 因子すべてと負の相関を示した（r=－.32
～－.13）。この「非現実的な楽観」は，現実の情報

を歪め自分に都合よく認知する「ポジティブ幻想」

（Taylor, 1983）や，「ポジティブイラショナルビリ

ーフ」（Collard, 2009）と類似した構成概念である

と考えられる。ポジティブ幻想やポジティブイラ

ショナルビリーフは，精神的健康に寄与している

（Taylor & Brown, 1988）。「非現実的な楽観」は本

来イラショナルなキャリアビリーフであり，問題

を引き起こす可能性を持つと考えられる一方で，

就職活動ストレスに対して有効に機能し，就職や

キャリア選択を取り巻く環境が厳しい場合，就職

活動に対して前向きな姿勢を支える可能性を持

つことを示唆している。 
以上より，作成された学生用イラショナルキャ

リアビリーフ尺度が，一定の信頼性と妥当性を有

することが示された。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

項目
番号

因子1 因子2 因子3 因子4 共通性

第1因子：非現実的な楽観　α ＝ .881
43 いい就職ができるはずだと、なんとなく自信がある。 .829 .040 .027 -.045 .650

46 状況が厳しくても、自分は就職できるに違いない。 .803 .035 -.017 -.020 .614

20 私は人よりも、採用されるだけの優れた人材だ。 .707 .023 .134 -.116 .487

34 面接の本番ではうまくできるに違いない。 .702 .099 -.044 -.043 .428

42 普通に就活すれば、就職先は決まる。 .672 .107 .005 .081 .429

5 自分なら希望どおりの就職ができるはずだ。 .647 -.120 -.056 .045 .520

10 公平な選考であれば、自分は必ず内定を得られる。 .641 -.066 -.004 .088 .486

9 最終的には、どこかに就職できるはずだ。 .522 -.137 -.029 .120 .401

第2因子：自己に対する無力感　α ＝ .829
22 自分は活躍できる社会人になることはできない。 -.049 .780 -.081 .001 .593

3 自分に合う職業などない。 -.087 .715 -.059 .043 .525

14 常に指示してくれる人がいないと就活は進められない。 .110 .706 -.028 .082 .414

36 倍率が高いところはエントリーをやめるべきだ。 .181 .638 .028 -.143 .398

27 自分の学歴では、希望する就職はできない。 .005 .629 .043 -.060 .435

31 ありのままの自分では就活で通用しない。 -.132 .588 .102 .115 .482

第3因子：社会的評価へのとらわれ　α ＝ .813
47 自分の社会的評価は、どのような就職先かによって決まる。 -.011 -.107 .835 -.041 .604

41 どのようなところに就職できたかによって、自分に対する評価が決まる。 -.019 .079 .709 .033 .575

49 友人と比べて知名度が高い就職先だと、高い評価を得られる。 .081 -.007 .695 -.092 .457

44 内定が取れることは、社会で必要とされていることを意味する。 .042 -.041 .567 .143 .384

48 内定を得ずに卒業したら、社会から認められない。 -.101 .240 .533 .036 .491

第4因子：完璧な就職活動　α ＝ .754
30 自分の能力を最大限発揮できる職業を選ぶべきだ。 .046 -.090 .055 .692 .552

40 自分が何をやりたいか明確でなければならない。 -.128 -.024 .000 .640 .394

21 自分にとって最適な職業を知らなくてはならない。 .101 .085 -.033 .612 .378

35 就活に対する準備は万全にできていなければならない。 -.046 .037 -.030 .611 .346

16 自分が完全に満足できる職業に就くべきだ。 .097 .015 .025 .533 .322

因子間相関 因子1 因子2 因子3 因子4

因子1

因子2 -.432

因子3 .054 .453

因子4 .216 -.183 .314

Table 1 因子分析の結果
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米国の College and Career Readiness とキャリア教育との比較検討 

―コンセプトと取り扱い内容の共通性に焦点をあてて― 

 

○山口 明日香      萩原 真由美       五木田ターニャ 

       （高松大学） （サンフランシスコ州立大学） （バージニアコモンウェルス大学） 

 

問題と目的 

2007年以降，特別支援教育を利用する児童生

徒数は，増加の一途であり(文部各省，2019)，

高等教育機関に在籍する障害学生の数も増加し

てきている(独立行政法人日本学生支援機構，

2020)。障害者権利条約の批准や障害者差別解消

法の施行の後押しもあり，障害のある児童生徒

や学生(以下，障害のある生徒)を取り巻く教育

環境においては，合理的配慮の提供や教育機会

の充実などの質的向上が重要になってきている。

特に，障害ある生徒にとって，高等教育機関は，

生徒自身のキャリア形成過程においても重要な

通過点であり，どのように学び，自己理解を深

め，卒業後に何を目指すのかといった点を踏ま

えて，高等教育を選択していく後期中等教育機

関までの基盤づくりが重要になる。 

国内では，社会の労働環境の変化や若年者の

フリーターや早期離職者等の増加の課題から，

子ども達の「生きる力」を高めるための教育と

して，義務教育段階からキャリア教育が位置付

けられ，様々な取り組みが実施されてきた。ま

た高等教育では，入学後の適応を図るために初

年次教育として入学生を対象に適応を促す教育

プログラムが実施されている。 

米国では，後期高等教育における進学に関わ

る生徒の課題として，College and Career 

Readiness(以下，CCRとする)の概念が提案され

た(Gaerthner,Conley&Stoltz,2016)。CCRはす

べての生徒を対象に高等学校卒業後の進学や高

等教育でのキャリア形成を成功させるための知

識やスキルを準備させるために，実施されてい

る。 

 障害のある生徒にとって，後期中等教育から

高等教育への移行支援では，障害に関連する自

己理解や周囲や学習課題等への取り組む手段の

工夫などの環境調整について理解し，様々な選

択肢の中から自己決定をして，キャリアを開発

させていくことが大切になる。 

本研究では，キャリア教育と CCRのコンセプ

トや取り扱い内容の共通性に焦点を当てて，障

害のある生徒の移行支援における自己理解を促

し高等教育への適応を促す移行支援の在り方に

について整理することを目的とする。 

方法 

キャリア教育に関する文部科学省の報告書等

と CCRに関わる文献等から，それぞれの枠組み，

提案者，定義，対象者，ねらい，背景の観点か

ら比較し，共通性と相違点を明らかにすること

とする。 

結果 

（１）双方の枠組みと定義，対象者 

 CCRの定義は，「すべての学生に高等教育の準

備をするために必要な十分な知識とスキルを身

に着けるように設計された指導」であり，キャ

リア教育は，「社会的かつ職業的自立を目指しか

つ自立に向けた基礎的な能力の育成」であった。 

 いずれも，障害のある子どもについて特に言

及しておらず，障害の有無に関係なく対象とし

て位置付けていた。対象者の年齢については，

キャリア教育が初等教育から後期中等教育まで

対象としているのに対して，CCRは高等学校期

間を対象に限定していた。 

（２）導入の背景とねらい 

 CCR導入の背景には，高等教育へのゲート通

過を目的としていた指導から，入学後のキャリ

ア形成の成功を目的とする指導への転換があっ

た。よって高等教育への円滑な適応とキャリア

形成の成功のために必要な準備性を高めること

を主眼においている。 

（３）CCR の取り扱い内容 
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CCRでは，４つのモデルとして，「考える」「進

学」「知る」「行動する」を枠組みとして採用し

ている。「考える」では，問題の明確化，コミュ

ニケーション，解釈や研究すること，正確さと

的確さといった内容を取り扱う。「進学」では，

高等教育に進学するために必要な意識や情報，

費用や進学によって求められる役割や自己像，

自分の権利擁護の観点について取り扱う。「知る」

では，知識の構造や，技術的な知識やスキル，

課題のチャレンジレベル，価値や帰属意識や努

力といった内容を取り扱う。「行動」では，学習

の主体性や学習の技術に関する内容を取り扱う

ことになっている（図１）。 

  

考察 

CCRとキャリア教育の異なる点は，米国の CCR

が行動志向を取り入れたおモデルであるのに対

して，キャリア教育は具体的な行動指標よりも，

観点的な取り扱いであった。またその対象者も，

CCR は高等学校期間に限定しているのに対して，

キャリア教育は，初等教育から後期中等教育に

至るまで継続した期間を対象としている。また

CCRがその導入背景に，高等教育機関に入学す

ることを目的とすることから，入学後に適応し

て成功することを目的とすることへのシフトチ

ェンジがあったのに対して，キャリア教育では，

高等教育への進学に伴う接続の課題や入学後の

適応については，対象範囲としては，位置付け

られていない。これらの違いは，それぞれの知

識やスキルの獲得を目指す上でのアプローチモ

デルの違いとしても，確認された。CCRは，具

体的な知識やスキルが明示され，トップダウン

アプローチ手法を採用しているのに対して，キ

ャリア教育では，必要な知識やスキルの領域は

示されているものの具体的な項目としては，概

念的な提示に留まっており，そのアプローチモ

デルもボトムアップアプローチモデルによる方

法が用いられているといえる。国内の高等教育

機関では，初年次教育として，高等教育入学後

の適応に関する教育を実施されていることもあ

り，キャリア教育において求められている基礎

的・汎用的な力の形成は，高等教育への接続や

適応といった具体的な知識やスキルは想定され

ていない。これらの高等教育に求められている

知識や技能の習得や活用は初年次教育によって

補われている現状から，国内の生徒の高等教育

への適応やキャリア発達の支援は，キャリア教

育を基盤に初年次教育を積み上げる階層的構造

を取っていると考えられる。一方で CCRは，包

括的構造をとっていると考えられる。
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図２ 各コンセプトのねらいとする能力 
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専門学校におけるガイダンスカウンセリングの探求Ⅳ 

－ICTの活用によるキャリア・ガイダンスの実践－ 

吉倉 英基 

（東放学園専門学校）

 

1. 目的 

 前回は「-キャリア教育・職業教育へのアプロ

ーチ-」を副題として、今後必要とされるキャリ

ア教育・職業教育のあり方について言及した。

更に質向上、保持・発展させていくための課題

のひとつが「ICTの活用」である。近年、多く

の企業は Webエントリーや ICTを利用した会社

説明会、入社面接試験などの手法が主流となり

つつあり、学生は ICT のスキルを体得していな

いと就職戦線に乗る事が出来なくなりつつある。

そこで、担当する授業において 2017 年度から

2019年度の 3年間に渡り「ICT スキルの底上げ」

を目的としたキャリア・ガイダンスを実施した。

今回は「-ICTの活用によるキャリア・ガイダン

スの実践-」という副題の下、見えてきた状況・

課題・解決方策・今後の展望などを記述してい

きたい。 

 

2. 当該校の特徴と課題 

当該校は放送業界に特化した専門学校で技術

系、照明系の工業専門課程、芸術系、音響系、

美術系の文化教養専門課程の 2分野 5学科を設

置しており、各学科が独自のカリキュラムとキ

ャリア支援体制を敷いている。また、学科の独

自性を尊重しつつも、共通や協同で支援するシ

ステムも兼ね備えている。 

現在設置している 5学科は 2年制の専門課程

であり、卒業時に専門士の称号が付与される。

2019年度からは職業実践専門課程の認定を受

けている。 

キャリア支援体制の特徴として、1990 年代前

半より、いち早く PCによる求人情報検索システ

ム「JIST（Job Information System of TOHO）」

の開発を手がけ、現在も Web上のシステムに形

を変え存続している。また、10 年程前より

Google for Education（現 G Suite for 

Education）を採択して、教職員と学生が利用で

きることとなった。学生には入学と同時に全員

に JIST と G Suite for Educationの共通アカウ

ントとパスワードが付与されている。 

以上のような充実した学生支援のシステムを

兼ね備えているが、実際の学生支援、キャリア・

ガイダンス＆カウンセリングの場面でいくつか

の課題が見受けられた。 

 

① シラバスやキャリア・ガイダンスのテキス

トに「JIST」や「G Suite」の掲載がされて

いるが、詳細かつ具体的な使い方の周知が

されていない。 

② システムの多様な機能があまり活用されて

いない。また、学校の進路・就職指導とし

て具体的に PCを操作し、演習させる指導は

あまり実施されていない。 

③ スマートフォン世代のためPCの使い方に不

慣れな学生が多い。また操作に詳しい学生

とスキルが乏しい学生との差が激しい。 

 

3.ICT活用のガイダンスプログラム 

上述の状況を勘案し、1年次後期のキャリ

ア・ガイダンスにおいて 4回にわたる ICT活用

のガイダンスプログラムを作成し、PC教室にて

実施した。その概要は以下のとおりである。 

 

①学校アカウントのログイン方法 

②ac.jp 日本の教育機関アカウントの利点説明 

③G Suite for Educationの説明 

④多様・多彩なアプリケーションの概要 

⑤JIST ログイン方法 

⑥求人サイトの検索 

⑦ビジネスメールの使い方・書き方 

⑧送付状の書き方 

⑨Webエントリーの仕方 
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4. 実施概要と特徴的な状況 

①学校アカウントと JIST利用状況 

1 年次後期当初「学校アカウントにログイン

したことがある学生」は 20％弱、「JIST」は 30％

の利用に留まっていた。スマートフォンの簡易

的な認証に慣れている学生が多いためか、ログ

インするまでにかなりの時間と労力を要した。

実施後は双方とも、2018年度入学者 95％、2019

年度入学者は 100％に達した。 

指導上苦慮した点は、アカウント・パスワー

ドを紛失や忘れる者が数人おり、全員がログイ

ン出来るまでかなりの時間を費やすことになっ

たことである。また、キー入力の半角全角が区

別できなない学生も存在し、なかなかログイン

に至らない者も数名見受けられた。 

JIST には求人検索機能の他にマイページが

設定されるように出来ているため、ブックマー

クや求人情報が更新されると自動配信される機

能も登録を促した。 

JIST今後の展開や必要性について、各企業の

ホームページやマイナビ等の求人サイトに募集

掲載されることが多くなり、それらを通じた受

験が可能であるため、今後のあり方が問われる。 

 

②G Suiteの利用について 

G Suite for Education の機能について、特

に教育機関では優遇されている面があり、通常

のアプリの他、Classroom 機能やクラウド容量

が無制限などの特典が付いている。しかし、そ

の機能の案内があまりなされていないため、ほ

とんどの学生は認知と利用をしていなかった。

そのため、就職活動で使える機能の紹介と使い

方の説明、及び演習を実施した。 

 

③メールの使い方 

学生はメールをほとんど使用しておらず、通

信手段は SNSのチャット機能を使用している。     

従って、メールの使い方や書き方なども不慣れ

である。特に就職活動においては ac.jpアカウ

ントを使うことが有利であることを説明して、

就職活動やビジネスで通用するメールの使用方

法を教授し、演習として担当教員に送付させた。 

④送付状 

企業に履歴書等の応募書類を送る際、一般的

に、送付状を付けることを常識としているが、

学生にはあまり知られていないため、ビジネス

文書の作成の仕方をレクチャーし、ワープロで

送付状を作成させた。作成したデータはドライ

ブに保存させ、若干のアレンジを加えれば実際

の送付状として使えるようにした。 

更にメール添付の仕方も教え、課題として教

員に送付させた。加えて文書送付する際の封筒

の書き方、郵送料等をレクチャーした。 

 

⑤Webエントリー 

近年大手業界企業ではマイナビ、リクナビ等

求人サイトを通じて募集を行うことが定番とな

りつつある。数多くある求人サイトでどこを押

さえておけば情報が洩れなく得られるのかを説

明した。詳細な情報はログインが必要となるた

め、登録もさせた。また、演習として Webエン

トリーシミュレーションフォーム作成し、模擬

エントリーさせた。 

 

5.結語 

 近年、新型コロナウィルス感染拡大の影響に

より、企業採用の仕方も大きく変化しており、

以前にもまして Webを利用した採用活動が増え

ている。企業説明会は YouTube等を利用したオ

ンデマンドやオンラインで実施され、入社面接

試験はZoom等のWeb会議システムを使用するな

ど、少し前までは想定していなかった採用方法

が当たり前となりつつある。 

ICT を活用した採用活動が定番となる「新し

い採用様式」に対応すべく、学校のキャリア・

ガイダンスに学生がメディア・リテラシーを理

解し、それらのスキルを体得、活用できるガイ

ダンスプログラムを構成することが求められて

いる。 

 

6.参考資料・ホームページ 

・キャリアガイダンス 2019東放学園編 

・https://www.google.com/ 

・https://jist.tohogakuen.ac.jp/ 他 
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中学校における，教師の存在と生徒の勤労観・職業観との関連 

 

吉村 憲治 

（上越教育大学大学院学校教育研究科） 

 

問題と目的 

近年，予測が困難な時代となっており，10年後

の将来に対して，中高生が不安を抱いているとい

う現状が明らかとされている（ソニー生命保険株

式会社，2019）。このような状況を打破する１つの

視点として，キャリア教育の存在が挙げられる。 

キャリア教育は，単に個の能力等を高めるだけ

でなく，その能力等を如何に活用するかを選択，

判断していく上で重要な価値観形成を含めた，系

統性，計画性のある指導が重要となる。その価値

観の１つに勤労観・職業観があり，本研究では「職

業や勤労を媒介とした，生き方の指標となる個人

内の価値観の重要性に対する認識」と定義する。 

さて，勤労観・職業観に与える影響の要因とし

て自己の生き方のモデルとなる存在は重要であ

る。そのモデルとして教師が多く認知されており，

児童・生徒がそういった教師をどう捉えているか

が，その影響力の重要な要因となると考えられる。 

以上のことから，子供たちにとって身近な職業

人モデルとなる教師の存在が，子供たちの心理的

特性や価値観と関連していることが推測される。

また，青年期前期の中学生にとって両親・教師に

代わり，仲間との相互作用や自分なりの理想を持

つことが重要となる。そのため，教師の存在と中

学生の心理的諸側面との関連を詳細に検討する

必要があると考える。そこで，本研究では中学生

が自己を成長させたと認識する教師の存在と生

徒の心理的特性および勤労観・職業観との関連に

ついて明らかにすることを目的とする。 

方法 

2020 年 3 月上旬に首都圏の公立中学校 1 校に

在籍する生徒計 363名（男子 184名，女子 179名）

を対象に，以下の項目で質問紙を作成し，各学級

担任による集合一斉調査を行った。 

調査項目は，➀自己を成長させたと認識してい

る教師の特徴を，想起した順にその役職を選択式

で最大 3名まで，最初に想起した教師については

性別の回答を求めた。➁自尊感情尺度を独自に作

成し，11項目について「とても思う」から「まっ

たく思わない」までの 7件法で回答を求めた。作

成に際しては，調査対象校の教員および教育学を

専門とする大学教員を交え内容や表現等の協議

を行い，内容的妥当性を確認した。③学校適応感

尺度（石田，2009）を用い，16項目について，「と

ても思う」から「まったく思わない」までの 5件

法で回答を求めた。④勤労観・職業観尺度（箱田・

岡山・山田，2018)を用い，一対比較法（中屋の変

法）により勤労観・職業観の要素 10 項目（経済

性，社会的評価，自己実現，社会貢献，余暇，安

定性，帰属意識，家族，人間関係，役割・責任）

の全組み合わせ 45 対について，どちらが重要か

を 5 件法で回答を求めた。 

結果と考察 

尺度の検討 

自尊感情尺度は最尤法により探索的因子分析

を行なったところ，1因子構造を得ることができ

α係数はα=.940であった。また，学校適応感尺

度は主因子法，プロマックス回転による確認的

因子分析を行なったところ，石田(2009)とほぼ

同様の 4因子構造が得られ，各下位尺度につい

てα係数を算出したところ，α=.792-.845であ

った。このことから，いずれの尺度も十分な内

部一貫性を有していることが確認され，信頼性

の高い尺度であることが確認できた。 

教師の存在と生徒の心理的特性，勤労観・職業観 

想起教師の特性（教師の役職，性別）および想

起教師の数により，生徒の心理的特性（自尊感情，

学校適応感）および勤労観・職業観の差異を比較

した（Table 1）。その結果，心理的特性において

は想起数群でのみ群間で差があることに強い支
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持が認められ，想起教師が多いほど得点が高いこ

とが示された。しかし，勤労観・職業観において

はいずれの教師特性においても差異が認められ

ない，または差があるというには乏しい支持しか

得られなかった。一方で，勤労観・職業観は生徒

の心理的特性の高低によって差異があることが

明らかとなった（Table 2）。 

以上のことから，教師の存在，特に想起した教

師の数が生徒の心理面に密接に関連しており，そ

こで醸成された心理的状態が価値観形成と深く

関連していることが示唆される。これは，杉村

（1998）の他者との関係性がアイデンティティ形

成に影響を与えるという指摘とも整合する。つま

り，多くの教師とのかかわりを持てる環境にある

ことや信頼できる教師がいることは，青年期前期

の中学生にとって重要な意味を持ち，ひいては価

値観形成の一旦を担っていることを示唆する。こ

のことを踏まえると，価値観が多元化している現

代社会の現状から，教師は個としての指導以上に，

組織として協働し合うチームとして教育活動を

実践していくことが今後より一層重要となるこ

とを示していると考えられる。 

一方，本研究の課題として本研究における調査

は，調査対象校が 1校であり，過度な結果の一般

化は難しいと考えられる。そのため，今後はさら

に調査対象校を増やし，本研究の普遍性を確認し

ていく必要があると考える。 
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Table 2 心理的特性高低群による勤労観・職業観重要度の比較 

 

M SD M SD BF M SD M SD BF M SD M SD BF M SD M SD BF M SD M SD BF
経済性 5.50 1.88 5.37 2.10 0.14 5.71 1.96 5.16 1.99 3.67 5.66 2.00 5.21 1.97 1.13 5.59 1.92 5.27 2.07 0.35 5.70 2.02 5.12 1.92 5.17

社会的評価 4.52 1.33 4.52 1.33 0.12 4.58 1.34 4.46 1.32 0.17 4.63 1.27 4.40 1.38 0.45 4.61 1.18 4.42 1.47 0.30 4.53 1.33 4.50 1.34 0.12

自己実現 5.59 1.71 5.80 1.62 0.23 5.77 1.82 5.62 1.50 0.17 5.60 1.76 5.80 1.57 0.22 5.69 1.74 5.70 1.59 0.12 5.62 1.80 5.78 1.50 0.18

社会貢献 4.74 1.41 4.91 1.58 0.21 4.49 1.48 5.15 1.45 759.76 4.66 1.53 4.99 1.45 1.08 4.66 1.60 5.00 1.36 1.13 4.61 1.62 5.07 1.29 7.31

余暇 5.92 1.65 5.59 1.92 0.48 6.12 1.81 5.39 1.71 223.42 5.98 1.77 5.52 1.80 1.91 5.98 1.77 5.52 1.80 2.13 6.07 1.84 5.38 1.68 75.51

安定性 5.35 1.24 5.06 1.25 1.37 5.22 1.27 5.19 1.24 0.12 5.25 1.39 5.16 1.10 0.14 5.30 1.29 5.10 1.21 0.37 5.24 1.37 5.17 1.11 0.13

帰属意識 4.02 1.22 4.12 1.33 0.15 3.96 1.30 4.18 1.24 0.44 4.07 1.34 4.07 1.21 0.12 4.06 1.27 4.08 1.29 0.12 3.94 1.32 4.23 1.20 1.08

家族 5.27 1.93 5.25 1.85 0.12 5.11 1.89 5.41 1.87 0.35 5.00 1.82 5.52 1.91 3.40 5.00 1.77 5.53 1.97 3.98 5.17 1.89 5.36 1.88 0.18

人間関係 5.21 1.19 5.34 1.22 0.18 5.18 1.24 5.37 1.16 0.35 5.16 1.10 5.39 1.29 0.56 5.15 1.14 5.41 1.26 0.93 5.21 1.24 5.35 1.16 0.20

役割・責任 3.87 1.30 4.05 1.35 0.27 3.85 1.30 4.07 1.35 0.40 4.00 1.28 3.93 1.38 0.13 3.96 1.14 3.97 1.50 0.12 3.90 1.30 4.04 1.35 0.18

教師関係群
低群

N =185
高群

N =178

学校全体群
低群

N =196
高群

N =167
高群

N =183
低群

N =180
低群

N =180
高群

N =183
低群

N =182
高群

N =181

自尊感情群 学習関係群 友人関係群

Table 1 教師特性による生徒特性の差異 

 

教師役職 教師性別
N =331 N =331

BF BF BF 多重比較
 自尊感情 0.28 0.66 69.69 無群＜少群・多群
 学習関係 0.47 0.24 2.33×103 無群・少群＜多群
 友人関係 0.03 0.13 0.09 ―
 教師関係 0.21 0.13 1.67×105 無群＜少群＜多群
 学校全体 0.10 0.21 2.12×104 無群＜少群・多群
 経済性 0.02 1.38 0.34 ―
 社会的評価 0.08 0.13 0.08 ―
 自己実現 0.03 0.24 0.08 ―
 社会貢献 0.03 0.19 1.64 ―
 余暇 0.04 0.22 1.08 ―
 安定性 0.04 0.49 0.06 ―
 帰属意識 0.04 0.29 0.26 ―
 家族 0.10 0.23 0.23 ―
 人間関係 0.02 0.12 0.17 ―
 役割・責任 0.04 0.15 0.18 ―

想起数群
N =363

　Note . 多重比較は，3.0＜BF のもののみ結果を記載。
　無群(N =32)：想起数0名，少群(N =88)：想起数1-2名，多群
　(N =243)：想起数3名。
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 7 会員企画シンポジウム                  
 

＜シンポジウムⅠ＞      

臨床心理学はキャリア教育に 

どのような貢献ができるのか？ 
 

話題提供者：永作 稔（十文字学園女子大学） 

   水野雅之（東京家政大学） 

     輕部雄輝（国際医療福祉大学） 

   田中佑樹（和洋女子大学） 

指定討論者：佐藤 純（茨城県立医療大学） 

        下村英雄（労働政策研究・研修機構） 

企画・司会：輕部雄輝（国際医療福祉大学） 

   田中佑樹（和洋女子大学） 

企画趣旨 

臨床心理学は，心理的な問題を抱える個人を理解し援助していくことに重きを置く。キ

ャリア教育は，一人ひとりの社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度を育

成することを主眼とする。学校教育と職業生活の円滑な接続が目指されるなかで，進路選

択の主体者としての個人はさまざまな局面で心理的葛藤や困難を抱きうる。学校におけ

るクラス等の集団を対象とした画一的なガイダンス型のキャリア教育も重要である一方

で，最終的には各個人の中にどのように落とし込み，自己の個性の理解や主体的に進路選

択を行っていける素養の育成を促進していくかがポイントとなってくる。「個別性（個人

差）」の理解を重視する臨床心理学の考え方がキャリア教育にいかに貢献しうるのか，本

企画では，児童生徒，大学生，社会人といった発達段階ならびに個人を取り巻く環境が異

なる対象者ごとに，キャリア教育的実践に寄与しうると考えられる臨床心理学的な知見

や取組みを紹介し，議論したい。 
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キャリア教育に役立つアセスメントツールの提供と自己存在感の育成 

 

永作 稔 

（十文字学園女子大学教育人文学部） 

 

 臨床心理学が有する専門性には、実践と研究の

両面がある（下山, 2015）。実践には臨床心理面接、

診療心理査定あるいは心理教育などが含まれる。

キャリア教育に臨床心理学が貢献できるとした

ら、やはりこの実践的な側面に有用性があるので

はないだろうか。 
 平成 29 年に告示された新しい小学校の学習指

導要領（文部科学省, 2018）では、総則の第４「児

童の発達の支援」の（１）に、以下のように記載

されている。 
 
  学習や生活の基盤として、教師と児童（生  

徒）との信頼関係及び児童相互のよりよい人間

関係を育てるため、日ごろから学級経営の充実

を図ること。また、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、個々の児童の多
．．．．．．．

様な実態
．．．．

を踏まえ、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、児童の発達を支援すること（強調は

筆者による）。 
 
 「個々の児童の多様な実態」を踏まえ、「個別に

対応した指導を行うカウンセリング」をするため

には臨床心理面接の理論や技術、および臨床心理

査定が貢献できるだろう。また、同（３）にはこ

うある。 
 

児童が、学ぶことと自己の将来とのつながりを

見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必

要な基盤となる資質・能力を身につけていくこ

とができるよう、特別活動を要
．．．．．．

としつつ各教科

等の特質に応じてキャリア教育の充実を図る

こと。 
 
 このように、キャリア教育の要として特別活動

が位置づけられ、同総則の第４（２）には自己の

存在感を実感できるように指導の充実を図るこ

とが定められている。 
 以上のことを背景に、永作（2018,2019）では小

中学生に適用可能な職業興味検査を東京書籍（株）

との共同研究で開発した。この検査は「はたらき

メダル」という名称がつけられており、ホランド

の職業発達理論を背景としている。これまでに開

発されてきたホランドの理論に基づく職業興味

検査は、職業名（VPI）や仕事内容（VRT）など、

いずれも職業や職務が刺激材料となっていたが、

はたらきメダルは児童生徒が日常的に経験する

可能性のある活動、とくに特別活動が主な刺激材

料となっているところに特徴がある。たとえば

「放送機材を使って校内放送をする（R）」「学校図

書館の貸出・返却や図書整理などの仕事をする

（C）」といった刺激である。 
 このように日々の特別活動を通じた学習体験

がホランドコードという共通の記号を通じて実

際の職業社会へのつながりを持つことによって、

児童生徒が「学ぶことと自己の将来のつながりを

見通す」ことが容易になる。また、そのような学

校での役割を果たすことによって、学校社会の一

員としての役割を果たしていることを実感しや

すくなることが期待できる。自分が役割を果たす

ことが社会形成につながっていることを、学校社

会、学級社会というミクロな社会で体験すること

が可能となるからである。このことは、キャリア

発達を促すことに加えて、子どもたちが自己の存

在感を育成にもつながるだろう。これには将来の

不適応を予防するような予防開発的な心理教育

の効果も期待できると考えられる。 
このように、臨床心理学とキャリア教育の接点

は、臨床心理査定（アセスメント）や心理教育な

どの実践的な側面にこそ活きると考えられる。 
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若手保育士の早期離職とセルフ・コンパッションの関連 

 

水野 雅之 

（東京家政大学子ども学部） 

 

 

問題と目的 

 就職後 5 年以内に退職する保育士は半数にのぼ

る（森本ら, 2013）。早期離職には，保育士業務に

伴うストレスや，ストレスによるバーンアウトの

発生やワーク・エンゲージメント（以下，WE）の

低下が関係していると考えられる。 
 保育士の職場環境については，給与等の待遇や

人手不足に関する改善が希望されることが多く

（東京都, 2018），保育士が働きやすい環境を整え

ていくことが最も重要である。その一方で，援助

対象との関係に悩みながらも，苦境を乗り越え，

経験を積み，対人援助職として成長していくこと

もまた必要とされる。 
 このような苦境を乗り越え，成長につながって

いく個人特性として，本研究ではセルフ・コンパ

ッション（以下，SC）に注目する。SC とは苦痛や

心配を経験したときに，自分自身に対して思いや

りの気持ちを持ち，苦痛に満ちた考えや感情をバ

ランスがとれた状態に保つことを指す（Neff, 
2003a, 2003b, 2016）。SC は医療職のバーンアウト

を抑制し，WE を向上することが示されている

（Babenko et al., 2019 など）。 
 そこで，本研究では若手保育士のストレス，バ

ーンアウト，WE，離職に，SC が及ぼす影響を検

討し，得られた知見から臨床心理学のキャリア教

育への貢献について考察することを目的とする。 
方法 

調査対象者 就職後 5 年以内の保育士 194 名（平

均年齢 24.86 歳，SD=1.96，女性 187 名） 
調査手続き インターネット調査会社の保有す

る調査モニターを対象に回答者募集を行った。 
調査内容 （1）セルフ・コンパッション尺度日本

語版（有光, 2014），（2）保育士ストレス評定尺度

（赤田, 2010）,（3）バーンアウト尺度（久保・田

尾, 1992），（4）ワーク・エンゲージメント尺度日

本語版 3 項目版（Schaufeli et al., 2019），（5）離職

意向尺度（鄭・山﨑, 2003） 
結果 

第 1 水準に SC を，第 2 水準に保育士ストレス

（6 下位尺度）を，第 3 水準にバーンアウトと WE
を，第 4 水準に離職意向を配置し，各水準から次

の水準へのパスと，バーンアウトと WE の誤差間

に共分散を設定したモデルを，共分散構造分析に

よって検討した。有意でないパスを削除して得ら

れたモデルの適合度は，CFI=.983，RMSEA=.055 で

あり，データに適合したモデルであると言える。 
主な結果について 3 点述べる。まず，SC は「子

ども対応・理解のストレス」と「職場の人間関係

のストレス」，バーンアウトを媒介し，離職意向と

負の関連を示した。また，SC は「子ども対応・理

解のストレス」を媒介して WE と正の関連がある

ものの，「時間の欠如によるストレス」を媒介した

場合には負の関連がみられた。加えて，「給料待遇

のストレス」と「保育所方針とのズレによるスト

レス」は直接的に離職意向と正の関連を示した。 
考察 

 本研究の結果から，SC が高いことで，様々な保

育に関するストレスに対処することが可能にな

り，結果として早期離職の予防につながる可能性

が示された。SC はキャリア探索と正の関連を持

つこと（大宮ら, 2018）を加味しても，SC を育む

アプローチ（Neff & Germer, 2013）をキャリア教育

に組み込むことは有用であると言える。 
 また，「保育所方針とのズレによるストレス」

は離職意向と直接的に正の関連を示した。就職

活動における保育所とのミスマッチを防ぐこと

が離職の予防につながるため，この点に配慮し

たキャリア教育や就職活動支援が求められる。 



－  －

大学生の就職活動における適応的な継続のあり方 

 

輕部 雄輝 

（国際医療福祉大学） 

 

問題と目的 
大学生の就職活動は，それまでの学生生活と

これからの社会人生活の接続部にあたる。この

機会に，自らの特性や価値観等を振り返り納得

したうえで就職達成を果たせることは，その後

の生涯発達の基礎となるが，職業選択の機会自

体個人にとって初めての経験であることも踏ま

えると，相応の心理的負荷がかかることは想像

に難くない。特に，企業からの不採用経験に伴

う不安やストレスは誰しもが，それも複数回に

わたって繰り返し経験しうるため，大学生の就

職活動は，企業からの不採用経験を克服しなが

らその活動を継続していく過程としてとらえる

ことができよう。当該過程（以下，就職活動維

持過程とする）を明らかにした輕部他（2014，
2015）は，就職活動の当初から行われる一次的

過程と，体験の蓄積とともに追加的に経験され

るようになる二次的過程を示している。一次的

過程では当面の活動を維持するための現在志向

的行動が，二次的過程では以後の社会人生活に

向けたより深い自己内省を行う未来志向的行動

が行われ，一次的過程の一定の体験を通して二

次的過程を経験することで，心理的プロセスの

安定と就労目標の確定が促進・強化されるとさ

れている。本検討では，この一次的過程と二次

的過程のメカニズムや機能について明らかにす

るために，就職活動を評価する指標との関連を

検討することを目的とした。 
方法 

調査協力者 2015 年 4 月入社に向けた一般企業

に対する就職活動を経験した大学生および大学

院生 206 名（男性 66 名，女性 140 名，平均年齢

22.25±1.27 歳）であった。 
調査手続き 2014 年 10 月に，web 調査会社が保

有するモニターに対して調査依頼が行われた。 

調査内容 （1）就職活動維持過程尺度（輕部

他，2015），（2）内定獲得状況（客観指標），

（3）就職活動への満足感（主観指標） 
結果 

まず，就職活動維持過程と内定獲得の有無と

の関連について，構造方程式モデリングによる

パス解析を実施した。有意でないパスを削除し

ながら分析を行った結果，内定獲得の有無に至

るパスは，一次的過程の「不採用経験の振り返

り」，「認知的切り替え」，「模索的行動」から二

次的過程の「目標の明確化」および「自分らし

い就職活動態度の確立」の促進を介して正の関

連を有し，一次的過程からの直接的な関連は示

されなかった（適合度指標：GFI = .98，AGFI 
= .94，CFI = .99，RMSEA = .05）。 

次に，就職活動維持過程と満足感との関連に

ついて，内定を得た 160 名について同様の分析

を行った。その結果，満足感に至るパスは，一

次的過程の「不採用経験の振り返り」および

「認知的切り替え」から二次的過程の「目標の

明確化」促進を介して正の関連を有し，一次的

過程の「模索的行動」からの直接的な負の関連

が示された（適合度指標：GFI = .98，AGFI 
= .94，CFI = .99，RMSEA = .04）。 

考察 
内定獲得状況，満足感について，いずれも一

次的過程から二次的過程の促進を介して肯定的

な影響が及ぼされると考えられた。したがっ

て，就職活動において，一次的過程における現

在志向的行動（個々の不採用経験への具体的対

処）から二次的過程における未来志向的行動

（メタ認知的体験）を充実できるような継続の

あり方が重要であり，いかに一次的過程の経験

を蓄積しながら二次的過程に至るサイクルを円

滑に回していけるかが鍵となると考えられた。 



－  －

価値の明確化の程度が労働者の職場適応に及ぼす影響 

 

 ○田中佑樹  嶋田洋徳 

 （和洋女子大学人文学部） （早稲田大学人間科学学術院） 

 

問題と目的 
認知行動療法の流れを汲むアプローチの 1 つで

あるアクセプタンス＆コミットメント・セラピー

においては，「自分の人生をどのように送りたい

と望んでいるか」という個人が選択する方向性

（たとえば，「良き経営者であること」や「良き夫

であること」）である「価値」の明確化が強調され

ている（Ciarrochi & Bailey, 2008 武藤・嶋田監訳 
2011）。キャリア教育にも通ずる概念であるとい

える価値は，産業・労働分野においてもその活用

が期待され，自身の価値が明確である労働者ほど，

メンタルヘルスが良好であり，職務パフォーマン

スが発揮されやすいことが示唆されている（Bond 
& Flexman, 2006）。そこで本研究においては，価値

の明確化の程度が労働者の職場適応に及ぼす影

響を実証的に明らかにする一環として，心理的ス

トレス反応に加えて，「個人と環境との相互作用」

の観点から，繁忙期に自身の業務のみを終わらせ

てすぐに帰宅するのではなく同僚の業務に協力

するといった，所属する組織の状況に応じて求め

られる適切な行動（文脈的パフォーマンス）の発

揮を指標とした検討を行うことを目的とした。 
方法 

研究参加者 
 リサーチ会社を利用して，正社員として勤務す

る成人 1,000 名からアンケートへの回答を得た

（女性 89 名，男性 911 名，平均年齢 48.4±8.3 歳）。 
測 度 

（a）心理的ストレス反応：Stress Response Scale-
18（SRS-18：鈴木他，1997），（b）文脈的パフォー

マンス：文脈的パフォーマンス尺度（池田・古川，

2008），（c）価値の明確化：日本語版 Valuing 
Questionnaire（VQ：土井他，2017），（d）ワーク・

エンゲイジメント：日本語版 Utrecht Work 
Engagement Scale 短縮版（UWES：Shimazu et al., 

2008），（e）コーピングレパートリー：勤労者のた

めのコーピング特性簡易尺度（BSCP：影山他，

2004），（f）職務特性：職務特性尺度（池田・古川，

2008），（g）組織風土：組織風土尺度 12 項目版

（OCS-12：福井他，2004）に回答を求めた。 
結果 

第 1 水準にコーピングレパートリー（BSCP）お
よび職務特性（職務特性尺度），組織風土（OCS-
12）を，第 2 水準にはワーク・エンゲイジメント

（UWES）と価値の明確化（VQ）を，第 3 水準に

は心理的ストレス反応（SRS-18）と文脈的パフォ

ーマンスの行動次元下位尺度を，そして第 4 水準

には文脈的パフォーマンスの貢献度次元下位尺

度を設定したパス解析を実施した。各適合度指標

は，GFI = .985，AGFI = .952，CFI = .992，RMSEA 
= .037 の値が得られた。結果を概観すると，SRS-
18 に対しては，第 1 水準の変数の影響は.11 か

ら.25 という範囲であった一方で，第 2 水準の変

数の影響は，UWES から-.13，VQ の「前進」から

-.24，VQ の「障害」から.23 であった。次に，文

脈的パフォーマンス尺度の行動次元の 3 つの下位

尺度に対しては，第 1水準の変数からの影響が-.14
から.18 の範囲であった一方で，第 2 水準のうち

VQ の「前進」からの影響は.31 から.33 であった。 
考察 

分析の結果から，価値が明確な労働者ほど心

理的ストレス反応が低く，自己の職務のみなら

ず同僚や職場への協力といった側面を含む文脈

的パフォーマンスがより発揮されやすいことが

示された。すなわち，労働者個人の人生におい

て大切にしたい価値を明確化する手続きは，当

該個人のメンタルヘルスのみならず，職場全体

の相互作用や生産性の向上にも寄与することが

示唆されたことから，労働者を対象としたキャ

リア教育においてもその活用が期待される。 



－  －

＜シンポジウムⅡ＞      

全国調査「キャリア教育に関する総合的研究」の 
第一次分析結果からみえた現在地と方向性 

 

話題提供者：京免徹雄（筑波大学 人間系） 

              山田 亮（東洋英和女学院大学 人間科学部） 

       望月由起（日本大学 文理学部） 

立石慎治（筑波大学 教学マネジメント室） 

司  会 ：藤田晃之（筑波大学 人間系） 

企 画 者：藤田晃之（筑波大学 人間系） 

 
 

企画趣旨 

 文部科学省及び国立教育政策研究所においては、キャリア教育に関する実態を把握す

るとともに、それらに関する在校生の意識等も明らかにし、各学校における取組の改善・

充実を図るための基礎資料を得ることを目的として、7 年に一度、全国調査を実施してい

る。最新の調査は、2019（令和元）年 7 月～10 月にかけて小学校、中学校、高等学校を

対象に行われ、その結果は『キャリア教育に関する総合的研究 第一次報告書』として、

2020（令和 2）年 3 月に発行された。2012（平成 24）年の前回調査から 7 年が経過する中

で、2017（平成 29）年、2018（平成 30）年に改訂された学習指導要領では、特別活動を

要に学校教育全体でキャリア教育の充実を図ることが明記され、各学校での実践も新た

なステージを迎えている。 

 そこで、本シンポジウムでは、その調査結果の分析や報告書の執筆に関わった研究者

が、その第一次分析結果から明らかになったことを報告し、キャリア教育の今後の方向性

を参加者と一緒に探っていきたい。 



－  －

小学校におけるキャリア教育の課題と展望 

―カリキュラムにおける意図・実施・達成の接合に向けて― 

 

〇京免徹雄 

（筑波大学 人間系） 

 

問題と目的 
本報告では、「キャリア教育に関する総合的研

究」の第一次分析の結果に基づき、小学校におけ

るキャリア教育の現状と課題を明らかにした上

で、今後の方向性について展望する。 
 

方法 
調査は、学校調査、学級担任調査、児童調査の

3 種類で構成される。学校調査については、都道

府県・政令指定都市ごとに対象とする学校数を決

めた後、所管する児童数に基づく学校規模に比例

するように、ランダムに抽出して調査を依頼した。

学級担任調査は、抽出された小学校の第 6 学年の

学級担任全員に回答を依頼した。児童調査につい

ては、上記の抽出校の中から、さらに各都道府県・

政令指定都市から 2校ずつランダムに抽出して調

査を依頼した。調査の種類別回答数と回収率は以

下の通りである。 
 

区分 回答校数 回答者数 回収率 

学校調査 795 校 ― 79.5％ 

学級担任調査 800 校 1,562 人 98.3％ 

児童調査 110 校 2,908 人 98.2％ 

 
結果 

 79.9%の小学校が全体計画を作成しているが、

年間指導計画については 50.5％にとどまる。さら

に計画通りに実施されていると回答した小学校

は 38.8%であり、中学校（67.7%）や高校（66.5%）

に比べても低くなっている。それゆえ、学級担任

は「児童自身による目標設定」（第 1 位、62.8%）

や「教員間の共通理解の促進」（第 2 位、40.0%）

が今後のキャリア教育にとって重要であると考

えているが、十分でないのが実態である。 

 学校で設定した「身に付けさせたい力」を意識

して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いる。児童

自身もそのことを実感しているが、教員の認識と

の間には開きがある。 
 PDCA サイクルについては前回調査に続いて

課題であり、評価を行っている学校は 18.3%、評

価結果に基づいて改善を行っている学校は15.4%
にとどまり、中学校（それぞれ 36.6%、33.1%）

と高校（32.0％、28.8%）に比べて低くなっている。 
 

考察 
カリキュラムは、①意図、②実施、③達成の 3

つの次元で捉えることができる。今後のキャリア

教育の方向性として、第 1 の次元においては、具

体的な指導計画を作成して目標、すなわち「育て

たい力」を明確にし、それを教員間で共有するこ

とが求められる。第 2 の次元においては、指導計

画を「紙キュラム」にせず、柔軟性を担保しつつ

もそれを着実に実行していくこと、さらに指導に

際に 1 人 1 人の教員が「育てたい力」を意識する

ことが重要である。 
そして、第 3 の次元においては、教員が意図・

実施したことが、児童にとっての「学習経験の総

体」となり、自らのキャリアに組み込まれる必要

がある。このように意図・実施と達成を接近させ

る役割を期待されるのが「キャリア・パスポート」

であり、児童自身が自己の成長を実感し、さらな

る成長に向けて主体的に目標設定できるように

なることが望ましい。さらに、記録された内容を

教師が適切に解釈し、計画や実践の改善に活かす

ことも、3 つの次元をつなぐことに寄与するであ

ろう。その先にこそ、児童のキャリア発達を保障

する真のキャリア教育の姿を展望できる。 



－  －

中学校におけるキャリア教育の現状と課題 

―管理職・学級担任・生徒に対する調査結果から見えること― 

 

〇山田 亮 

（東洋英和女学院大学 人間科学部） 

 

問題と目的 
本報告では、「キャリア教育に関する総合的研

究」における中学校調査の主たる結果を取り上げ

ながら、中学校におけるキャリア教育の現状と課

題について話題提供を行う。 
 

方法 
調査の構成、調査対象の抽出方法、実施方法に

ついては、左記の小学校報告で記述されている手

続きと同様である。中学校調査の種類別回答数と

回収率は以下の通りである。 
区分 回答校数 回答者数 回収率 

学校調査 397 校 - 79.4％ 

学級担任調査 400 校 1,379 人 97.2％ 

生徒調査 118 校 3,426 人 93.7％ 

 
各調査の主たる結果と考察 

A 学校調査 
 約 90％の中学校が全体計画を作成しており、そ

のうち 70％を超える学校が「自校で身に付けさせ

たい資質・能力」を計画内に位置づけていた。そ

の一方で、たとえば、「評価結果に基づく改善の行

動計画」の記載は 5.3%に留まるなど、カリキュラ

ム・マネジメントの観点に基づく PDCA サイクル

を意識した全体計画が必要である。 
 また、キャリア教育の企画・実施内容としては、

職場体験活動の実施は 90%を超えているものの、

今後の社会状況や産業構造の変化を見据えた学

習内容は低い割合にとどまっている（例：情報化

の進展（AI・IoT 等）による産業構造・労働変化

に関する学習 11.1％）。今後到来する社会・経済・

雇用環境の変化と高まるリスクへの対応を見据

えた多面的なキャリア教育がより一層求められ

るだろう。 

B 学級担任調査 
 学級担任が困っていたり、悩んだりしているこ

との最上位は、「時間の充分な確保」（30.3%）で

あった。これは前回調査（2012）と同様に最も高

く、働き方を巡る現状を示している。続く上位項

目としては「評価方法」（28%）、「指導の内容と方

法」（21.6%）の苦悩が挙げられていた。これらの

対策として先駆的事例や理論を学ぶ研修機会が

必要だが、学級担任の約 30％は校外のキャリア教

育研修に不参加（過去 5 年間）という実態は課題

として着目すべき点である。 
C 生徒調査 
 職場体験活動を振り返る調査項目の中で、（職

場体験と）「日常生活および将来をつなげて考え

ることができた」（26.8%）が最も低かった。最上

位回答の「楽しかった」（61.7%）を踏まえると、

非日常の職場体験活動と日常の学びや学校生活

および将来との関連付けを図る事前指導・事後指

導が必要であろう。 
D 調査票間の比較 
 離職・失業などの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機会は、生徒が望

むほどには提供されておらず、前回の調査結果

（2012）以来の継続課題と言える。 
トピックス 
 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、日常の教科学習や学校生活と

職場体験活動をつなげることを意図した体験活

動の事前・事後指導を行っていた。また、そう

した接続意識を持つ生徒は学習意欲が高いこと

から、充実した事前・事後指導が求められる。 
引用文献 

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター,2020,

『キャリア教育に関する総合的研究第一次報告書』. 



－  －

高等学校におけるキャリア教育に対する管理職の現状認識 

―学科・卒業後の進路傾向に着目して― 

 

○望月由起 

（日本大学文理学部） 

 

問題と目的 

高等学校，特に普通科におけるキャリア教育の

在り方が問われ，検討が進められてきた。その検

討を学校現場の実態に即して行うために，本報告

では，国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研

究センター（2020）の第一次報告書に記載された

「高等学校におけるキャリア教育に対する管理職

の現状認識注1）」について，学科や生徒の卒業後の

進路傾向注2）に着目して話題提供を行う。 

高等学校では，学科の特色に応じたキャリア教

育を展開している。生徒の卒業後の進路傾向によ

り,重きをおく取組も異なる可能性は高い。ゆえに,

高等学校におけるキャリア教育の目的や内容等は

各校の判断によるところが大きく，管理職の認識

に目を向けることには大きな意義がある。 

 

主たる結果と考察 

（１）キャリア教育の計画の作成 

設定した 2項目ともに「総合学科」が他より明

らかに高く,「カウンセリングの機能の充実を図る

よう努めている」は次いで高い「進路多様校」と

15 ポイント以上の差が示された。 

（２）キャリア教育の実践や評価 

設定した 13 項目中 12 項目で，「総合学科」が他

より高い結果となった。先の結果からも，他に比

べて，キャリア教育に積極的であるという認識が

「総合学科」の管理職にはあることがわかる。特

に「キャリア教育を通じて育成したい力を教員間

で共通理解している」「キャリア教育に関する担当

者を中心とする校務分掌組織が確立され，機能し

ている」「キャリア教育の取組に対して評価を行っ

ている」は他より 20 ポイント以上高い。 

唯一，「各教科・科目等での学習のうち適したも

のを，キャリア教育として位置付け，実施してい

る」は「専門学科」が最も高い結果となった。卒

業後の進路と直接的に関わる教科・科目等が多い

ことが,その一因であろう。 

また同じ「普通科」でも，「教育課程全体をキャ

リア教育の観点から整理している」「各教科・科目

等での学習のうち適したものを，キャリア教育と

して位置付け，実施している」「教員はキャリア教

育に関して理解し，協力している」は,「進路多様

校」の方が 5ポイント以上高い。 

（３）キャリア教育の実践による成果 

設定した 4項目中 3項目で，卒業後の進路傾向

を問わず「普通科」が他より低い結果となった。  

中でも「キャリア教育の実践によって，生徒が

社会的・職業的自立に向けて貴校で育成したい力

を身に付けてきている」は,「進学校」が「進路多

様校」より 5ポイント以上低い。こうした成果を

実感できないことが，普通科高校，特に進学校で

キャリア教育に消極的な一因ではなかろうか。 

その一方，「キャリア教育の実践によって，学習

全般に対する生徒の意欲が向上してきている」は，

「進路多様校」が「進学校」より 10ポイント以上

低い。こうした成果を実感できないことが，普通

科高校，特に進路多様校でキャリア教育を進める

際の課題になっているものと思われる。 

注 1）「貴校におけるキャリア教育の現状についておたずねします。

全校的な立場から「あてはまる」と思うものをすべて選んで

ください」という問いへの回答を分析対象とした。 

注 2）「普通科」は「進学校（就職率 1割未満）」「進路多様校（同

1割以上）」に分けて分析を行った。 

 

引用文献 

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究セン

ター,2020,『キャリア教育に関する総合的

研究第一次報告書』. 
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校種間の比較から見えるキャリア教育の現状と課題 

 

 

〇立石慎治 

（筑波大学 教学マネジメント室） 

 

問題と目的 

本報告では，国立教育政策研究所生徒指導・進

路指導研究センター（2020）の第一次報告書に記

載された，「校種間の比較から見えるキャリア教

育の現状と課題」について話題提供を行う。「キャ

リア教育におけるカリキュラム・マネジメント」，

「キャリア・パスポート」及び「児童生徒の学習

意欲と『キャリア・パスポート』」の３点を取り上

げる。 

 

主たる結果と考察 

A．キャリア教育におけるカリキュラム・マネジメ

ント 

キャリア教育を通じて育成したい力を明確化

しているのは，小学校の約５割，中学校の約６割，

高等学校の約６割である。他方で，各教科（・科

目）等での学習のうち一部をキャリア教育として

位置付け，実施しているのは，小学校では約６割

だが，中学校では約４割，高等学校では約３割に

とどまる。教育課程全体をキャリア教育の観点か

ら整理しているのは，小学校の約２割，中学校の

約３割，高等学校の約２割に限られる。 

キャリア教育の全体計画を立てている学校は，

小学校と高等学校の約８割，中学校の約９割であ

る。また，年間指導計画を立てている学校は，小

学校の約５割，中学校，高等学校の約８割である。

一方，計画通りに実施している学校の割合は小学

校の約４割，中学校，高等学校の約７割にとどま

る。評価と改善を実施している学校は，どの校種

も４割に達していない。検証改善サイクルの確立

はなお課題である。 

 

B．キャリア・パスポート 

「『キャリア・パスポート』を作成していない」

学校は，小学校で約７割，中学校で約６割，高等

学校で約５割に上る。「１冊のノートやファイル

としてまとめている」学校が最多なものの，「キャ

リア・パスポート」を実施している学校の半数に

とどまる。「学年をまたいで継続的に蓄積してい

る」や「学年等に応じて，異なるフォーマットを

使用している」を選ぶ学校も多くない。様式の観

点からは模索の段階にある。 

「キャリア・パスポート」の記載内容については

「自己の成長（がんばったこと）」がどの校種でも

採用されている。趣旨に則り「キャリア・パスポ

ート」が普及しつつあることが見て取れる。一方，

中学校では「事業所における体験活動の記録・振

り返り」，高等学校では「学校行事の記録・振り返

り」も多く選ばれており，校種ごとの特色もかい

ま見える。 

他の校種への引継ぎが行われている学校は多く

はない。「校種を越えて持ち上がる」機能の充実に

ついては喫緊の課題である。 

 

C.児童生徒の学習意欲と『キャリア・パスポート』 

 「キャリア・パスポート」を児童生徒理解に活用

している教員のうち，児童生徒の学習意欲の向上

を実感している者が担任する児童生徒の学習意

欲の高まりについて確認すると，教員と児童生徒

の認識の一致状況については校種による違いが

見られる。児童生徒理解に資するものとなるよう，

更なる「キャリア・パスポート」の開発・改善が

望まれる。 

 

引用文献 

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究セ

ンター 2020 キャリア教育に関する総合的

研究第一次報告書. 
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日本キャリア教育学会第４２回研究大会 

 
主 催 日本キャリア教育学会 

 
 
協 賛 NHK エデュケーショナル 

実業之日本社  
東京書籍 
おきなわ教育ラボ 
東洋館出版社 
風間書房 
小学館 
時事通信出版社 
図書文化社 
ミネルヴァ書房 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本研究大会を開催するにあたり、上記の団体より多大なご支援ならびにご協力を賜り

ました。心より感謝の意を表します。 
 

2020 年 9 月 15 日 
日本キャリア教育学会 第 42 回研究大会実行委員会 
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☆ＮＨＫの番組を【無料】でお貸し出しします☆ 

 ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリー  
平和学習、キャリア学習、人権学習、社会、理科、国語、道徳などの授業

でＮＨＫの番組を活用してみませんか？全国の小・中・高校・大学の先生

が選んだ「ＮＨＫスペシャル」などのＤＶＤを無料でお貸し出しします。  

詳しくはホームページへ ⇓ パソコンやスマホで簡単に申し込めます！ 

https://www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/  ⇓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貸し出し条件】 学校での授業などの教育活動に利用できます。 

実際に利用する教員の方がお申し込みください。 

学校での利用を確認する利用報告書をご提出頂きます。 

【貸し出し枚数】 １回（１人）につきＤＶＤ３枚まで。 

【貸し出し期間】 １か月（※セットの貸し出しは 2か月） 

【貸し出し費用】 何回でも無料です。ただし送料のみご負担ください。 

         （返却時に往路分送料の切手 370円を同封してください） 

【お問合せ】 ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリー ＴＥＬ０３-３４６２-７９３２ 

月～金 １０:００～１８:００ （※土日祝日はお休みです） 

※ガイドブック最新版を無料でお送りしています！ 
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ご注文専用フリーダイヤル　FAX

１・２・３学年別／B5判／各 112ページ／各定価 600円（本体 545円＋税）

各都県教育研究団体【編】／公益財団法人日本進路指導協会【監修】

中学生活と進路
★中学生向け教材（学校採用品）★

※ホームページ「進路指導 net.」から、年間指導計画案がダウンロードできます。

岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・石川

県・愛知県・奈良県・滋賀県・島根県・山口県・愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿

児島県・沖縄県・全国版

◎進路学習ポートフォリオ ◎授業準備をサポート

中学生活と進路

学級ノート

B5 判／各 32ページ
各定価 300円（本体 272円＋税）

全
国
版
・
い
わ
き
版
・
新
潟
県
版

・
鹿
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版
・
沖
縄
県
版

◎小学校向けキャリア教育テキスト

小学生の
いきかた発見ブック

A4判／各 48ページ
定価 550円
（本体 500円＋税）

小学校向けキャリア教育テキストの決定版！ 将
来の生き方や進路を考える題材を数多く取り上
げています。キャリア・パスポートにも対応。

2020年度版 中学生活と進路

教師用指導書
2020年度版

B5判／各 160ページ
各定価 600円（本体 545円＋税）

★中学生向け教材（学校採用品）★
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日本キャリア教育学会第４2 回研究大会 
実行委員会組織 

 

実行委員長       藤田 晃之 （筑波大学 人間系） 

実行委員会事務局長   京免 徹雄 （筑波大学 人間系） 
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立石 慎治 （筑波大学 教学マネジメント室） 

安里 ゆかし（筑波大学大学院 博士前期課程*）  

芦沢 柚香 （筑波大学大学院 博士後期課程***）  

藤田 駿介 （筑波大学大学院 博士後期課程***）   

峯 啓太朗 （筑波大学大学院 博士前期課程**）  

𠮷𠮷川 実希 （筑波大学大学院 博士後期課程***） 

 
*筑波大学大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 
博士前期課程 教育学学位プログラム（教育基礎科学サブプログラム） 

**筑波大学大学院 人間総合科学研究科 博士前期課程 教育学専攻 
***筑波大学大学院 人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 

博士後期課程 教育学学位プログラム  
 

日本キャリア教育学会第４２回研究大会 大会プログラム 
発行日：２０２０年９月１５日 
発行者：日本キャリア教育学会第４２回研究大会実行委員会 
    TEL：029-853-4598（筑波大学人間系教育学域事務室）  

E-mail: jssce2020@human.tsukuba.ac.jp 



 

 
 
 

沖縄県への修学旅行・研修旅行 
（事前学習・事後学習含む）について 

学校のご要望に応じてお手伝いいたします。 
詳しくは下記へお問い合わせください。 

 

有限会社おきなわ教育ラボ 

沖縄県浦添市宮城 6 丁目 5 番 1 号 2 階 

TEL：098-988-0481 FAX：098-988-0482 

E-mail：yumekanae@ocean-21.co.jp 

口頭・ポスター発表掲示板用パスワードのご案内 

https://jssce2020.1net.jp/

 
※ パスワードは jssce-2020-tsukuba です（半角のハイフンが 2 か所入ります）。 
※ 本「発表論文集」をお受け取りになった方のみがお使いいただけます。 

 
 
 
日本キャリア教育学会第 42回研究大会(ウェビナー)URLのご案内 

2020年 10月 10日 13:00開始（12:45頃からアクセスできます） 

 

アドレス：https://us02web.zoom.us/s/

ウェビナーID（必須）：85391073228

パスコード（必須）：365890

※ 第三者のアクセスを防止する意図から、ご参加の皆様にはお手数をおかけいたし

ますが、「ウェビナーID」と「パスコード」の双方のご入力をお願いいたします。 
※ 本「発表論文集」をお受け取りになった方のみがご参加いただけます。 

パスワード入力欄 
jssce-2020-tsukuba 
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