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 [研究ノート] 

韓国における進路教育の推進 

―自由学期制の拡大とその背景に着目して― 

峯 啓太朗（人間総合科学研究科博士前期課程教育学専攻・1 年） 

１．問題の所在 

日本の中学校、高等学校における進路指導については、入試合格を最終目的とした出口指導になって

いるという問題が指摘されて久しい。受験については、現在は少子化と入学定員数の増加により、かつ

てほどの広がりと激しさは見られなくなってきているものの、偏差値の高い学校への入学を目指した競

争は依然として存在する。そして高偏差値の学校に入ることで、その後の進路や収入がある程度保障さ

れるという世間の認識も根強い。それはたとえば、就職活動において「学歴フィルター」と呼ばれる仕

組みの存在が指摘されている（福島 2018）など、大企業と呼ばれる会社の就職において、偏差値の高

い学校の出身であることが有利に働くと考えられていることからも伺える。こうした世間の認識を背景

に、出口指導に近い進路指導が行われている学校はいまだ少なくない。しかし出口指導と呼ばれた旧来

の進路指導が、学ぶ意欲の低下、学校から社会への移行不全、自己肯定感の低下など、数々の弊害をも

たらすこともまた、これまで指摘されてきたところである（文部科学省 2011）。 
上記のような弊害に対し、これまでさまざまな教育改革が打ち出されてきた。総合的な学習の時間の

導入によって教科を横断した学びを狙い、教科活動においては「主体的・対話的で深い学び」を目指し

た授業展開を求めた。そしてすべての教育活動を「特別活動の学級活動を要としながら」（文部科学省 
2018, p.100）行うことで、学ぶ意欲を高め、将来の生き方を考える機会を作り、学びと自己の将来との

つながりを意識できるようになる、とした。さらに「キャリア・パスポート」を導入することで、これ

までの経験を自分自身で振り返ることができるだけでなく、大人が対話的にかかわることで自己有用感

を高める効果も狙っている（文部科学省 2019）。これら一連の教育活動は「キャリア教育」の枠組み

の下で整理、提示されている。 
このようなキャリア教育の実践に際しては、「学級活動を要」としていることからも分かるように、

学級活動を実施する学級担任が重要な役目を果たしている。言い換えれば、これらの教育活動が効果を

発揮するか否かは、学級担任のキャリア教育に対する理解に大きく左右されるとも言える。しかしなが

ら、最新の調査（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導センター 2020）では、中学校の学級担任に

対して、「キャリア・パスポート」の意義や効果についての理解に課題があると指摘されている。また

中学校においては、教育課程全体をキャリア教育の観点から整理することや、各教科での学習のうち適

したものをキャリア教育として位置づけて実施することができておらず、キャリア教育に対する正しい

理解と実践がなされていない可能性も浮き彫りとなっている。この結果は 7 年前に行われた同様の調査

と大きく変わっていない。したがって、教育政策として提示されたキャリア教育の理念がいまだ現場に

浸透せず、その結果として期待した成果が十分に得られていない可能性がある。これは日本においてキ

ャリア教育を推進する上で存在する大きな課題であるといえよう。 
一方、進路指導に関して日本と同様の課題を持ち、日本の教科教育と総合的な学習の時間、特別活動

に相当する時間を一体的に教育課程に組み込むという同様の改革を行いながら、日本とは異なり各中学

校にその実践を拡大させているのが韓国である。韓国では自由学期制（자유학기제）という制度を導入

し、中学校のある一学期間、午前中に教科教育、午後に日本の総合的な学習の時間や特別活動にあたる
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教育活動を行っている。現在、中学校全校で実施されており、期間も学期から学年へ広がりを見せてい

る状況である。自由学期制導入当初は学力低下の懸念に加え、韓国の教育改革が政権ごとに変化してき

た歴史から教育現場が改革に追い付けない現象も考えられ、理念と実態が乖離する可能性があった。し

かし自由学期制においては、政府の想定を上回るペースで制度の普及が進み、自由学年制への移行に際

しても全国の半数近くの学校から試行の希望があった。この経緯を考慮すると、自由学期制は教育現場

から一定の支持を受けているようにも見える。この自由学期制の支持背景をひも解くことで、現在日本

が課題として抱えているキャリア教育の推進に対する示唆が得られるのではないかと考える。 
この問いを深めるべく、本稿では韓国の教育制度を踏まえた上で、日本におけるキャリア教育にあた

る「進路教育（진로교육）」が推進されるに至った背景を概観する。次に進路教育推進の中心的な政策

である自由学期制と、それを現場から支える「進路進学相談教師（진로진학상담교사）」について、そ

の概要を紹介する。最後に韓国の進路教育に関係する日本の先行研究に言及し、自由学期制が現場から

の支持を受けた背景について仮説を立て、今後の研究課題を特定したい。 
 

２．韓国の教育システム 

（１） 学校体系概要 

韓国は日本の約 4 分の 1 の大きさの面積に約 5,100 万人の人口を持つ国である。学制は日本と同じ 6-
3-3-4 制で、日本の小学校にあたる初等学校と中学校が義務教育である。2018 年の就学率は初等学校

97.4%、中学校 97.9%である。また高校への進学率は 99.7%となっている（통계청 2019a）。高校には

大きく分けて、一般高校、特性化高校、特殊目的高校、自律高校がある（申 2014）。特性化高校には、

既存の教育に対するオルタナティブを求める代案学校と、職業教育に特化した職業専門高校が含まれる。

特殊目的高校には英才、科学、芸術、体育、国際、外国語の各高校と、マイスター高校と呼ばれる産業

界のニーズに応じたカリキュラムを運営する高校が含まれる。自律高校は多様な教育のために教科科目

や授業の方式について裁量権を与えられた高校のことで、自律型公立高校と自律型私立高校からなる

（申 2014; 金 2019）。大学については日本と同様 4 年制（一部 6 年制）で、教育大学や放送通信大

学、日本の短期大学に相当する 2～3 年制の専門大学も存在する（常盤木 2014）。 
 

（２）入学選抜のしくみ 

中等教育段階における入学選抜においては、1960 年代に激しい受験競争１とそれによる私教育の弊害

が社会問題化した。そのため、平準化と呼ばれる入試の撤廃と入学者の抽選制が、中学校は 1969 年か

ら、高校は 1974 年から実施されている。中学校は私立も含めて学校の選択権はなく、高校も法律で定

められた地域においては平準化の対象となる。高校の入学者選抜制度は、その実施時期により「前期日

程校（前期校）」と「後期日程校（後期校）」に分けられる２。前期校は特殊目的高校、職業専門高校、

代案学校、自律高校であり３、後期校はそれ以外の高校となる。前期校については、受験生が特定の学校

を志願することができ、入学者選抜も各学校の長が行う４。選抜にあたっての参考資料としては、学生

簿のほか、中学校教員の推薦書や面接・実技などの結果が活用される。一方、主に一般高校から構成さ

れる後期校については、平準化地域においては教育監５が入学者を選抜する。選抜の際の参考資料とし

て、多くの地域では中学校の学校生活記録簿のみが使用されるが、一部には共通の選抜試験を作成しそ

の結果と合わせて選抜する地域もある。合格者は、教育監による抽選で、設置主体に関わらず、地域内

のいずれかの高校に配置される（松本 2016a）。 
一方、大学進学率については日本と比較して高く、一時は 83.8%（2008 年）まで上昇したが、近年は

70%前後で推移している（통계청 2019a）。二階（2019）によると、大学入学のための選考には、大き

く分けて定時募集と随時募集の 2 種類がある。定時募集では、日本の大学入試センター試験に相当する

「大学修学能力試験（修能）」の成績に大きく依拠する。一方随時募集は、日本の指導要録に当たる学

校生活記録簿（学生簿）による選考が中心となる。学生簿選考には国語、数学、英語のような授業科目
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の習熟度を評価する教科型と、授業科目以外の活動を評価する非教科型がある。2007 年から開始され

た非教科型は学生簿総合選考とも呼ばれ、各大学に配置された入学査定官を中心に学生簿、自己紹介書、

推薦書、面接、修能最低基準などを参考にして、学生を多面的に総合評価する。学生簿は高校 3 年間に

どのような活動をしたかを記録する公式的な資料である。記録内容としては、科学発表や英語発表など

の大会受賞や、クラブ活動、ボランティア活動、進路活動、創意的活動、読書活動などである。選抜方

法の比率については、随時募集に当たる学生簿教科選考と学生簿総合選考は増加を続けているが、定時

募集である修能選考は減少している（二階 2019）。なお、韓国では男子に対する徴兵制（約 2 年間）

があり、一般に大学 2 年生になる時に休学をして軍隊に入る男子学生が多い。このため男子は、大学を

6 年以上かけて卒業することになり、また、大学入試のための浪人を避ける傾向があると言われる（常

盤木 2014）。 
 

（３）教育課程 

カリキュラム制度については、初・中等教育段階の学校教育において、日本と同じく政府がカリキュ

ラムの全国的基準を定める制度が採用されている。実際のカリキュラムの編成・運営は各学校が行うが、

カリキュラムの全国的な基準は教育部６長官（日本の文部科学大臣に相当）が告示する「教育課程」にお

いて定められており、これが日本の学習指導要領に相当する。 
韓国のカリキュラムの編成・運営体制は、①教育課程で国家基準を定め、②編成・運営指針で各地域

（市・道）の実情を反映し、さらに③各学校における編成・運営時に現場の実情を反映するという三層

構造をとっている。このように、韓国の教育課程の法制的位置づけや性格は日本の学習指導要領とよく

似ている。ただし、韓国の教育改革は日本より頻度が高く、近年の教育課程の改訂サイクルも不定期に

なっている。韓国では 1954 年 4 月公布の第１次教育課程から 1997 年 2 月告示の第 7 次教育課程まで

はおおよそ 7～10 年サイクルで全面改訂がおこなわれてきた。しかし、第 7 次教育課程を最後にこれま

でのような改訂方法をとらず、第 7 次教育課程を基礎としつつこれに適宜補完・修正を加えていくとい

う「随時改訂体制」へと移行した。教育改革のスピードに教育課程改訂のスピードを合わせる必要が出

てきたからである。この改訂体制に移行してから現在までの間、新旧の区分がなされるほどの大きな改

訂は 2007 年 2 月、2009 年 12 月、2015 年 9 月の計 3 回おこなわれている（石川 2014, 2017）。 
韓国の教育改革は、その政治体制の特色から、政権が交代するごとに変遷してきた歴史がある。中で

も現在に至るまで大きな影響を及ぼしているのが、軍事政権後に誕生した金泳三政権で 1995 年に出さ

れた、「世界化、情報化時代を主導する新教育体制樹立のための教育改革方案（5.31 教育改革案）」で

ある。この法案は、教育の領域に需要者中心主義と競争の原理を導入した点でこれまでの改革とは異な

り、また以後の政権における教育改革の骨組みの役割をも果たしている。内容としては、人性及び創意

性を涵養する教育課程、大学入試制度の改善、学習者の多様な個性を尊重する初・中等教育の運営など

を課題として示したものとなっている。これを受けて、1998 年に発足した金大中政権では「知識基盤国

家の建設」や「人的資源開発」を重視する政策をとった（高 2006; 申 2014）。これは前年の 1997 年

に韓国が経済危機に陥り IMF の支援を受けている状況であったことも大きい。この経済危機を通して、

自国の持つ唯一の資源は人的資源であり、そのためにも教育の役割が重要だという認識が韓国の人々の

間で広まっていった結果、国家カリキュラムのグローバル化が進むことになった（石川 2014）。 

 

３．進路教育推進期間中の社会背景 

ここでは、韓国の進路教育の特徴を理解する上で、どのような社会背景で推進されたかを確認してお

きたい。韓国における進路教育は 1997 年の IMF 金融危機以降に注目されはじめ、2006 年の「生涯進

路開発活性化 5 カ年（'07〜'11）計画案」から本格的にその推進が着手され今日に至る（金／三村 2016）。
その間に金融危機に端を発した就職の不安定化とグローバル化が進んでいる。以下にその内容を整理す

る。 



筑波大学 キャリア教育学研究 第 3 号 
 

4 
 

 

（１）若年層の就職状況 

韓国の若者の就職活動においては、日本と同じく新規学卒者の採用枠が設けられている。ただし中小

企業では、経験者と区別せず随時採用しているところもある。採用過程も日本と似ており、書類審査、

適性試験、面接などによって構成されている。また所持している職業資格などより、出身校の学歴の方

が重視される傾向がある。なお韓国には徴兵制が存在するため、企業側は日本ほど新卒入社にこだわり

がなく、既卒や留年が選考に大きく不利になることはないとされている（文部科学省 2011, p.33）。 
韓国経済の特徴としては、輸出依存度が高いことが挙げられる。2017 年の韓国の輸出依存度は 35.3%

であり日本（14.4%）の 2 倍以上である（総務省統計局 2020a）。また財閥系への依存度も高く、2013
年にはサムスン電子と現代自動車の売上総額は、製造業の売上総額の約 2 割を占めている（外務省 
2016）。経済状況としては、1997 年の IMF 金融危機以降、経済成長は回復へと向かい雇用市場も回復

を示す数値を出す一方で、必ずしも雇用の増加にはつながっていないという分析もある。理由として、

先に挙げた雇用需要の低い輸出や大企業、製造業中心の経済成長であることのほかに、グローバル競争

などの環境変化による海外への拠点移転や外部委託、生産技術の導入により雇用が伸びていないことが

指摘されている（姜 2014）。 
このような経済状況の中、韓国の若年層（15～29 歳）の失業率は他国と比較して高い。2000 年代に

入り 8%台で推移し、一時 7%台に減少したものの再び増加に転じ、2018 年には 9.5%となっている７。

フリーター、就職浪人、ニートなど実質的な失業者を含めると 20%を超えるという指摘もある（ニュー

ズウィーク日本版 2019）。労働の質的側面においても悪化しており、若者の雇用維持率および勤続期

間も減少傾向にある。キム（2018）によれば、このような深刻化の根本的な要因として、韓国労働市場

が「高賃金と良好な労働条件の下、雇用の安定性が保障されると見ることのできる 1 次労働市場と、こ

れと相対的に条件面で劣悪と分類される 2 次市場に区分されており、1 次、2 次労働市場間の移動性が

制約されており、その格差が固定化されて」（pp.21-22）いることから、若者の合理的な選択肢が 1 次

労働市場に限定されてしまうことを挙げている８。さらに、就職活動における競争に向け、「スペック
９」を積み上げて他の学生との差別化を図るため、語学研修やインターン、資格取得など就職準備活動

を行っている。その結果、大卒就業者のうち半数近くが在学中に就職準備のため休学するほどとなって

いる。また、「若者の職場選択基準が求職者自身の好み、独創性、自律性にあるのではなく、大企業、

高賃金、雇用安定性等「人に見せるため」に代表される社会の空気に合わせている」（p.23）ために、

若者の大企業志向が強く、中小企業に労働力不足が起きている。しかし、韓国企業全体のうち 0.1%しか

ない大企業が韓国経済の半分以上を独占している構造 10の中で、大半の中小企業の勤務環境は悪化する

しかなく、したがって中小企業においては韓国の若者たちが望む高い賃金と安定した雇用は実現不可能

であり（金 2019）、そうした状況が中小企業の労働力不足に拍車をかけている。 
また、高学歴による雇用のミスマッチの問題も以前から指摘されている（朴 2009; 姜 2014; 崔 2016

など）。韓国では一流大学に入れば卒業後に安定した職に就けるという親の信念のもと、多額の私教育

費 11をかける傾向が長年続いている（金 2019）。多額の教育費負担で家計が赤字状態になる家庭も存

在するほどで、何度か法律で私教育を禁止して抑制に努めているものの、国全体の私教育費の規模は増

加しており、2019年には2007年の調査開始以来2番目に高い約21兆ウォンとなっている（교육부2020）。
このように高い私教育費をかけて高学歴を得れば、それ相応の仕事や待遇を求めるのは当然であり、大

企業への就職希望をすぐに捨てることは難しい。政府も起業促進や高卒者の採用拡大など対策を打って

いるが成果は出ておらず、問題解決には至っていない。 
 

（２）学力のグローバル化 

韓国の教育に関する各種政策文書で改革の背景として語られるのが、「知識基盤社会」への移行に合

わせた新たな能力を育成する必要性への言及である。石川（2014）は、2000 年代以降の韓国の教育課
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程について、知識基盤社会に対応するために「自己主導的な学習能力や高度な思考力、問題解決能力、

創造性などを育成するための教育内容が重視されていた」と考察している（p.221）。さらに、最新の教

育課程である 2015 改訂教育課程では、その総論において、学校教育の全プロセスを通じて重点的に育

成すべき「核心力量（핵심역량）」という能力を明示しており、グローバル化に対応しようとしている

ことが読み取れる（石川 2017; 上野 2018）。 
自由学期制についても同様の文脈で位置づけられており、2015 年に教育部が発表した「학생의 꿈과 
끼를 키워 행복교육을 실현하는 중학교자유학기제시행계획(안)（学生の夢とやる気を育てる幸福教育

を実現する中学校自由学期制施行計画（案））」では次のように述べられている。つまり、OECD の

DeSeCo プロジェクトに触れつつ、21 世紀の人材が備えるべき能力を涵養するために努力しているもの

の、数学や科学が好きな学生の割合が低く、幸福指数も OECD 加盟国のうちで最下位である。そういっ

た状況を踏まえ、現在の教育を「学生達の夢と才能を育てる幸福教育（학생들의 꿈과 끼를 키우는 
행복교육）」（p.1、訳は筆者）に転換する必要があり、その転機として自由学期制を全中学校に拡大す

る、とされているのである（교육부 2015）。この内容は、PISA における好成績と低意欲が、競争中心

の教育から興味・適性中心の教育への転換に正当性を与えた、という指摘（金 2018、p.162）が如実に

表れたものであろう。 
 

４．進路教育推進の具体的施策 

具体的な政策については金／三村（2016）が大小さまざまな施策を紹介しているが、進路教育の推進

においては、自由学期制と進路進学相談教師が相乗的な効果をもたらしていると指摘している。したが

って、ここでは自由学期制において中心的な役割を果たしている創意的 12体験活動と自由学期制、そし

て進路進学相談教師に着目して整理したい。 
 

（１）創意的体験活動 

創意的体験活動は、日本における特別活動と総合的な学習の時間を組み合わせたものにあたる活動で

ある（石川 2014, 2018）。内容は、自律活動、サークル活動、ボランティア活動、進路活動から構成さ

れる。初等学校・中学校では平均週 3 時間、高校では平均週 4 時間実施されている。石川（2018）は創

意的体験活動の特徴として、教科横断的な体験的学習活動からサークル活動やキャリア教育までを含む

総合的な内容となっていること、活動内容の決定には教育現場に大きな裁量が与えられていること、活

動集団ではなく活動内容を機軸として構成していること、を挙げている。 
このような特徴を持つに至ったのは、創意的体験活動の新設に至った経緯が特別活動と裁量活動の統

合であったからである。韓国において特別活動は、1954 年に初めて教育課程に登場した。一方裁量活動

は、1992 年の第 6 次教育課程において「学校裁量時間」として初めて追加された。これは学校におい

て、自由に特定の教科目を設定できる時間であった。その後第 7 次教育課程では特別活動の領域が従来

の学級活動、学校活動、クラブ活動の 3 つであったものから、自治活動、適応活動、啓発活動、奉仕活

動、行事活動の 5 つに編成し直された。これは、活動集団を軸とした視点から活動内容を軸とした領域

設定へと変更することで、より具体的な活動を提示し目標の達成に向かいやすい体制を整えることが目

的であった（田中 2007, 2017）。一方、学校裁量時間は「裁量活動」に名称変更され、時間数も週 1 時

間から 2 時間（年間 68 時間）に増加、対象も初等学校 3～6 年から、初等中等高等学校全段階に拡大さ

れた（田中 2017）。裁量活動は、教科に関する深化・補充学習をおこなう「教科裁量活動」と、学校ご

との特性や児童・生徒のニーズに応じて教科横断的な学習と自己主導的学習をおこなう「創意的裁量活

動」の 2 つから構成されていた。 
その後 2009 改訂教育課程にて「特別活動」と「裁量活動」を統合し、「創意的体験活動」の新設に

至った。その目的としては、従前の裁量活動や特別活動が政府や市・道教育庁から一定の統制を受けて

いたのに対し、創意的体験活動ではこれらの活動をひとまとめにしてその運営を各学校の裁量に委ねる
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ことで、より多様な体験的学習活動を柔軟に運営できるようにすることであった（石川 2014）。この

ようにして生まれた創意的体験活動の総合性や運営の柔軟性といった特徴は、自由学期制の運営を支え

る上で重要なものとなっている。 
 

 

（２） 自由学期制 

自由学期制は、2012年に当時候補者だった朴槿恵大統領が選挙公約として掲げたのが始まりである。

自由学期制では、午前中に教科の時間、午後に自律課程と呼ばれる時間を設けている。自由学期制につ

いては松本（2016b）、佐藤（2017）によって概要が紹介されており、以下、これらに依拠する形で整

理する。 
まず、自由学期制の概念について、교육부（2015）は「中学校課程のある一学期間、生徒が筆記試験

の負担を免れ、夢と才能を育むことができるよう、討論や実習など生徒参加型の授業へ改善し、また、

進路探索活動など多様な体験活動が可能となるよう、教育課程を柔軟に運営する制度」（p.6、訳は松本

（2016b）による）と説明している。目的については、第一に「自身の適性と未来を探索し、設計する

経験を通して、自らの夢と才能を見いだし、持続的な自己省察及び発展の契機を提供」すること、第二

に「知識と競争中心の教育から、創造性や人格、自己主導学習能力など、未来のキー・コンピテンシー

の汎用が可能な教育へ転換」すること、第三に「学校の構成員間の協力及び信頼の形成、積極的な参加

や達成経験を通して、生徒や保護者、教員の全員が満足する幸福教育を実現」すること、の三点を挙げ

ている（p.6、訳は松本（2016b）による）。制度の説明に「進路探索活動」と具体的な例が挙がってお

り、また目的の内容からも進路選択に関する機会を作り、自律に必要な諸能力を育てたいとする意図が

見えることから、自由学期制は進路教育に重点を置いた制度であることが確認できる（松本 2016b）。 
次に、実際の運用について、どの学期を自由学期に設定するかは、第 1 学年の第 1 学期か第 2 学期、

もしくは第 2 学年の第 1 学期の 3 つ 13の中から、当該校の教員や保護者の意見を踏まえつつ、学校長が

決定する。中学校の前半期が対象とされる理由は、中学校第 1、2 学年が「身体や情緒、認知、社会性な

どの変化が急速に生じる青年前期に当たり、夢や才能の探索教育に適しているため」（교육부 2015, p.10、
訳は松本（2016b）による）とされている。教育課程では 170 時間以上の自由学期活動を求められてい

るが、教育部が示すモデルによれば、週当たり 33～34 時間の授業時数のうち、11～13 時間が体験学習

の時間に充てられる（교육부 2015, p.9）。この時数分を確保するために、主に創意的体験活動の時間を

利用している。なお、不足分は純増して対応するのではなく、教科の授業時数を最大 20%まで減少する

ことで調整し 14、その減少分を自律課程に移すことで実施される。橋本／劉（2018）の調査によれば、

時数が減少した教科の担当が活動を行い、その教科と関連した社会の専門分野や職業を含み、職業に特

有な活動にも従事することとなっている、と報告している（p.24）。 
自由学期内の活動の領域については、進路探索活動（진로탐색 활동）、主題選択活動（주제선택 
활동）、芸術・体育活動（예술・체육 활동）、サークル活動（동아리 활동）の 4 領域がある 15。進路

探索活動については、職場体験など進路・職業関連の内容を実施する。主題選択活動については、学生

の興味、関心事に合う人文社会、探究、教養プログラムを行う。芸術・体育活動は学生の希望に沿った

芸術や体育に関する活動を行い、サークル活動は学生たち共通の関心事を土台に自発的、自律的な学生

中心の活動を行う（교육부 2015; 佐藤 2017）。また体験学習以外の時間の通常の授業も、生徒の自律

性や創造性を伸ばすことを目的として討論や実習、自己主導型学習が積極的に組み込まれている。なお、

自由学期中は中間・期末考査などの筆記試験は実施されない。生徒の達成水準や参加度、態度、活動内

容などを中心に学生簿に記述され、評価の数値化は行われないこととなっている。 
制度の導入状況を見ると、2013 年の導入当初は 42 校の研究校のみであった。翌年度からは研究校以

外での運営も認められ、2014 年度は全体の約 25%にあたる 811 校が実施した。2015 年度は教育部の当

初の目標である 50%を大きく上回る約 80%、2551 校が導入し、当初の計画通り 2016 年からの全面実



筑波大学 キャリア教育学研究 第 3 号 
 

7 
 

施に至った。2017 年に文在寅政権に交代した後も政策の変化はなく、むしろ自由学期制の充実と自由

学年制の拡大がうたわれ、「中学校自由学期制拡大‧発展計画（중학교 자유학기제 확대‧발전 계획）」

が発表された。교육부（2017）によると、2018 年より、希望する学校 1470 校（全体の 45.8%）を中心

に試験運営を経て、その成果をもとに段階的に拡大する計画となっている。自由学年制では中学 1 年生

を自由学年とし、年間最低 221 時間以上充てることとなっている。また、学年へ広げるのではなく、自

由学期の次の学期を、変化の継続性を持たせるために「連携学期」として運営する学校に関しても言及

されている。該当校は、連携学期において自由学期の 4 つの活動のうち、2 つ以上の領域に特化して、

当該学期中に 51 時間以上を充てる。なお、連携学期を運営する学校 516 校（全体の 16％）のうち、自

由学期と連携学期を運営する学校は 150 校、自由学年と連携学期を運営する学校は 366 校となってい

る。 
 

（３）進路進学相談教師制度 

2011 年に、進路教育に関わる専門の教師である「進路進学相談教師（진로진학상담교사）」が導入さ

れた。同年に発表された「進路進学相談教師の配置及び運用指針（진로진학상담교사 배치 및 운영 
지침）」によると、進路教師副専攻資格研修「進路進学相談（2 級）」を受ける、もしくは教育部が指

定する大学院課程を修了することにより「進路進学相談」の科目資格を与え、それに基づき教育監から

発令を受けた教師を「進路進学相談教師」と定義している（교육과학기술부 2011a）。研修内容は現場

の専門知識と実践的研修を強化する形で、合宿研修、ワークショップ、実習、現場体験など様々な研修

方法を用いて 570 時間行うこととなっている（교육과학기술부 2011b）。2010 年度より最初の研修が

開始され、2014 年度までに全国の 90％以上の中学校・高校への配置が完了した。これにより、自由学

期制の全面施行と定着に際する人的な基盤が強化されるとしている（교육부 2013）。 
韓国の学校教育における、教育相談の担い手としての相談教師制度は戦後早くから導入されており、

1990 年代には「進路相談教師」と呼ばれることもあったが、その後「専門相談教師」という名称となり

現在に至っている（張 2017）。しかし、専門相談教師は絶対数が不足しているうえ、生活指導に偏っ

ており、専門的な進路・進学相談を行うのは難しいとされた。その上、2009 改訂教育課程で「進路と職

業（진로와 직업）」の選択科目が新設されたことや様々な特色を持った高校の選択における進路指導が

重要になってきたこと、また入学査定官制の本格導入に際して体系的な進路指導が必要になったことか

ら、進路・進学の専門性を持った教師が求められることになった（교육과학기술부 2010）。 
進路進学相談教師の職務内容は教育部が示したガイドラインに沿って、各教育監が定めている。例と

して、ソウル特別市教育庁が示している職務が表 1 である。進路進学相談教師は担任教師やその他の教

師と連携して進路教育活動を実施するとともに、担任や教科担当の教師は通常の授業時間だけでなく放

課後や創意的体験活動の時間を利用して円滑な進路相談の実施に協力するよう求めている。 
 
５．日本における進路教育に関係する先行研究 

最も多いのが自由学期制を支えている創意的体験活動についての研究である。日本では韓国の教科課

程研究の中で扱われた研究が多い（田中 2017）。たとえば、井出（2013）は創意的体験活動の中に集

団への「適応」を入れ込むことで各学校の裁量権拡大とのバランスをとっていることを、ナショナルカ

リキュラムの変遷を通して明らかにしている。またグローバル化という視点から石川（2014）は、国家

カリキュラムにおけるグローバル化対応が本格化した第 7 次教育課程、2007 改訂教育課程、2009 改訂

教育課程を中心にその内容の変遷と特徴を検討している。その中で特にグローバル化に関連する事項の

ひとつとして体験的な学習活動の重視を挙げている。石川は 2000 年代以降の国家カリキュラムでは体

験的な学習活動が重視されるようになったことを重要な変化として指摘し、2007 改訂教育課程の際に

週 5 日制の導入にあたり創意的裁量活動の授業時数が維持されたこと、2009 改訂教育課程において創

意的体験活動を新設しその運営を各学校の裁量に委ねることとしたことを具体的な例として示してい



筑波大学 キャリア教育学研究 第 3 号 
 

8 
 

る。 
一方、創意的体験活動そのものを扱った研究として、田中（2007）および田中（2017）、石川 

（2017）がある。田中（2007）では、第 7 次教育課程における特別活動の 5 つの領域のひとつ「適応活

動」の中に「進路と職業選択の重要性を認識し、自信の適性と素質に合った進路を探索、設計する」（p.34）
という目標が存在していることに言及している。さらに田中（2017）では、創意的体験活動がこれまで

の韓国における特別活動と異なるのは「進路活動が領域化し強調された点のみである」と述べ、「キャ

リア教育のニーズの高まりがうかがえる」と述べている（p.35）。 
次に、自由学期制について、先に挙げた松本（2016b）や佐藤（2017）は、ともにキャリア教育との

関連性を指摘しており、特に松本は自由学期制について「本質的な狙いは、学校教育におけるキャリア

教育体制の構築にあ」り、「より効果的なカリキュラム運営の仕組みを制度化しようとする野心的な試

みといえる」（p.170）と位置づけている。運営に関しては、金／三村（2016）が自律課程について、中

央には「自由学期支援センター」と「自由学期・進路体験支援センター」、各自治体には「進路体験支

援センター」を設けて、学校と地域社会の連携を円滑に進められるよう支援していることを紹介してい

る 18。さらに、キャリア教育を支える人的資源としての進路進学相談教師の配置により、自由学期制の

実施を支えることができていると指摘している。 
なお、キャリア教育という観点から自由学期制について論じたものは、管見の限り橋本／劉（2018）

の研究のみである。橋本らは総合的な学習の時間における実践について示唆を得るために、2015 年に

ソウル市内の中学校 2 校でアンケート調査を実施した。その結果、約 80%の生徒が将来の職業を考える

ことができたと回答していることなどを紹介しながら、「教科を意識させない時間に、或いは、教科の

時間であっても職業を身近に感じさせることは、自己の将来を考えさせるのに効果的である」（p.28）
としている。 
最後に自由学期制の課題として、松本（2016b）は「伝統的な」学力観に基づく学習活動から離脱す

ることによる学力低下への懸念が現場に根強くあること、職業体験機会について企業との協力体制が整

＜表 1＞中等学校進路担当教師の職務 

1. 進路進学相談部長等として、学校の進路教育の総括 
2. 学校進路教育課程運営計画とプログラム運営 

 - 進路教育集中学年・学期制と進路体験教育課程編成・運営支援 
3. 「進路と職業」の科目の授業、創意的体験活動のうち「進路活動」の指導（週 10 時間以内） 
4. 進路・進学関連の学生の進路相談（週平均 8 時間以上） 
5. 創意的体験活動中の進路活動運営計画と運営 
6. 学校段階に従って個人に合わせた進路指導や進学指導 
   - 学校生活記録簿の小・中・高の進路に関する情報連携を土台に、個人別に合わせた進路指導 
7. 先就職後進学 16の学生の進路設計支援 
8. 進路と学習計画書作成支援 
9. キャリアポートフォリオの指導 
10. キャリアネット 17などの進路教育関連心理検査の活用とコンサルティング 
11. 校内外の進路探索活動の企画・運営 
12. 校内の教員対象の進路教育力量強化研修の総括 
13. 保護者対象の進路教育研修とコンサルティング 
14. 進路教育関連教育寄付などの地域社会や関係機関とのネットワーク管理 
15. その他の学校長が定めた進路教育関連業務 

出典：서울특별시교육청（2016）『2016 중등학교 진로전담교사 배치 및 운영 지침』（ソウル

特別市教育庁（2016）『2016 中等学校進路担当教師の配置及び運営指針』）p.6 より筆者訳 
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っておらず地域間格差も存在すること、を指摘している。金／三村（2016）も、自由学期制の導入に際

して学校と地域社会の連携という点で抵抗が存在する可能性について言及している。 
しかし、これらの課題が想定されたにもかかわらず自由学期制は自由学年制へと拡大をみせている。

これらは単に政治的トップダウンで進められたというだけでなく、교육부（2017）に示された 19 よう

に、生徒、教師、保護者がともに効果を認識し、一定程度賛同していることも背景にあると考えられる。 
 

 

６．まとめと今後の課題 

これまで韓国の進路教育について、その背景となる教育システムや時代背景を確認しつつ、自由学期

制を中心に整理してきた。その結果、日本とは基盤となる教育システムに類似する点が多いことを確認

できた。また高校への進学率が 100%に近いこと、就職のための学校歴獲得、学校歴獲得のための受験

が存在しうることなど、教育熱が高く、学校歴を中心とする社会であることも類似点として挙げられる。

さらに、日本のキャリア教育、韓国の進路教育双方の推進背景に共通して若者の雇用の問題や学ぶ意欲

の低下の問題が存在し、また知識基盤社会に対応するための新たな能力の育成を目指しているという状

況も両国に通ずるものがある。 
一方、異なる点としては日本ではキャリア教育の実践は現場に任される比重が大きいが、韓国では進路

教育とそれを支える制度を一体として推進してきた点である。2015 年の進路教育法の制定はその象徴

であろう。法整備がなされたこと自体を教師がどのように認識していたかは考慮にいれておかなければ

ならない。加えて、韓国には進路進学相談教師という専門家が学校組織の内部に存在しているのも大き

な制度上の違いである。日本では冒頭に指摘した通り、キャリア教育に対する教師の理解がまだまだ不

足している。またキャリア教育の担当者は何年かに一度交代する上、職務に就くうえで特別な資格や訓

練を必要としない。つまり、日本では校内に専門家が存在しない中でキャリア教育を推進しようとして

いる。この専門家の有無が、教師の進路教育／キャリア教育の理解度に与える影響もまた大きいと考え

られる。まずは進路進学相談教師が現場で実際にどのような業務に携わっているかを確認する必要があ

る。そして、その業務内での他の教師たちとのやりとりによって、教師たちがどのように進路教育への

認識を変えていったのかを明らかにしていきたい。 
 

【註】 

1．当時、中学校は義務教育ではなかった。 
2．英才高校については前期校より早く入学者選抜が行われ、高校入試で唯一筆記試験が行われる。 
3．2019 年に文在寅政権によって、特殊目的高校と自律型私立高校は後期校に回された（金 2019）。 
4．ただしその方法については、法律上、教育監によって規定されている。 
5．韓国には 17 の広域自治体に設置されている教育庁があり、その長が教育監である。なお教育監は選

挙によって選ばれる。 
6．日本の文部科学省に相当する。なお、2001 年から 2008 年まで「教育人的資源部」、2008 年から

2013 年まで「教育科学技術部」という名称であった。 
7．日本の若年層（15～24 歳）の失業率は 3.8%（2019 年、総務省統計局 2020b）、韓国全体の失業率

は 3.8%である（2018 年、韓国統計局 2019b）。 
8．中小企業の平均賃金比率は大企業の 60%台である。また社会保険加入率、退職金適用率、勤続年数

等でも 1 次、2 次労働市場間の格差が大きい（キム 2018）。 
9．就職に必要なスキルや資格のこと（キム 2018, p.87）。 
10．韓国経済に占める割合として、資産総額は韓国全体の 60%、輸出額は 66.3%、投資は 71.4%となっ

ている（金 2019）。 
11．家計において拠出される家計教育費のことを指す（田中光晴（2009）「韓国における私教育費問題
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と政府の対応に関する研究－教育政策の分析を通して－」『比較教育学研究』第 38 号、pp.87-107）。 
12．「創意的」という言葉について、日本の先行研究においては以下のように紹介されている。たとえ

ば井出（2013）によれば、創意的体験活動は、究極的には「配慮と分かち合いを実践する創意人材」を

養成することを目標としていると指摘する。そしてここでの「創意」とは、「新しいものを創案して表

明する特性」と定義している、と述べている（p.9）。また、田中（2017）は「創意的人材」像とは、「人

性（character）と知識、核心力量 を兼ね備え、新しい価値あるアイディアや産出物を創り出すことが

できる能力をもつ者」と定義されている、と紹介している（p.30）。さらに石川（2018）も同様の指摘

をしつつ、そういった能力や実践力を身に付けるには、知識・技能の習得とともに、多様な活動と経験

の積み重ね、およびその内面化を通じてこそ涵養できるものであるという考え方が反映されていること

に言及している（p.36）。このようにみていくと、「創意的」という言葉には「新しい価値、考え方や

その他の産出物を作り出す能力を身に付けられるような」といった意味が込められていると捉えること

ができるだろう。 
13．韓国はすべて 2 学期制である。 
14．2009 改訂教育課程にて、各学校が柔軟な教育課程運営を可能にするため、配当時数を 20%の範囲

内で増減できることとされた。なお、同時に「学年群」「教科群」も導入され、同じ学年群、同じ教科

群であれば、基準時数をどの学年でどの教科を何時間するかは各学校の裁量に任せられた（佐藤 2017）。 
15．교육부（2015）ではそれぞれの活動内容例が挙げられている。進路探索活動の例として、進路検査、

招待講演、ポートフォリオ制作活動、現場体験活動、職業探訪、模擬起業など。主題選択活動の例とし

て、ドラマと社会、3D プリンタ、ウェブトゥーン、幸福教育、金融・経済教育、憲法・法秩序教育、人

格教育、スマートフォンアプリなど。芸術・体育活動の例として、演劇、ミュージカル団、作詞・作曲、

壁画を描く、デザイン、サッカー、バスケットボール、スポーツリーグなど。サークル活動の例として、

文芸討論、ラインダンス、科学実験、天体観測、写真、ビデオ、郷土芸術探訪など（p.8）。 
16．高校卒業後まず就職（先就職）し，その後職場生活と大学への進学（後進学）を並行できるという

制度（田中光晴（2018）「National Competency Standards を基盤とする高校職業教育課程について－

韓国の NCS に着目して－」『東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要』4 巻、pp.107-120）。 
17．教育部が韓国職業能力開発院に開発・運営を委託して 1999 年に開設されたもので、総合進路情報

網として、心理テストや進路相談、職業情報、学科情報など進路全般の情報が掲載されている。URL: 
https://www.career.go.kr/（最終閲覧：2020/4/15） 
18．中央に韓国教育開発院所属の「自由学期支援センター」と韓国職業能力開発院所属の「自由学期・

進路体験支援センター」がある。一方で各自治体には「進路体験支援センター」があり、「自由学期・

進路体験支援センター」からコンサルティングなどの支援を受ける（金／三村 2016）。 
19．調査を行った結果、学校生活における幸福感の上昇、教師の授業能力の向上、親の学校教育への信

頼の向上などが見られた（교육부 2017）。 
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［研究ノート］ 

 

キャリア教育の目的・規範論をめぐる論点 

―ケイパビリティ・アプローチの応用可能性に着目して― 

 

安里ゆかし（人間学群教育学類・4 年） 

 

 

１．問題の所在と本稿の目的 

1990 年代以降、我が国における貧困が顕在化し、とりわけ「子どもの貧困」は社会的な注目を集めて

きた。「子供の貧困対策に関する大綱」（内閣府 2019）等、政策レベルでの対応もなされるようになり、

そこでは教育的支援に大きな期待が寄せられている。しかし、教育こそが貧困や格差の再生産装置とし

て機能してきたという長年の指摘に鑑みれば、上述の政策は、教育によって将来的に貧困から脱却する

機会を用意したにすぎず、貧困そのものの緩和・解消に向かっていないことに対する批判が向けられて

きた。教育学分野に対しても、「無批判に教育に期待することをやめて、教育自体を批判的検討の対象と

するべき（松本 2013, p.8）」であるとして、教育の在り方を根本的に見直すことが重要な課題となって

いる。教育（学）にとって、貧困そのものの解決は手に負えないとしても、「貧困が、子どもの希望を…

限られた範囲に押しとどめている…だからこそ、希望の抱き方を広げ、いままで選択肢に入ってこなか

った項目にも可能性を開いていくこと、つまり『希望への教育』（宮寺 2014, pp.48-49）」が、その果た

すべき役割として重要ではないだろうか。 
子ども・若者の、将来的な社会的・職業的自立に関心を寄せるキャリア教育１は、宮寺が言うところの

「希望への教育」を担う領域であると言うことができるだろう。学校から学校、学校から社会・職業へ

の移行（以下、社会的移行）の困難の背景に貧困が隠れている可能性は高く、キャリア教育は社会的移

行に困難を抱える人々の実態やその支援の内容・方法は、キャリア教育における研究の主たる関心だか

らである。それにも関わらず、今日の日本のキャリア教育の方向性を示した「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）」（中央教育審議会 2011）で、貧困の問題に言及されてい

ないなど、貧困の問題を踏まえたキャリア教育の在り方をめぐる議論が活発に行われてきたとは言い難

い。その背景には、貧困そのものを解消することは難しい教育そのもの性質もあるだろうが、キャリア

教育における目的・規範をめぐる議論が十分になされてこなかったことによって、貧困をキャリア教育

における問題として捉える視座が確立されていないことにあると考える。 
他方、欧米諸国では、キャリア発達における社会経済的要因の重視や、「周辺的な層」へのキャリアガ

イダンスへの関心が近年高まっており、2000 年代以降、社会正義論に依拠するキャリア支援論が隆盛

を見せている２。この社会正義のキャリア支援論は、社会正義の名の下で、社会的移行に困難を抱える

人々へのキャリア支援の必要性を強調し、キャリア支援の目指すところを社会正義として示す規範理論

を備えているように見えないこともない。しかしながら、社会正義が「概念的には、社会正義は多義的

な解釈及び言説に開かれているにも関わらず、その用法はずさんで、日常的な言語のように‘常識的な’

意味範囲で用いられたり、平等言説の婉曲表現として用いられたりしている。…研究者たちは、全般的

な実践において、社会正義を位置付けるために必要なものを特定してきた一方で、そこには、社会正義

の異なる考え方を提供する哲学についての議論も、それらが実践にどう影響しあるいは作用し得るのか

についての議論もほとんどない（Irving 2010, p.51）」。社会正義のキャリア支援論が、社会正義論その

ものに深く立ち入らないこの傾向は、下村（2020, p.335）も指摘する通りである。キャリア支援が目指

す方向性として社会正義を標榜しながらも、実のところその内実は曖昧なままなのである。 
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このように、キャリア教育における目的・規範をめぐる議論の不足は、国内外を問わず、指摘できる

ことだと言えるだろう。では、なぜそのことを問題にして、議論を深める必要があるのか。例えば、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, p.17）」という定義から、その目的は「一人一

人の社会的・職業的自立」であると言うこともできるはずである。しかし、広田（2009）が、教育基本

法や学習指導要領を例に挙げて、「…なぜそれらが必要なのか。法律に書かれているから、というのでは

納得できる理由にはならない（p.107）」と述べているように、なぜ「一人一人の社会的・職業的自立」

を目指すのか、そもそもそれは何を意味するのかという、より哲学的な地平において問う必要がある。

日本においてキャリア教育という用語が登場する以前、その前身にあたる進路指導について、藤田（1995）
は、「進路指導とは、どのような理念を掲げ、何を目的とする教育行為であるのか。また、あらねばなら

ないのか。」という議論が不足していることを指摘し、「進路指導の目指すべき方向性も、論者個々の感

覚的・情緒的論拠に基づいて語られるにとどまり、…蓄積なき拡散の危険性にさらされる」と、その解

明の必要性を説いている（p.30）。この指摘は、「教育学における『規範欠如』の問題は、個々の教育学

研究においては、教育構想や教育実践のために、そもそもどのような方向に研究を進めていけば『よい』

のか、そしてまた、教育学が蓄積してきた多様な知見をいかに協働的に活用することができるかという、

その『指針欠如』の問題に直結する（苫野 2017, p.1）」という苫野の指摘とも重なり、今日のキャリア

教育研究に鋭く突き刺さる。冒頭で述べた「子どもの貧困」の問題も、なぜそれをキャリア教育におい

て取り組むべき問題とするのか。その問題にどのような方向性で寄与するのか。その議論がなされなけ

れば、キャリア教育が、「子どもの貧困対策」のひとつとして、就労支援や早期離学防止策と矮小化され

ても、「それは矮小化である」と主張する時に拠って立つ足場は脆いものになってしまうだろう。 
社会正義のキャリア支援論が、キャリア支援の本質に立ち返ろうとするものであるならば（下村 2020, 

p.26-27）、社会正義論そのものに深く立ち入ってみることで、キャリア支援ならびにキャリア教育の目

的・規範に対する示唆を得ることは可能ではなかろうか。アマルティア・センのケイパビリティ・アプ

ローチは、ある個人が有形無形の財を用いて達成することのできる選択肢の集合を意味するケイパビリ

ティの概念に焦点を当て、その中でもとりわけ重要な基本的ケイパビリティの平等を主張する考え方で

ある。このアプローチは、後に詳述するが、分配の正義論において、「人間の能力の開発から、公正な社

会を展望する」「教育の視点」を持つとされている（宮寺 2014, p.49）。さらに、キャリアカウンセリン

グやキャリア開発の理論と高い親和性を持っていることが Robertson（2015）によって示されており、

キャリア開発への理論的な応用に向けてその論点の整理も試みられている（Robertson/Edgell 2018）。
しかし、これらの試みは、実践のガイドラインとしての理論構築を目指すものであり、キャリア教育の

方向性を示す目的・規範論の導出を企図しているわけではない。 
本稿では、教育学のメタ理論体系の構築を試みた苫野（2017）や、教育という介入行為の正当性をめ

ぐるパターナリズム正当化論における議論を参照しつつ、ケイパビリティ・アプローチをキャリア教育

における目的・規範論として応用する際に留意すべき論点を整理することを試みる。 
 

２．ケイパビリティ・アプローチの概要 

 まず、ケイパビリティ・アプローチについて、主要な概念と基本となる考え方の整理から始めるこ

とにしたい。ケイパビリティ・アプローチは、経済学の中でも、センがとりわけ関心を寄せる厚生経済

学という領域において提唱された。厚生経済学は、「さまざまな政策提案を順序付けることができるよ

うな基準を提供する（ヨハンソン 1995, p.4）」ことを基本的な目的とする領域である。このような順序

付けの基準には価値判断が伴い、「政策 A が政策 B よりも優れていると主張するとき、どのような価値

判断が用いられているかということを明確にすることが重要（ヨハンソン 1995, p.4）」になる。このよ

うな価値判断の 1 つに、人々がよい状態（well-being）にあるかどうか（以下、人の福祉と言う）とい

う視点があり、それを判定するためのアプローチとしてセンはケイパビリティに焦点を当てることを提
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案するのである（セン 1988, p.ix）。そのため、経済学の理論とも深く関わっているが、教育学における

応用という目的に照らして、ケイパビリティ・アプローチの核となる概念及びその関係性についてのみ

簡潔に説明する（図 1 参照）。また、用語について、「ケイパビリティ」や「ファンクショニング」は、

それぞれ「潜在能力」や「機能」という訳語を当てることが多いが、本稿ではケイパビリティ・アプロ

ーチ以外の文脈で用いられる「能力」や「機能」という言葉との混同を避けるため、訳語は用いずカタ

カナで表記する（引用文で訳語が用いられている場合には、〈〉を付けて、〈ケイパビリティ〉〈ファンク

ショニング〉と置き換えて表記する）。 
 

 
図 1 ケイパビリティ・アプローチにおける各概念の関係性 

（神島（2015, p.154）を参考に筆者作成） 
 
人の福祉を判定する伝統的なアプローチには、④効用や①財に焦点を当てるアプローチがあるが、セ

ンは、そのどちらも人の多様性を配慮していないと批判する。図 2 のフローチャートとは順番が前後す

るが、まず効用について説明する。効用は、功利主義において、満足、幸福あるいは欲望充足として定

義づけられてきた一方で、「その内容は問わずひとが最大化するもの（あるいは最大化すると考えうる

もの）とか、その判定方法は問わず単にひとの福祉や優位を表わすものは、おしなべて『効用』と称さ

れている（セン 1988, pp.12-13）」。そのことによって、よい効用状態をよい状態と単純化してしまう。

この単純化がもたらす問題は、「欠乏・抑圧・暴力に慣れてしまったがために、ほんの少しの変化で効用

が高まってしまう人びとの存在が見逃されてしまう（神島 2015, p.143）」ことである。したがって、「効

用」に着目して人の福祉を判定しようとすることは、「一貫して欠乏状態に置かれている人々に対して

は非常に不公正であり得る（セン 2000, p.69）」。 
では、財はどうか。財には、物的なものだけでなく、機会や権利等も含まれる。平等理論の分配論の

代表的な論者であるジョン・ロールズをはじめ、財（goods）（あるいは「資源（resources）」：本稿では

統一して「財」と言う）の平等な分配についての議論は、「成果から（中略）成果を達成するための手段

へと移行」させ、「自由の重要性へと目を向けさせることに貢献した（セン 1999, p.50）」。しかし、あ

る個人が財を所有することは、実際にその財を用いて何をなし得るかということまでは教えてはくれな

い。したがって、センは、人の福祉について理解するためには、人の③ファンクショニングすなわち、

人が行い得ること／なり得ることにまで考察を及ぼす必要があるとする（セン 1988, p.22）。また、フ

ァンクショニングは、それを実現するために利用される財とも、ファンクショニングによって得られる

効用とも区別されなくてはならない。セン（1988, p.22）の例を借りれば、自転車を所有すること（財

の所有）と、自転車を乗り回すこと（ファンクショニング）と、それによって得られる喜び（効用）を

同一視すべきではなく、財はファンクショニングに先立ち、効用はファンクショニングの後にくる（セ

ン 1988, p.22）。図 1 で④効用を③ファンクショニングと横並びではなく、下に位置付けているのは、

効用はあくまで副次的に発生する個人の主観的なものであり、人の福祉をより客観的に評価する際に注

目すべきはファンクショニングであることを焦点化するためである。 
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センは、「生活とは、相互に関連した〈ファンクショニング〉（ある状態になったり、何かをすること）

の集合からなっていると見なすことができる（セン 1999, p.59）」と述べている。一方、②ケイパビリ

ティは、ある個人が選択可能なファンクショニングのすべての組み合わせであり、「どのような生活を

選択できるかという個人の『自由』を表している（セン 1999, p.60）」。またケイパビリティは、福祉を

達成するための手段としての自由という意味で重要であると同時に、本質的な自由として重要な意味を

持っている。なぜなら、「選択するということは、それ自体、生きる上で重要な一部分」であり、「選択

の機会が増すとともに人々の生活を豊かにし、福祉の増進に直接
．．

貢献する」からである（セン 1999, p.61）
（傍点は原文ママ）。また、ケイパビリティの中でも特に重要なケイパビリティを基本的ケイパビリテ

ィ（basic capability）と言い、貧困とは基本的ケイパビリティが剥奪された状態であると解釈される。

しかし、セン自身は、普遍的な基本的ケイパビリティをリスト化することについては、文化相対主義の

立場をとり消極的であったものの、近年はリスト化への歩み寄りを見せており、その背景には「彼が経

済学的な分析目的のみならず、政治的な分配目的
、、、、、、、、

（原文ママ）でも、ケイパビリティ・アプローチを用

いはじめたことのあらわれである」と神島は指摘する（神島 2015, p.152）。 
また、①～③それぞれに「空間」と付してあるのは、その中にさらにそれぞれの「集合」が存在して

いることを意味している。「財空間」には、どのような財の組み合わせを購入できるかという「予算集合」

が複数存在し、人々はその「集合」のどれかを選択をする。「ケイパビリティ空間」にも同様に、どのよ

うな生活を選択できるかという「ケイパビリティ集合」が存在し、人々はまたその「集合」のどれかを

選択する（セン 1999, pp.59-60：神島 2015, pp.154-156）。そして、ある個人によって選ばれた「ケイ

パビリティ集合」は「ファンクショニング集合」へと変換される。ケイパビリティとファンクショニン

グの関係は、前者が未達成であるが達成可能なファンクショニングを意味していると解釈できる。 
重要なのは、これまでの効用アプローチと財アプローチの間に、ファンクショニングという概念を置

くだけでなく、ケイパビリティという概念を置いたことである。そのことによって浮き彫りにされるの

が、図 1 で言うところの a）「多様な変換効率」と b）「個人の選択」であり、この 2 つの過程が可視化

されることによって、従来のアプローチと比べて個人の多様性を捉えることが可能になる。「多様な変

換効率」は、ある財を実際に用いることができるかどうかは、個人間の多様性に依存することを表現し

ようとするものである。先の自転車の例で言うならば、障害の有無や自転車を漕ぐスキルといったこと

が、自転車で移動するというファンクショニングに影響を与えることを意味する。そして、「個人の選

択」は、選択可能な「ケイパビリティ集合」から個人の価値判断に基づいて、選択がなされることを意

味する。この選択において重要なのが、エージェンシーの概念である。エージェンシーとは、「行動し変

化をもたらす人物、そしてその業績を何か外部の基準によっても評定するかどうかはともかく、その人

自身の価値と目的を基準に判断されるような人物（セン 2000, p.18）」である。ただし、特別そのよう

な特徴を持つ人物を指すわけではなく、どの人もエージェンシーとしての側面を持っていることを意味

する。人が選択をする時に、その人自身の福祉の向上だけが選択の基準になるわけではなく、それ以外

にも複数の関心を持っていることを表そうとした概念である。例えば、センが「自分の目的を全て成し

遂げることができる人たちがいる一方で、克服できない大きな障害に直面している人たちがいる社会に

ついて、わたしたちは政治的・倫理的な意見を持つことになるだろう（セン 1999, p.105）」と述べてい

るように、とりわけエージェンシーとしての自由に焦点が当てられる文脈が存在する。しかし、ある人

が自分の福祉とは別のことを優先したために、その人の福祉水準が下がったとして、社会の側がそのこ

とを放っておいてよいということにはならないと、センが指摘していることに留意する必要がある（セ

ン 1999, p.105）。なぜなら、「異なる階級や集団間の社会的な不公正や不平等は、福祉や『福祉を達成

するための自由』における著しい格差に強く結びついている（セン 1999, pp.105-106）」からである。 
センのケイパビリティ・アプローチでは、平等理論の分配論において「個人の置かれた状況の多様性

を抜きにして財の平等な分配は語り得ないことが、いっそう明確にされる（宮寺 2006, p.5）」。宮寺（2006）
は、財の分配論における教育が「何らかの原則に従って分配されるべき財という側面」とは別に、「他の
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様々な財の分配が公正になされていくための前提に関わる規定要因、という側面」があり、これを「教

育の視点」と呼んでいる（p.3）。この視点について、宮寺は次のように述べている（p.6）。 

財の平等な分配は、人びとの財の取得分布の“落ち込み”部分を外側から埋め合わせて、すべ

ての人の取得が同水準になるようにならして
、、、、

いくことでは、もはや実現されたことにならな

い。財の平等な分配は、“落ち込み”部分をつくり出した内側と外側の要因を同時に明らかに

し、内側からの盛り上がり
、、、、、

を促すように外側の条件を調えていくことで、はじめて実現に近づ

く。このように、「内側からの盛り上がり
、、、、、

を促すように外側の条件を調えていく」のが教育であ

る。「教育」（education）の概念は、“内部の可能性の引き出し”という本来的意味と、“外部か

らの介入作用”という現実的意味との重ね合わせから構成されている。（傍点は原文ママ） 

 このような財の分配における「教育の視点」を明確に持つケイパビリティ・アプローチは、「社会の共

有財をどのように公正に分配するかという『分配論』よりも、いっそう内面的な問題に分け入り、人間

の能力の開発から、公正な社会を展望するのである（宮寺 2014, p.49）」。 
 では、個人のケイパビリティ拡大と、それによって公正な社会を築くことが、教育あるいはキャリア

教育の目的であると言うことは可能なのだろうか。それを理由に、子どもの自由に介入することは正当

と言い得るのか。次節では、教育目的の正当化をめぐる議論から、ケイパビリティ・アプローチをキャ

リア教育の目的・規範論として応用するならば、その議論を進めていく上でどのような視点が必要とな

るのかを検討する。 
 
３．教育目的の正当化をめぐる議論 

 「規範欠如」の問題は、キャリア教育に限らず、教育諸学全体の問題でもある（広田 2009, p.114-115）。
本節では、まず「教育学のメタ理論体系」（後述）の構築を試みた苫野（2017）を参照して、目的・規範

原理を導出する方法論と、それに基づいて苫野が提案した原理を確認する。それを踏まえて、パターナ

リズム正当化論の先行研究を手がかりに、苫野（2017）の批判的な検討を試みることによって、ケイパ

ビリティ・アプローチをキャリア教育の目的・規範論として応用しようとする際に必要と思われる視点

を整理する。 
 
（１）苫野（2017）の「目的・正当性・構想指針原理」とその導出アプローチ 

 「規範欠如」の問題点についてはすでに述べた通りであるが、それを克服しようとする研究は、主に

教育哲学の領域でなされてきた。その研究に取り組んできた研究者の一人である苫野一徳は、その規範

を、「公教育の『本質』およびその『正当性』原理（両者を併せて『公教育の構想指針原理』と呼ぶ）（苫

野 2017, p.1）」として提示している。さらに、「公教育の構想指針原理」に基づいて、「膨大かつ多様化・

細分化した教育学の知見を、相補的・協同的、そして整合的に体系化（前掲, p.2）」することを、「教育

学のメタ理論体系」として試みている。この苫野（2017）の論考から、まずは、教育学における「規範

欠如」の問題が「教育学のメタ理論体系」の中にどう位置付くのかを確認することからはじめたい（以

下、本項においては苫野（2017）からの引用の場合は、ページのみを記す）。 
①教育学のメタ理論体系 

苫野は、「教育学のメタ理論体系」を構築するにあたって、ブレツィンカが発展させた「教育哲学」「教

育科学」「実践的教育学」という教育学研究の 3 部門に基づき、それぞれを「目的・規範部門」「実証部

門」「実践部門」と言い換えて、各部門のメタ理論の解明を進めている。以下、各部門についての説明を

引用する（p.2）。 
「目的・規範部門」…「何のための教育か、それはどうあれば、そしてどう構想していけば『よい』

といいうるかという、『目的・正当性・構想指針』の原理を探究する部門」 
「実証部門」…「教育心理学や教育社会学、教育史等における、『実証研究』の部門」 
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「実践部門」…「教育の『目的・正当性・構想指針』の原理に沿う形で、そして『実証研究』の成

果  と相互作用しながら、教室レベルから行政レベルに至るまで、個別具体的な、状況に応

じた有効な教育実践のあり方を探究する部門」 
ここで見ておきたいのが、藤田が整理した進路指導研究の動向である。「①教育社会学における進路

形成分析を典型としたサンプル分析の手法に基づく研究、②心理学の応用による進路適性検査（査定用

具）の研究・開発、③実践の報告及び分析が研究の主流を占めてきた（藤田 1995, p.30）」という指摘

は、管見の限り、今日のキャリア教育研究の研究動向にも該当すると言える。そうであるとすれば、①

②は「実証部門」にあたり、③は「実践部門」にあたると解釈でき、キャリア教育研究における「目的・

規範部門」の議論は、今もなお活発であるとは言い難い状況なのである。 
 このように教育学を体系的に捉えたとき、「規範欠如」の問題は、「実証部門」において、例えば教育

社会学の分析が、「そもそもどのような意味において教育構想に資するのか、あるいはどのような目的

意識によって行われるのが『正当』といいうのか、明確でない」という問題として、「実践部門」におい

て、「そもそも何を目的とするか、そしてどのような実践方法が（科学的に）妥当・有効であるかを巡る、

諸教育実践理論・方法論の対立」という問題として表出する（p.3）。苫野は、このような各部門の関係

性を説明したうえで、規範欠如が教育学全体に問題をもたらすことを指摘している。 
②「目的・正当性・構想指針原理」とその導出のためのメタ方法論 

 苫野は、教育の規範原理を探究してきた教育哲学は、その範を現代政治哲学に求めてきたとして、メ

タ方法論の構築にあたって現代政治哲学が依拠してきた方法論を「道徳・義務論的アプローチ」「道徳・

義務論的アプローチ」「プラグマティックなアプローチ」3 つに類型化し、それぞれの欠陥を指摘した上

で、自身のアプローチ（後述）の相対的な優位性を述べている。 
 その中で、センのケイパビリティ・アプローチについては、「道徳・義務論的アプローチ」と「プラグ

マティックなアプローチ」の融合であるとしている。したがって、それぞれの方法論としての欠陥が批

判として向けられることになる。前者のアプローチは、「どのような社会が最も『道徳的』であり、その

ような社会において私たちにはどのような『義務』があるかを問う」ものであるが、何をもって『道徳

的』とするかは、原理的にいって『欲望・関心相関的』であるほかなく…それゆえ何らかの『道徳』原

理を超越的に策定することは不可能である」（p.5）。後者のアプローチは、「ある種先験的な『道徳・義

務』を前提することも、あるいはなんらかの『状態・事実』を特権的に措定することもなく、その都度

その都度、『どうすればうまくいくか』を考えながら社会構想理論を打ち立てていく」が、その都度の

『よい』をどのように判断していけばよいかという点について、具体的な考え方
、、、、、、、

（傍点は原文ママ）を

欠いている」（pp.5-6）。つまり、基本的ケイパビリティの平等を標榜する点において「道徳・義務論的

アプローチ」であり、それが具体的に何であるかは議論を開いている―その都度考える―ため、プラグ

マティックであるということであろう。この点については、後ほど改めて言及することにしたい。 
これらのアプローチの問題を克服するアプローチとして、苫野は「現象学＝欲望論的アプローチ」を

提案する。このアプローチについて、苫野は次のように定式化しているが（p.7）、このあとの説明をわ

かりやすくするため、便宜上引用文に下線と（A）（B）（C）（D）を付けている。 

（A）われわれが教育の『目的』や『正当性』に対して抱く『確信』『信憑』が（B）『欲望・関

心相関的』であるのだとするならば、この『欲望・関心』について、（C）普遍的に了解されう

るような『欲望・関心』はありうるか。もしあったとするならば、（D）そのような『欲望・関

心』を十全に達成しうる、社会や教育の根本条件（目的・正当性・構想指針の原理）は何か。 

 下線（A）について、社会や教育の何らかの「よさ」（正当性）は、絶対客観的でないにしても、われ

われにその「確信」「信憑」が訪れうること、「その時それが『私』に到来したというそのこと自体を相

対化することなどできない」ということを意味する（p.6）。ここには、アプローチの名前にも入ってい

る通り、「私達は対象そのものをありのままに捉えることはできないが、モノゴトを前にして私の内部
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のイマ・ココで起こりつつある私の意識なら、マチガイなくありのままに示すことができるはずだ（思

想の科学研究会編 2012, p.162）」と考える現象学的な立場が表われている。では、下線（B）はどうい

うことか。苫野は、竹田青嗣（2004）『現象学は〈思考の原理〉である』に基づいて、「確信」「信憑」

は、最も根本的に、「欲望・関心」に相関的に成立するとしている（p.7）。すなわち、喉の渇きを癒やし

たいという欲望によって水のペットボトルを認識したとするなら、なぜ喉の渇きを癒やしたいのか、と

いうその動因まで探ろうとすれば、その探究は仮説の域をでないため、この「欲望・関心相関性」の原

理が確かめ可能な最後の「底板」であるという主張である（p.7）。 
そして、苫野は、下線（A）（B）の前提に立って、下線（C）（D）を導き出す。下線（C）については、

「各自の確かめ可能な『欲望・関心』を問い合い、その共通了解可能な本質を見出すとともに、その上

ですべての人のその欲望・関心を、いかに十全に達成しうるかと具体的に考えていく理路を提示する

（p.8）」と述べているのだが、どのようにお互いの「欲望・関心」を問い合うのか、「共通了解可能な本

質を見出す」のは誰なのか、「すべての人」というのは教育者―被教育者を区別しなくてよいのか、とい

うことまでは明確にしていない。また、下線（C）を、G・W・F・ヘーゲルに依拠して、人間的欲望の

本質は〈自由〉３、すなわち「できるだけ納得してさらにできるなら満足して、生きたいように生きた

い」と欲していることだとしている（p.8）。最後に、下線（D）については、「互いが対等に〈自由〉な

存在であるということを、まずはルールとして認め合うこと、その上で互いの〈自由〉への欲望を調整

し合うこと、このことこそが、各人が自らの〈自由〉を十全に達成するための、最も根本的な社会的条

件にほかならない」として、〈自由の相互承認〉の原理が、下線（D）の根本条件であるという（p.9）。
また、この原理を実質化するには、「法」の創設だけではなく、〈自由〉を実質化するための〈教養＝力

能〉―いわゆる「学力」だけでなく、〈自由の相互承認〉の原理の十全な理解、いわばその感度も含む―

を必要とする。したがって、「目的・正当性・構想原理」は「各人の〈自由〉および社会における〈自由

の相互承認〉の〈教養＝力能〉を通した実質化」であるとする（p.9）。 
苫野が提示した「目的・規範部門」のメタ方法論において、センに向けられた批判については後述する

として、彼の「各人の〈自由〉および社会における〈自由の相互承認〉の〈教養＝力能〉を通した実質

化」という「目的・正当性・構想原理」に対しては、ここで一つの疑義を呈したい。それは、〈自由〉を

重視するのであればこそ、子ども（被教育者）の〈自由〉を制限して、教育として介入することをなぜ

正当だと言えるのかについても論じるべきであるにも関わらず、その点については何も触れていないと

いう点である。子どもが欲望のままに、例えば You Tube ばかり観ていることより、その自由を制限し

て、例えば学校で授業を受けることの方を「よい」と言えるのか。もし、その子が仮に「将来は You Tuber
になりたい」と思っているとしたら、You Tube を観ていることの方がその子のためになると言えない

のだろうか。このような問いを設定したときに、教育を正当化する根拠は、何も明確になっていないの

である。その背景には、苫野が「諸個人の側からみれば、公教育とは、自らが〈自由〉になるための〈教

養＝力能〉育成を保障してくれるものであ（p.9）」る、と述べていることから、教育は、一種の〈自由〉

の制限というよりも、〈自由〉を保障する行為として位置付けている可能性があるだろう。この点につい

て、教育を子どもの自由を制限する介入行為として捉え、教育はいかに正当化されうるのかという問い

をめぐる議論から、項を改めて問い直すことにしたい。 
 
（２）パターナリズム正当化論 

 そもそも、パターナリズムとは何か。その定義に関しては様々な議論がなされてきているが、例えば

Dworkin（2017）によれば、パターナリズムとは「国または個人による、他者の意志に反してなされる

干渉であり、その他者が干渉によってよりよくなること、または害から保護されることに動機づけられ、

また正当化の根拠とされるものである」である。「パターナリズムの視点から教育をとらえると、教育自

体が一つの社会的なパターナリスティックな行為であり、それ自体すべてが非難されるものではないと

の認識が一般的である」ものの、「善意からなされる行為としても、行き過ぎる干渉や介入となる危険が
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ありうる」（山梨 2014, p.153）。また、「個人の自由や自己決定の尊重を標榜するリベラリズムの思想に

おいては、通常忌避されるべき概念として捉えられてきたものである」一方で、「被介入者として子ども

を想定する場合には、極めて典型的・日常的な形で立ち現れるものでもある」（帖佐 2012, p.88）。 
子どもに対するパターナリズムの正当化の前提となっているのは、未熟性である（山梨 2014, p.163）。

パターナリズムの議論において頻繁に参照される J・S・ミルの『自由論』において、個人の自由に干渉

し得る正当な原理は、他人からの侵害を防止する侵害原理のみであるとされている（岡野 2009, p.20）。
しかし、侵害原理を適用する対象となるのは、「諸々の能力が成熟している人々」であって、そうでない

と考えられる人 （々主に子ども）は、「理性的合理的判断ができないことだけでなく、その判断の結果に

責任が取れないこと（山梨 2014, p.163）」から、適用外となる。とりわけ子どもは、「主体的権利主体

でありつつも、保護される権利がより優位に位置づかなければその生存の継続さえ困難であるという特

性」から、「おとなと同一に議論することが難しい」と山梨（2014, p.163）は指摘している。また、子

どもの未熟性について、判断における最終性と最良性という観点からも、子どもは、時に正しい判断を

下すことがあっても、誤りが多い（判断における最良性が低い）ために、最終の判断者としての地位を

与えられない（山梨 2014, p.164）。このような点から、子どもは自己決定において未熟であると見なさ

れるのである。 
子どもに対するパターナリズム、すなわちチャイルド・パターナリズムが、子どもの未熟性を前提に

しているとして、どのようにしてその正当化はなされるのであろうか。チャイルド・パターナリズムに

おける正当化モデルを整理し、最も妥当な正当化モデルの提示を試みた帖佐（2012）を主に参照しつつ、

概観することにしたい。以下、節が替わるまで、帖佐（2012）からの引用は、ページ数のみ示す。 
「同意論」…「パターナリスティックな介入が正当化されるのは、被介入者の同意がある場合のみ

である、という主張」である。同意があることによって、「介入の実質的侵害性を阻却するもの

である」と捉える。「パターナリスティックな介入が為される『以前』と、…まさにその『瞬間』

という、二つの異なる時点での同意が成立していることを意味する」「現実の同意」と、「現実

には表明されていない被介入者の『真の意思』（real will）を、何らかの仮定や推定を用いて想

定するタイプ」の同意に分けられるが、後者のタイプは「被介入者の『真の意思』なるものは

介入者によっていかようにでも解釈可能であって…正当化される介入の範囲が無限に拡大す

る危険性に常に晒される」問題を含んでいる。（pp.93-94） 
「帰結主義」…「介入（という侵害）を超える善や利益を、その介入の帰結に見出す」ものである。

その代表的な立場は、功利主義であるが、「非個人主義的な要素」すなわち総和主義を排し、「同

一個人の利益と害悪の比較考量に限定することが必要」になる。また、「個人の自由を超えた

（同一個人の幸福という）望ましい帰結の達成に介入の正当化根拠を見出すが故に、しばしば

個人の自由―とりわけ選択の自由（freedom of choice）―と緊張関係に立つものでもある」。こ

の関係について、自由に本質的な価値を置くか、手段的な価値を置くかによって異なる形態を

取るものの、いずれもその正当化範囲において難点を抱えることになる。前者は、「自由最大

化」のモデルが取られるが、自由の計量可能性の問題だけでなく、将来の子どもの選択の自由

を最大化するための介入がすべからく正当化されるとすれば、…介入が無限に認められてしま

う危険性がある」。後者は、被介入者の行為が自発的だとは言い難い場合に、介入を正当化する

ものであるが、「子どもが精神的に未成熟な存在とされる以上、その介入が無制限に正当化さ

れる危険性は否めない」。つまり、子どもの行為のすべてを自発的でないと解釈して介入する

ことを正当化してしまうことができないわけではないということである。（pp.94-95） 
「擬似的パターナリズム」…ここでは、パターナリズムを侵害原理によって説明可能とするもので

あり、「パターナリスティックな介入は『被介入者自身のため』という理由付けではなく、『何

らかの他者への侵害の防止のため』として説明される」。2 つの形態に分けられるが、第一の形

態は、帖佐が「間接的他者への侵害」モデルと称する、「ほとんどの行為は実のところ、言わば
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広大な帰結の連鎖へと連なるものであり、いつかは必然的に他の個々人へ影響を及ぼすもので

ある」という認識に立つものである。しかし、このモデルでは「子どものある行為がコミュニ

ティ及びその構成員への侵害に当たることを明確に示せる」ことが必要になるため、「正当化

される介入の範囲は、極めて限定的なものとなってしまう」。第二の「将来的自己への侵害」モ

デルは、「発達過程にある個人とは、その発達の間々において（不変の）『人格同一性』（personal 
identity）を持つわけではない（p.97）」ことに依拠して、同一の個人の内に他者性を見出すこ

とによって、侵害原理を個人内において成立させようとするものである。このモデルは、「パタ

ーナリスティックな介入の範囲を、あくまでその子どもの『将来的自己への侵害』の防止を目

的としたものに、つまり当該子どもが将来自律的個人として社会で生きていく上で、最低限必

要となる（であろう）内容、及び彼らの将来の選択肢を十分に保障するために必要となる（で

あろう）内容に限定したもの（p.99）」である。 
また、帖佐は、この「将来的自己への侵害」モデルを、「現実の同意モデルに比して、正当化される介

入の範囲をより広くカバーしている」点、「間接的他者への侵害」モデルよりも利害関係が明確である

点、帰結主義、特に自由最大化モデルに対しては既に引用した点などから、他のモデルと比べて最も妥

当な正当化モデルとしている。 
以上で見てきたようなパターナリズム正当化論を踏まえると、苫野が〈自由〉と教育の関係性を〈自由〉

実質化のための〈教養＝力能〉の育成として位置付けたことは、帰結主義的なパターナリズム正当化論

がそこに埋め込まれていると捉えることもできるだろう。そうだとすれば、苫野の「目的・正当性・構

想原理」では、教育によって介入が許される範囲の制限原理までは備えておらず、先に見た帰結主義の

正当化モデルが持つ問題点を内包することになる。それは、教育こそが「できるだけ納得してさらにで

きるなら満足して、生きたいように生きたい」という〈自由〉を侵害してしまうという危険性を回避で

きないのである。 

  
４．論点の整理 

 さて、これまでの議論を踏まえて、先に見たケイパビリティ・アプローチを、キャリア教育の目的・

規範論に応用しようとする場合、どのような論点から議論していく必要があるだろうか。 
第一に、苫野（2017）の指摘するケイパビリティ・アプローチの方法論としての問題点をどう捉える

か、という点である。すでに見てきたように、能力にまで視野を広げて、ある個人が価値を置く生を実

現する実質的な自由ケイパビリティ・アプローチは、結
、
論として
、、、、

は
、
苫野の「目的・正当性・構想原理」

と重なる部分を多く持つアプローチであると言うことはできるだろう。しかしながら、その導出の方法

に問題があるとするならば、ケイパビリティという概念は活かしつつ、他の理論と組み合わせるなどの

応用を模索するとともに、苫野の方法論の類型やメタ理論そのものを批判的に検討していくことも必要

だと考える。 
第二に、ケイパビリティ・アプローチにおけるチャイルド・パターナリズムの正当化範囲を、どう定

めるかという点である。ケイパビリティ・アプローチの教育（学）への応用可能性を指摘した Saito（2003）
は、子どもへの適用について、セン本人に次のような質問をしている（p.25）。 
「子どもは、自己決定をするには未熟ですが、彼らに対してはどのようにケイパビリティ・アプロー

チを適用できるでしょうか？」 
それに対して、センは保護者が子どもに予防接種を受けさせることを例に挙げ、子どもの場合は、現

在のケイパビリティだけでなく、将来的なケイパビリティも考慮することが重要であると述べている

（Saito 2003, p.25）。Saito 自身は、直接パターナリズムとの関わりについて触れているわけではない

が、その質問は、子どもの未熟性を前提としており、センの回答もまた、「将来的な自由の拡大」がより

重要である場合に一時的に自由が制限されてよいという（Saito 2003, p.26）、帰結主義的なチャイルド・

パターナリズムの正当化の論理が上のやりとりには見て取れる。この正当化モデルは、制限原理を持た
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ないことが難点であるが、「将来的自己への侵害」モデルであれば、すでに見たように、この問題点を比

較的和らげることはできる。しかし、「いかなる行為が将来的自己への『侵害』に当たるかを、実際問題

として誰がどのようにして判断するのか（帖佐 2012, p.100）」という限界を、他の理論との接合や実践

的な議論の分析・統合などによって克服を試みる必要がある。 
一方で、第三の論点としては、自由を積極的に捉えた場合に、道徳的な意味において選択における「よ

さ」どう定めればよいのか、ということがある。Saito（2003）は、センがケイパビリティそのものは善

（good）であり、その行使においてのみ問題となり得ると考えているのに対し、ヌスバウムは、ケイパ

ビリティそのものは常に善というよりは中立的（neutral）であり、その行使において問題となることも

あると考えていることを対比したうえで、ヌスバウムの考えの方がより適切であるとしている（p.28）。
したがって、その行使において「悪い」方向に行かないような価値判断ができる個人として育てること

が教育の役割であるとしている（Saito 2003, p.29）。この指摘は、山梨（2014）の「パターナリスティ

ックな介入を教育的意味からとらえなおせば、それは子どもが『最終判断者』として成長発達していく

ことを促すことでもあり、そのために彼らの判断の最良性を高め、その権威性を確かなものにしていく

ことである（p.170）」という指摘とも重なっていると解釈できる。教育するという営為そのものに、教

育者側の価値判断が含まれざるを得ず、被教育者がその影響を受けることは免れない一方で、判断にお

ける最良性、最良性を基礎付けるものは何かという点は、その議論のあり方も含めて検討を重ねる必要

がある。日本で初めて「キャリア教育」という用語が登場した際（中央教育審議会 1999）、その定義に

「望ましい
、、、、

職業観・勤労観」という文言が含まれていたことによって、かつてのキャリア教育の定義が

「適応主義」と批判されたのも（児美川 2007, p.137）、「望ましい」という文言が、行き過ぎた介入だ

と捉えられたことにあると言える。この反省をどう活かせば「よい」だろうか。 
最後に、これは、本稿では議論が及ばなかったが、キャリア教育における「職業」への関心をどう位置

付けるか、ということも議論する必要があるだろう。有給の「仕事」が相対化されてきた一方で（下村 
2020, pp.104-105）、今日の日本のキャリア教育が目指す「一人一人の社会的・職業的自立」として、「社

会的」に対して「職業的」が並列されていることをどのように捉えるべきだろうか。進路指導の枠内に

おいてこの解明を試みた藤田（1995）は、「今日の日本社会における学校と職業との関係性、現在を生

きる我々の人生にとっての学習・労働・余暇等の位置と役割……、それらを進路指導がどのように捉え

た上で『指導（＝援助）』の手をさしのべようとしているのかが示される必要があると考える。…それに

向けた論議を積み重ねる以外に、今日求められる進路指導の目的を具体化する方途はないと言えるので

はなかろうか。」と述べている。この論議については、冒頭でも述べたように、この 25 年間で活発にな

されてきたとは言い難い状況にある。しかし、キャリア教育の「職業」への関心は、この領域のアイデ

ンティティにも関わる切り捨てることのできないものである。例えば、ケイパビリティ・アプローチの

ファンクショニングという概念が、この論点にどう寄与しうるのか。純粋なケイパビリティ・アプロー

チのみではなく、他の理論との組み合わせによって、どう補強できるのか、今後さらに検討する価値が

あると言えるだろう。 
 
５．本稿のまとめと今後の展望 

 「子どもの貧困」という問題に対して、キャリア教育に何ができるかという問いを出発点としながら、

目的・規範論の議論に踏み込んだのは、教育の階層再生産機能という病理に対する対症療法ではなく根

本治療を試みることが必要だと考えるからである。「『どういうふうに教育をしたらよいのか』がやかま

しいぐらいに議論されてきている中で、『われわれはどの方向に向けて、子どもたちを教育しようとす

るのか』という問いをきちんと考えないといけないのではないか」という広田（2009, p.107）の問いか

けに、キャリア教育研究はどう答えるだろうか。社会的・職業的自立とは、一見明確なようでいて、ワ

ーキングプアにある人を、果たして「社会的・職業的自立」と言えるかどうかに、答えを与えてくれる

ものではない。本稿は、キャリア教育における目的・規範論をめぐって、主に教育哲学における蓄積を
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足掛かりに、社会正義の視点を持つケイパビリティ・アプローチを応用するならば、どのような論点が

求められるかを示すことによって、その緒を探ったに過ぎない。 

また一方で、長期的な視点に立てば、目的・規範論をいかに実践へと昇華していくかということを、論

じていくことも必要である。例えば、図 1 の 2 つの矢印において、どのような実践が想定されるだろう

か。a）多様な変換効率においては、「能力」の育成によって子どもたちのできることを増やすことや、

福祉・医療等の他機関との連携というサービスの財に関わる実践が可能だろう。一方、b）個人の選択に

おいては、「自己決定の手段により多くアクセスできる（下村 2020, p.250）」ような介入、それによっ

て個人の判断の最良性を高めることが実践の 1 つとして考えられる。キャリア教育研究で蓄積されてき

た、「実証部門」「実践部門」の研究を活用していくこと、あるいは新たな枠組みをこれらの部門の研究

で検証していくことも今後の研究課題として取り組んでいきたい。 
 
【註】 

1．本稿では、広くキャリア支援に通じる基礎理論について議論するため、キャリア支援に関連する用

語（「キャリア支援」「キャリアカウンセリング」「キャリアガイダンス」等）についての明瞭な定義に

ついては深く立ち入らないこととする。ただし、主たる実践の場が学校である場合を「キャリア教

育」、対象や場面、方法、規模等を区別しない実践を「キャリア支援」と区別して呼ぶことにする。 
2．Arthur (2005)、McMahon/Arthur/Collins (2008)、Sultana (2014)など。 
3．センのケイパビリティ・アプローチ等における用語と区別して、苫野（2017）が用いる特別な用語

については〈 〉を付けることにする。 
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［研究ノート］ 

 

高等学校の通常学級における発達障害のある子どもに対する支援の在り方 

―「個別の教育支援計画」に焦点を当てて― 

 
出原幹大（人間学群教育学類・3 年） 

 
 
１．問題の所在 

 2007 年に特殊教育から特別支援教育への転換が図られて以降、通常学級において特別な教育的支

援が必要となる児童生徒一人一人の教育ニーズを把握し、適切な配慮・支援を行うことがより求められ

るようになった。文部科学省（2012）の調査では、小・中学校の通常の学級に在籍する児童生徒のうち、

6.5％が「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされ、特別な教育的支

援を必要としていることが明らかになっている。この数値は全国の平均であり、地域や学校によっては、

困難を示す児童生徒の割合はこの数値より高い場合も多い。このような児童生徒に対し適切な配慮・支

援を行うために、2008 年の学習指導要領改正では、総則の中で、障害のある児童生徒に対して「例えば

指導についての計画又は家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別

に作成することなど」といった文言が加えられ、2017 年（高等学校は 2018 年）の改正では、学習指導

要領総則に初めて「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」が明記され、長期的な視点で児童生徒へ

の教育的支援を行うという観点から、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等関係機関との連携を図

り個別の教育支援計画を作成し活用すること、各教科等の指導においても個々の児童生徒の実態を的確

に把握し、個別の指導計画を作成し活用することなどが求められた。 
とりわけ、個別の教育支援計画については、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを把握し、長期

的な視点で乳幼児から学校卒業後までを通じて、一貫して的確な支援を行うことを目的として策定され

るものであり（文部科学省, 2003）、学校間、或いは保護者、教育機関との部局内連携と、教育と医療・

保健・福祉・労働等の部局間連携の双方における活用が求められている（花熊ら, 2018）。したがって、

個別の教育支援計画策定をはじめ、各学校では部局内連携、及び部局間連携を取りながら、特別支援教

育の体制づくりに取り組み、個に応じた支援をさらに推進していく必要性がある。 
 しかしながら、文部科学省（2020）によると、平成 30 年度において通常学級１における個別の教育支

援計画の策定率は 73.1％であり、特に高等学校では 69.2％と 7 割に満たないなど、必ずしも支援が行

き届いているとは言えない。岡崎・是永（2011）の調査は、依然として中学校における「個別の教育支

援計画」や「個別の指導計画」の作成および高等学校への引き継ぎがされていない場合が多く、引き継

ぎされていても口頭である割合が高いことを示した。また小木曽・都築（2016）は、中学校側からも高

等学校側からも「個別の教育支援計画」などを通して、対象生徒の実態や具体的に有効であった支援な

どの情報が共有されることを望んでいるのにも関わらず、現状として連携がうまく機能していないこと

を指摘している。これは即ち、個別の教育支援計画の目的である「長期的な視点で乳幼児から学校卒業

後までを通じて、一貫して的確な支援を行う」ことが達成できていないことを意味する。このように、

とりわけ高等学校において、個別の教育支援計画をはじめとして、さらなる特別支援教育の充実が喫緊

の課題であると言える。 
 
２．先行研究の検討と本研究の課題 

高等学校は義務教育ではないため，生徒は受験して入学した存在であるという意識があるほか、特別
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支援学級が存在せず、特別なニーズのある生徒の指導・支援に対する物理的環境が整っていなかったり、

教員の専門的な指導経験の蓄積がなかったりという現状がある。また、単位・卒業認定、教育課程、進

学・就職等の進路指導といった高等学校独自の課題もあり（内野・髙橋，2008）、小・中学校での先進

的な取組をそのまま当てはめて考えることが難しい面も推測される。 
しかし、特別支援教育の充実が求められているのは高等学校においても例外ではない。吉利（2014）

は、中学 3 年生の中で発達障害等困難のある生徒の割合は約 2.9％であり、そのうち約 75.7％が高等学

校に進学する実態を明らかにした。学校に在籍していた特別な教育的支援を必要とする生徒が進学し、

さらに就職したり大学などの高等教育へと進学したりことを考えると、高等学校においても個別の教育

支援計画を用いた特別支援教育体制の更なる整備と課題への対応が急務であると言えよう。また、小木

曽・都築（2016）は、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成に関して小・中学校の取組と比べ遅

れているとした上で、高等学校独自の制度や教育環境や生徒の実態や発達段階を考慮した指導・支援の

在り方の模索など高等学校独自の課題をさらに追求し、具体的な解決策を見いだしていくことが今後の

課題であるとしている。 
その一方で、高等学校の通常学級における個別の教育支援計画の活用について、その具体的な活用の

在り方を検討した研究は、管見の限り見当たらない。 
以上を踏まえ、本研究では高等学校における「個別の教育支援計画」に焦点を当て、運用における課題

やその原因を追究するとともに、中学校、大学等の教育機関との部局内連携、および他機関との部局間

連携の在り方を再検討することを目的とする。 
 
３．研究方法 

 この目的を達成するために、第一に「個別の教育支援計画」の意義や課題を先行研究や文献、各種

資料を基に整理し、現在の高等学校の通常学級における発達障害のある生徒に対する教育支援の現状と

課題を明らかにする。第二に第一の課題を踏まえ、発達障害のある生徒が在籍するクラス担任や特別支

援教育コーディネーターに聞き取り調査を行い、個別の教育支援計画の運用に関する課題とその原因、

及び学校間での部局内連携における現状を明らかにする。第三に第一、第二の課題を踏まえ、「個別の教

育支援計画」を活用した、新たな教育支援の在り方を再検討する。 
 
４．研究の構成 

序章 問題の所在と本研究の目的 
第 1 章 我が国の高等学校の通常学級における発達障害のある生徒に対する教育支援 
第 2 章 個別の教育支援計画の活用における課題と原因 
第 3 章 高等学校の通常学級に在籍する発達障害のある生徒に対する新たな教育支援の在り方 
終章 本研究のまとめと今後の課題 

 
５．個別の教育支援計画と教育機関の現状 

（１）個別の教育支援計画の概要 

 中央教育審議会（2005）によると、「個別の教育支援計画」は、障害のある子ども一人一人のニー

ズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考え方の下、長期的な視点で、乳幼児期

から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的とする。「障害のある子ども一人一

人のニーズ」とは、障害のある子ども一人一人が、障害があるために遭遇している日常生活や学校生活

等における制約や困難を改善・克服しようとするための、医療、保健、福祉、教育、労働等の様々な分

野から見たニーズのことであり、この考え方は、「全ての教育の場で子ども一人一人の教育ニーズを把

握し、そのニーズに応じた適切な配慮・支援を行うこと」という特別支援教育の理念によるものである。

なお、文部科学省（2008）によると、個別の教育支援計画に記入すべき事項は、 
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・一人一人のニーズ 
・支援の目標 
・支援の内容 
・支援を行う者・機関等 
・評価・改訂・引継ぎ 

の 5 項目である。とりわけ、支援の目標は保護者や関係者・機関と協力し、子どもの実態とニーズを踏

まえたものにする必要がある。また、その際地域支援体制や社会資本の状況等も念頭に置き、皆で共通

理解を深めることが重要となる。 
 以下、文部科学省（2017）のガイドライン、及び全国特殊学校長会（2006）を基に、「個別の教育支

援計画」策定においてその活用方法と地域支援体制の在り方についてその概要をまとめる。 
①「個別の教育支援計画」の対象と支援会議 

文部科学省（2017）によると、各学校において行う特別支援教育の対象は、特別支援学級はもとより、

通常の学級を含む、全ての教育上特別の支援を必要とする児童等であり、また、必ずしも医師による障

害の診断がないと特別支援教育を行えないというものではなく、児童等の教育的ニーズを踏まえ、校内

委員会等により「障害による困難がある」と判断された児童等に対しては、個別の教育支援計画及び個

別の指導計画の作成を含む適切な支援を行う必要がある。 
「個別の教育支援計画」は、一人一人を囲む関係者・機関が協議して策定する。その策定に当たって

は、学級担任や特別支援教育コーディネーターが中心となり、まずは保護者と協力しながら原案を作成

し、その後、支援会議に提案して関係者・機関が協議して策定される。なお、支援会議については、一

人一人のニーズや周囲の環境によってその持ち方が異なるため、一人一人に応じて様々に違いがある。 
②学校内、地域、関係機関との連携 

 個別の教育支援計画の策定に当たり、児童生徒の生活全般を踏まえ一貫した支援を行うために、地域

におけるネットワークが必要となる。そのためには、形式的ではなく、日頃から各機関との信頼関係を

深め、連携を図ることが求められる。また、連携を図る際、各支援地域における特別支援連携協議会と

協力するほか、特別支援教育コーディネーターを置き、学校内においても校内委員会や「個別の教育支

援計画」策定検討委員会を設置し、外部の専門家や保護者と協力しながら学校全体で取り組むことが重

要である。 

 
（個別の教育支援計画の概要図 出典：独立行政法人国立特殊教育総合研究所『「個別の教育支援計

画」の策定に関する実際的研究』より 
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③計画の引継ぎ体制 

「個別の教育支援計画」 は一人一人に時期を定めて改訂される。また、児童生徒の進学、転学の際

にも引継ぎが必要となる。また、支援機関や担当者が変わった際にも的確な支援を一貫して行うために、

引継ぎが必要である。とりわけ、計画に関わる責任の所在を明らかにするためにも、策定・改訂・引継

ぎのシステムが必要となる。 
④保護者の参画 

保護者は重要な支援者であり、児童生徒の支援を行う際に、きわめて大切な役割を担っている。その

ため、個別の教育支援計画の策定・改訂・引継ぎのすべてに積極的に関与し、その意向を十分に反映さ

せることが重要である。同時に保護者が子どもへの的確な支援を行えるように、保護者に対するする支

援も必要である。学校をはじめとし、関係者・機関は適切な情報提供をしたり、保護者が子どもとちゃ

んと向き合えるように支援したりすることも重要である。 
 
（２）「個別の教育支援計画」策定の経緯 

 特別な支援を必要とする児童生徒を教育的に支援するために、文部科学省（2003）は「今後の特別支

援教育のあり方（最終報告）」を公表し、特別支援教育に関する基本的な考え方をまとめると、2005 年

には中央教育審議会より「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」がなされ、

盲・聾・養護学校だけでなく、小・中学校においても、障害のある子どもの教育に関する制度の見直し

が行われた。そして 2006 年に学校教育法の一部を改正する法律が国会で制定、交付され、翌 2007 年 4
月に施行された。この改正により、小・中学校における特別支援教育が推進され、これまでの「特殊学

級」が「特別支援学級」に改められると、2008 年の学習指導要領改正では、小学校と中学校の総則の中

に特別支援教育に関する内容が初めて記されるようになった。つまり、小学校では総則の第 4「指導計

画の作成等に当たって配慮すべき事項」の 2（7）において、中学校では同 2（8）において、「障害のあ

る児童（中学校では生徒）などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、例えば指導

についての計画又は家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作

成することなどにより、個々の児童（生徒）の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の計画的、組

織的に行うこと（後略）」が記された。この「例えば指導についての計画」が「個別の指導計画」を指し、

「家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画」が「個別の教育支援計画」

を示す。そして 2017 年の改定により、双方とも正式に学習指導要領総則の中に名称が登場するに至っ

た。 
 
（３）個別の教育支援計画と個別の指導計画 

文部科学省（2003）によると、「個別の教育支援計画」とは、障害のある児童生徒の一人一人のニー

ズを把握し、長期的な視点で乳幼-児から学校卒業後までを通じて、一貫して的確な支援を行うことを目

的として策定されるものであり、地域で生活する一人一人を囲む関係者・機関が、的確な支援を行うた

めのツールである。つまり、長期的な視点に立ち、 関係機関との連携を図り必要な支援を継続するため

の計画である。 
一方、「個別の指導計画」は、個々の児童生徒の実態に応じて適切な指導を行うために学校で作成され

るもので、教育課程を具体化し、一人一人の指導目標・内容・方法を明確にして、きめ細やかに指導す

るために作成するものである。つまり、短い期間を決め、 効果的な指導、適切な支援を行うためのきめ

細やかな計画である。 
したがってこの両者は「次元が違うもの」であり（全国特殊学校長会, 2006）、トータルプランとして

の「個別の教育支援計画」の策定を踏まえて、学校における指導のための「個別の指導計画」が作成

される。 
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（４）個別の教育支援計画の活用 

特別支援教育全般における個別の教育支援計画の活用方法について、花熊ら（2018）がまとめている

ので、以下抜粋して取り上げる。 
個別の教育支援計画に求められる連携・つながりには、「横の連携」と「縦の連携」が存在する（P.29）。

前者は子どもの今をどう支援するかであり、後者は乳幼児期から青年・成人期に至るまでの継続的な支

援である。そして、そのどちらにも学校と保護者、或いは学校間、学校外の教育機関との部局内連携と、

教育と医療・保健・福祉・労働等の部局間連携が求められている。今後、個別の教育支援計画がより活

用されるためには、計画の作成で以下の点に留意する必要がある（P.30）。 
①関係機関の横の連携 
・学校を中心に各関係機関が子どもの支援にどのような役割を果たすかが計画に記載されており、かつ、

それぞれの支援目標が各機関間で共有されていること（空間軸情報の共有）。 
②関係機関の縦の連携 
・幼児期から現在にいたるまでの支援目標と子どもの発達的変化が、一目みてわかるように記載されて

いること（過去→現在の情報）。 
・進学や就学、将来に向けて「今、どのような支援を行う必要があるか」が記載されていること（現在

→将来の情報）。 
・計画の書式が、幼児期から高校期まで共通して使えるものであること（時間軸情報の共有）。 
 
（５）高等学校における特別支援教育 

高等学校は義務教育ではないため，生徒は受験して入学した存在であるという意識があるほか、特別

支援学級が存在せず、特別なニーズのある生徒の指導・支援に対する物理的環境が整っていなかったり、

教員の専門的な指導経験の蓄積がなかったりという現状がある。また、単位・卒業認定、教育課程、進

学・就職等の進路指導といった高等学校独自の課題もあり（内野・髙橋，2008）、小・中学校での先進

的な取組をそのまま当てはめて考えることが難しい面も推測される。しかしながら、中学 3 年生の中で

発達障害等困難のある生徒の割合は約 2.9％であり，そのうち約 75.7％が高等学校に進学する実態が明

らかになる（吉利，2014）など、特別支援教育の充実が求められているのは高等学校においても例外で

はない。 
新学習指導要領により、2017 年度から高等学校での通級による指導が始まり、また、校内委員会の

設置、実態把握、特別支援教育コーディネーターの指名など、高等学校における特別支援教育体制は

着実に整備されてきている。その一方で、文部科学省（2020）によると、平成 30 年度において高等学

校の通常学級における個別の教育支援計画策定率は 69.2％と 7 割に満たないなど、必ずしも支援が行

き届いているとは言えない。岡崎・是永（2011）の調査では、中学校における「個別の教育支援計

画」や「個別の指導計画」の作成および引き継ぎがなされておらず、引き継ぎされていても口頭であ

る割合が高いことが示されている。また、同調査は、発達障害のある中学校生徒の進路指導では、在

籍する中学校と進学先である高等学校との円滑な接続と相互連携のためにも「個別の教育支援計画」 
の活用が重要であり、発達障害のある生徒の中学校から高等学校への進学を単なる「進路指導」とし

てとらえるのではなく、継続的な教育的支援の保障としてとらえることが大切であるとしている。さ

らに小木曽・都築（2016）は、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成に関して小・中学校の取

組と比べ遅れているとした上で、高等学校独自の制度や教育環境や生徒の実態や発達段階を考慮した

指導・支援の在り方の模索など高等学校独自の課題をさらに追求し、具体的な解決策を見いだしてい

くことが今後の課題であるとしている。 
 
６．本稿のまとめと今後の展望 
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 ここまで、個別の教育支援計画に焦点を当て、その概要と策定の経緯、そして諸機関との連携の在り

方について先行研究を整理し述べてきた。そして、高等学校における特別支援教育の充実に向けた課題

について、高等学校における制度や課題の独自性とともに述べた。 
同計画を用いた連携の在り方については、ガイドラインとなるような「べき論」は存在するものの、

そこに生じている理論と現場の齟齬に対応しているとは言えない現状にある。したがって本研究では、

その課題に対峙し、一貫した教育的支援が行われるような連携の在り方を考察していく。 
なお、卒業研究は一度置いておくと、あえてキャリア教育の内容と本研究を結び付けるならば、この

個別の教育支援計画とキャリア・パスポートについて、接点があるようにも感じる。例えば、 
①ポートフォリオであり、学年、学校種を超えて蓄積していくことが望まれる点 
②外部機関との組織的、体系的な働きかけが必要不可欠である点 
③書いて終わりではなく、それを通じて学校側が対話的なかかわりを目指している点（個別の教育支  
援計画では対保護者、キャリア・パスポートでは対児童生徒） 

などである。しかし、当然ながら異なる点も存在する。例えば、 
①記入するのは、個別の教育支援計画は教員と保護者であるのに対し、キャリア・パスポートは児童 
生徒自身である点。 
②他機関と連携を図る際、個別の教育支援計画はそれそのものを直接的に用いるのに対し、キャリア・ 
パスポートはそうではなく、そこで得た経験を児童生徒が振り返りとして記入する形であり、間接的  
であること。 

などである。無論、キャリア・パスポートの導入は 2020 年度からであり、まだ運用されていない。た

だ、キャリア教育が「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤とあ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」であることを踏まえると、「自立」に向けたポートフォリオ

という側面で、個別の教育支援計画との接点を見出せると考える。10 年以上前に打ち出された個別の

教育支援計画の成果と課題を、ジャンルが異なるキャリア・パスポートに援用することが出来るの

か、気になるところである。 
 
【註】 

1．通常の学級に在籍する幼児児童生徒（通級による指導を受けている児童生徒を除く）で、学校等が

個別の指導計画、個別の教育支援計画を作成する必要があると判断した者 
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［修士論文概要］ 

 

米国オハイオ州における学習の転移を基盤とした「キャリア開発プログラム」の特質 

―1980 年代の全米的教育改革との関係性に着目して― 

 
芦沢柚香（人間総合科学研究科博士前期課程教育学専攻・2 年） 

 

 

１．問題の所在と研究の目的 

学校教育を通じた資質・能力育成が世界的課題として認識される中、学習したことを人生や社会に生

かす「学習の転移」の重要性が指摘されている。各国の教育政策に多大な影響力を持つ Center for 
Curriculum Redesign が次世代のカリキュラム開発の中核概念に学習の転移を掲げ、また日本の新学習

指導要領が教科の学びを自身のキャリア形成や社会参画に生かすキャリア教育の充実を求めているの

は、正にその典型例であると言える。しかしながら、先行研究においては、その具体的な実践方策の検

討が今後の課題として残されていることが指摘されている。 
 一方、アメリカ合衆国は世界に先駆けて学校と社会参画、特に職業との結びつきを強固にする試みが

なされてきた国の 1 つである。同国において、1970 年代に連邦政策として推進された「学校を基盤と

する総合的キャリア教育モデル（School-Based Comprehensive Career Education Model、以下 CCEM）」

も、その主眼を教科の学びから仕事の世界への学習の転移を促すことに置いていた。CCEM は初等中等

教育段階の全生徒を対象に、全ての教科を通してキャリア教育に取り組むことを目的とした実践モデル

であり、今日の日本が目指すキャリア教育と極めて類似性の高い実践が、かつてのアメリカで既に取り

組まれていたと言える。そしてこれらの実践について、日米両国の先行研究は、70 年代末以降、社会全

体の基礎学力向上を求める声が高まる中、その弊害になると強く批判され急速に衰退したとの見解で一

致している。しかしながら、こうした全国的な傾向に反して、オハイオ州は「キャリア開発プログラム

（Career Development Program）」を 80 年代以降も州政府主導で継続してきた例外的な地域である。

オハイオ州では 1982 年に連邦予算が打ち切られて以降も、州政府が強いイニシアチブを発揮し州統一

のプログラムの開発と並行して各地区独自の実践を支援する体制が整えられてきた。つまりオハイオ州

では、1983 年の「危機に立つ国家」を契機とする全米的な学力向上政策が推し進められる中、何らかの

意図と方策をもってキャリア教育を継続させてきたということである。このような他の多くの地域とは

一線を画する展開過程を持つオハイオ州の当該プログラムの特質を明らかにすることは、今後日本が目

指すべきキャリア教育実践の具体的な在り方を検討する際に大きな示唆となり得る。 
以上を踏まえ、本研究では、日本における学習の転移を基盤としたキャリア教育実践の指針を得るべ

く、オハイオ州のキャリア開発プログラムの特質を、米国内の他地域における取り組みとの差異に着目

して解明することを目的とする。その際、同州の具体的事例として、当時の実践が全米の最優秀キャリ

ア教育プロジェクトの 1 つに認定され、また州内のキャリア教育推進に際しても先導的な立場にあった

アクロン学校区（Akron School District）における実践を取り上げる。CCEM がその実践の基盤に置く

学習の転移概念そのものが極めて多義的な概念である（白水 2012）ことに鑑み、実践が有する転移観

を類別するための枠組みを設定した上で、これを視点として、70 年代に広く普及していた学習の転移を

促す実践方策と、70 年代及び 80 年代のアクロンにおけるその実践方策を比較検討することを通じて、

当該プログラムにおける実践上の特質を明らかにし、アクロンの 80 年代以降のキャリア教育継続にそ

れらの特質が寄与した可能性について考察する。 
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２．論文の構成 

序章 問題の所在と研究の目的 
第 1 節 問題の所在 
第 2 節 研究の目的 
第 3 節 研究の課題と方法 
第 4 節 先行研究の検討 
第 5 節 研究の構成 

第 1 章 分析の視点としての学習の転移 
 第 1 節 転移研究の歴史的変遷 
第 2 節 2 つの転移観の違いを捉える枠組み 
第 3 節 小括 

第 2 章 キャリア教育運動の展開とその背景 
 第 1 節 キャリア教育運動の展開 
第 2 節 1960 年代の教育改革の状況 

 第 3 節 衰退要因の考察 
第 4 節 小括 

第 3 章 1970 年代オハイオ州における「キャリア開発プログラム」の特質 
 第 1 節 CCEM という実践モデル 
第 2 節 アクロンにおけるプログラムの展開 

 第 3 節 「キャリア開発プログラム」の特質 
第 4 節 小括 

第 4 章 「キャリア開発プログラム」の 1980 年代の展開とその背景 
 第 1 節 1980 年代の展開 
第 2 節 1970 年代から見た実践の変容 

 第 3 節 「キャリア開発プログラム」の継続要因の検討 
第 4 節 小括 

終章 本研究のまとめと今後の課題 
 第 1 節 本研究のまとめ 
第 2 節 今後の課題 

 
３．論文の概要 

第 1 章においては、本研究におけるキャリア教育実践の分析枠組みを構築した。転移研究の歴史的変

遷を概観した結果、その中で扱われてきた転移観が同一要素説の転移観とオルタナティブな転移観とい

う大きく 2 つに大別されることを指摘した。前者は「学習課題の中に過去に学んだことが含まれている

時、それを適用することができる」という考え方の転移であり、後者では、「新たな状況に応じて自身の

持つ知識を修正・拡張していく過程」が転移として捉えられていることを明らかにした。そして両者の

転移観の違いを、それぞれの転移観が反映された教育実践の違いとして捉え直す作業を通して、キャリ

ア教育実践において目指される転移の特質に関する【転移するもの】【表出形態】【認知の深さ】の 3 次

元と、そうした転移を促す課題設定の特質に関する【着目させる側面】【必然性の提示】【関わる他者の

役割】の 3 次元からなる分析枠組みを構築した。本研究ではこの分析枠組みを用いて、70 年代から 80
年代にかけての CCEM に基づくキャリア教育実践が、転移としてのゴールをどこに設定し、それを促

す課題設定が実践方策上の工夫としてどのように施されているのかを明らかにすることとした。 
 そして、第 2 章では全米的なキャリア教育運動の展開とその背景を、第 3 章及び第 4 章ではオハイオ

州アクロンにおけるキャリア開発プログラムの 70 年代から 80 年代にかけての展開と特質を、先行研究

の検討及び実地調査によって得られた一次資料・関係者へのインタビュー結果を通じて、明らかにした。 
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まずは両者の展開過程を比較しながら述べる。連邦政策としてのキャリア教育は、60 年代の教育改革

が、社会的要請にのみ依拠したキャリア選択を生徒に強いてきたことへの反省から、「教育の人間化」政

策拡大の流れの中で、生徒自身のニーズに応じたキャリア選択を促すための方策として提唱された。そ

して地域ごとの多様な実践が確実に地域へと定着することを意図した段階的な法制化が進められたが、

82 年にキャリア教育奨励法が廃止され、その後急速に衰退した。こうした全米的な衰退の要因となった

政策上の課題として、①実践の多様性を重視するあまり、連邦によるキャリア教育の理念が多くの学校

現場に浸透しなかったこと、②CCEM の目指す大幅なカリキュラム改編の実現可能性に対する検討が

十分なされなかったことの 2 点を指摘した。当時のキャリア教育推進を担った当事者たちは、キャリア

教育を「地域連携を生かした、効果歴な教科学習の在り方を模索し、その中で、基本的な教科の知識や

職業スキルを含む、広い意味での社会参加のための知識・技能の育成を通して、生徒一人ひとりのキャ

リア選択におけるよりよい意思決定を援助する取り組み」として構想していたが、そうした理念が浸透

する以前に、加えてその実現可能性に関する検討が十分でないまま、多様な実践の促進が行われてしま

ったために、多くの混乱が生じ、これがキャリア教育運動の衰退に繋がった可能性が示唆された。 
一方、アクロンにおける当該プログラムは、70 年代以前より形成されてきた地域連携の地盤を生かし

ながらその実施校数を漸次的に拡大させ、全米的にはキャリア教育が批判され衰退していく 80 年時点

でも、学校、地域の双方から高い評価を受けていたことを指摘した。そしてその背景には、プログラム

の構想段階において、60 年代中頃以降の、地域の中核産業の停滞に端を発する、様々な社会変化に適応

し得る人材への要請が地域全体で高まりを見せ、そうした人材育成を学校教育が担うべきとの合意がな

されたことを契機として、その推進が図られたという経緯があったことを明らかにした。80 年代におい

ても、こうした更なる推進を目指す素地が整っていたことに加え、その中核的資金が州補助金であった

ことにより、連邦援助の廃止による大きな影響を受けることなく、プログラムの継続実施が実現された。

一方、この州補助金額が大幅な減少傾向を見せ始めた 80 年代後半には、限られた資金の効果的な活用

戦略が検討される中、84 年パーキンス法に基づく連邦援助を受けるようになったこと、そして「オハイ

オ州キャリア情報システム（The Ohio Career Information System; OCIS）」導入のための州補助金を

獲得しこの運用をスクールカウンセラーに任せたことが契機となって、主に中等教育段階を中心に、教

員とスクールカウンセラーの協働が推進されるようになったことが明らかとなった。加えて、このよう

な方針の転換が実際の教育現場においては、プログラム運営上の財政面での都合による一方的な押し付

けとしてではなく、教員とスクールカウンセラーの当事者双方のニーズに応え得るアプローチとして捉

えられていたことが示唆された。 
 次に、このような異なる展開過程を生んだ実践方策上の特質を比較しながら述べる。当時広く普及し

ていた授業展開を持つ CCEM に基づくキャリア教育実践事例の分析を通して、当時の多くの実践は、

同一要素説の転移観に基づく実践であり、教科の学習内容をある特定の職務に取り組む状況へ直接的に

適用させることを転移として捉えていたことを明らかにし、これを促すために、①教科の学習と職業の

局所的な一対一対応関係を重視し、学習者がその職業を自分に引き付けて捉えられるようにするための

しかけを持ち合わせていなかった点、②教員による明確な方向づけがなされ、学習者自身が思考を働か

せる機会が失われていた点、という 2 点の実践方策上の課題を指摘した。 
一方、アクロンにおいては、まず 70 年代の実践事例の分析を通して、その多くがオルタナティブな

転移観に基づく実践であり、教科の学習内容を現実社会での課題解決に生かそうと、積極的な意思をも

ってその内容を修正・拡張させていく過程を転移として捉えていたことを明らかにし、これを促すため

に、①その解決が生徒の実生活に根差した成果に繋がるような課題設定をし、彼らが課題に取り組む必

然性を持たせていた点、②そうした課題の解決を目指す中で、教科の学習内容自体を深めることが意図

されていた点、③ゲストスピーカーが、自分たちが仕事として関わる社会的課題と同様の課題に取り組

む生徒たちと、その課題意識を共有した上で、共に協働していく存在として位置づけられていた点とい

う 3 点の実践方策上の特質を指摘した。また 80 年代には教員とスクールカウンセラーの協働が推進さ

れたことにより、生徒たちにとって身近な社会課題や学校生活上の課題と教科学習との連関を示した 70
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年代までの実践とは異なり、生徒自身のキャリア選択に直接的に関わるような課題と教科学習との連関

が強調される新たな実践が登場したことを示した。それらの実践について、70 年代の実践と比較する

と、①生徒自身のキャリア選択意識の醸成に直結した課題設定をすることによって、彼らが課題に取り

組む必然性を持たせている点、②スクールカウンセラーが、生徒の課題意識に寄り添い協働する存在と

して位置づけられている点という 2 点において、70 年代とは異なる実践方策上の特質を見取ることが

できた。そして、先に指摘した CCEM の実践方策上の 2 つの課題を踏まえて、①その解決が生徒の現

在や将来の生活に根差した成果に繋がる課題設定を行うことで、彼らが「自分事」の課題に取り組む意

義ある時間を過ごすことを可能にしていたこと、また②提示された課題に取り組む過程で教科の学習内

容自体を深めることが意図されていたことにより、それらのキャリア教育実践が、教科教育実践の質を

向上させる手段としても機能していたこと、という 2 点の 70 年代から 80 年代にかけて通底した特質

によって、当該プログラムは、全米的に CCEM へ向けられた批判に耐え得る可能性を有していたこと

を指摘し、当該プログラムの継続実施にはこれらの特質も寄与していたことを示唆した。 
 以上の検討を踏まえて、80 年代に学力向上を目指す教育改革が推進される中での、アクロンにおける

キャリア開発プログラムの継続は、①当該プログラムは、地域からの要請を受けて推進が図られた経緯

があり、また実践、評価、現職研修とプログラムの広範囲にわたって地域との連携が十全に機能してい

たこと、②オハイオ州の強固な支援体制という前提はありつつも、アクロンは時代状況に応じて、プロ

グラムの内容を柔軟に適応させ、それにより安定した資金調達が行われていたことが、その要因となっ

ていたことを明らかにした。さらに、とりわけ③実践そのものが、70 年代において多くのキャリア教育

実践に向けられた批判に耐え得る可能性を有していたことによって、当該プログラムの継続が実現され

ていたと結論づけた。そして最後に、本研究で示した 70 年代に批判された実践とアクロンにおけるキ

ャリア教育実践との特質の違いを表す枠組みが、今後の日本が目指すべきキャリア教育実践の指針とな

り得る可能性について論じ、こうした枠組みを提示したことを、本研究における日本への示唆となる成

果として位置づけた。 
 
４．今後の課題 

 今後の課題としては、①オハイオ州のキャリア教育政策としてのキャリア開発プログラムの内容とア

クロン学校区独自の取り組みとの峻別やその相互の影響関係について明確化させた上で、当該プログラ

ムの 90 年代以降の展開を明らかにすること、②発達段階の視点及び「仕事の世界についての学習を教

科の学習へ転移させる実践」を類別する視点を加え、分析枠組みの更なる精緻化を進めていくことの 2
点を挙げた。 
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 [修士論文概要] 

 

ドイツ前期中等教育段階ギムナジウムにおける職業・進学指導のための学校・企業間連携 

―バーデン＝ヴュルテンベルク州内の組織間媒介組織の役割に着目して― 

 

藤田駿介（人間総合科学研究科博士前期課程教育学専攻・2 年） 

 

 

１. 問題の所在と研究の目的 

新学習指導要領においては、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、キャリア教育に関しても機会

の確保のため地域との連携が求められている。しかしながら、中央教育審議会が答申において、職場体

験活動等の実施に際しての、学校側の「受け入れ先の確保が困難」、企業側の「学校側から企業への支援

要望がない」という認識の齟齬を指摘するように、その実施体制が各学校に委ねられた状況下では、必

ずしも円滑な連携がなされているとは言えない。 
こうした認識の齟齬に関する問題に寄与できる可能性を持つのが、①構成組織間の情報交換の円滑化、

②組織間の意思統一及び共同行動の確保、③組織間の価値的つながりの創出、といった機能を持つ組織

間媒介組織（山倉 1993,p.167）の活用である。国内のキャリア教育においては、ハローワークや商工会

議所を活用した連携事例もみられるが、組織間媒介組織としての教育への関与に焦点化すると、これま

での研究や報告からは、ハローワークについての連携の不十分さが指摘されるとともに、連携を深める

ための具体的方策・手順の解明が課題として挙げられており、さらに商工会議所についても好事例の横

展開を目指してはいるものの、少数の自治体による独自の実践や継続性を欠いた実践に留まり、それら

を支える確固たる基盤を有しているとはいえない状況に、上記の課題解決に向けた検討を行う上での限

界性を持つ。 
ここまで論じた日本のキャリア教育に関する課題は中学校における職場体験活動を中心としている

が、これに鑑みると1960年代に連邦レベルで前期中等教育段階における企業実習（Betriebspraktikum）

が導入され（吉留 2002,p.1）、現在に至るドイツの職業・進学指導（Berufs- und Studienorientierung）
の先駆性と継続性は注目に値する。特に、バーデン＝ヴュルテンベルク州（以下、BW 州）においては、

組織間媒介組織として複数の機関を活用する学校・企業間連携体制が存在し、さらにギムナジウムにお

ける学校種固有のプログラムである「一般教育ギムナジウムにおける職業・進学指導：BOGY（Berufs- 
und Studienorientierung am allgemein bildenden Gymnasium）」が実施されるなど、連邦全体におい

てもギムナジウムでの職業・進学指導が他州と比較して充実している。ギムナジウムへの着目によって

は、後期中等教育段階においてデュアルな訓練システムではなく、普通教育としての進路が広く開かれ

ている点で日本の中学校との共通性を見出しつつ検討が可能となる。 
 そこで本研究では、BW 州前期中等教育段階ギムナジウムにおける職業・進学指導に際しての、組織

間媒介組織を活用した学校・企業間連携体制の継続的な実施の実現要因を明らかにすることを目的とす

る。研究対象は、職業・進学指導におけるギムナジウムの連携パートナーとして挙げられる、雇用エー

ジェンシー（Agentur für Arbeit）と商工会議所（Industrie- und Handelskammertag）の二機関とす

る。この解明から、日本のキャリア教育の学校・企業間連携に関する課題の解決に示唆を得る。 
 
２. 論文の構成 
序章 問題の所在と研究の目的 
第１節 問題の所在 
第２節 研究対象の選定 
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 第１項 ドイツ前期中等教育段階ギムナジウムへの着目意義 
第２項 BW 州への着目意義 

第３節 先行研究の整理 
 第１項 前期中等教育段階ギムナジウムにおける職業・進学指導に関する研究 
第２項 職業・進学指導に際した学校・企業間連携に関する研究 

第４節 研究の目的と意義 
 第１項 研究の目的 
第２項 研究の意義 

第５節 研究の課題・方法 
 第１項 研究の課題・方法と分析枠組み 
第２項 聞き取り調査の概要 

第１章 前期中等教育段階ギムナジウムにおける職業・進学指導の展開 
第１節 前期中等教育段階における職業指導 
第２節 企業実習の目的の展開 
第１項 職業指導の導入とその位置づけの変化 
第２項 ギムナジウムにおける職業・進学指導の展開 

第３節 BW 州前期中等教育段階ギムナジウムにおける職業・進学指導の導入と展開 
 第１項 BOGY の創設と前期中等教育段階の包含 
第２項 前期中等教育段階における BOGY の対象範囲の拡大 

第４節 本章のまとめ 
第２章 BW 州前期中等教育段階ギムナジウムにおける職業・進学指導の実態 
第１節 行政規則に見る企業実習の目的の変遷とギムナジウムとしての特徴 
第２節 2004 年版教育計画下における BOGY 
第３節 2016 年版教育計画下における BOGY 
第１項 WBS において目指されるコンピテンシー 
第２項 各学年における職業・進学指導と企業との関係性 

第４節 本章のまとめ 
第３章 職業・進学指導に際した学校・企業間連携体制の継続的実施要因 
第１節 組織間関係論に基づく分析枠組み 
 第１項 組織間関係論 
第２項 組織間媒介組織 
第３項 分析枠組みの構築 

第２節 雇用エージェンシーとの連携 
 第１項 雇用エージェンシーの性格と特徴 
第２項 ギムナジウムとの連携の実態  
第３項 BOGY にみる BIZ の活用  

第３節 商工会議所との連携 
 第１項 商工会議所の性格と特徴 
第２項 BW 州における教育パートナーシップの展開と内実 
第３項 教育パートナーシップの形成と活用 

第４節 学校・企業間連携体制の継続的実施要因 
 第１項 雇用エージェンシーの連携対象に関する分析要素 
第２項 商工会議所の連携体制に関する分析要素 
第３項 学校・企業間連携体制の継続的実施の要因の分析 
第４項 ギムナジウムの特質の保障 
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第５節 本章のまとめ 
終章 本研究のまとめと今後の課題 
第１節 本研究のまとめ 
第２節 日本への示唆 
第３節 今後の課題 

 
３. 論文の概要 
第１章では、先行研究及び関連資料を用いて前期中等教育段階における職業・進学指導の展開を整理

し、BW 州前期中等教育段階ギムナジウムの連邦全体における位置づけを明らかにした。1960 年代ま

ではデュアルシステムへの移行可能性の高い学校種において、その準備として職業指導は位置づいてい

たが、1970 年に各州文部大臣会議で採択された「教育制度に関する構造計画(Strukturplan für das 
Bildungswesen)」でギムナジウムにおいても基本的な技術・経済教育が求められ、それ以降に職業・進

学指導の実施が見てとれる。BW 州においては、1994 年に BOGY が後期中等教育段階に位置づいて以

降、2000 年に前期中等教育段階である第 10 学年を包含し、さらに 2004 年には第６学年へと対象学年

を拡大した。既に 1990 年代には、４州のみではあるが前期中等教育段階ギムナジウムにおいて企業実

習を実施する州が確認できるため、BW州におけるその導入時期は決して早期であったとは言い難いが、

2000 年代以降連邦全体としてもギムナジウムにおける職業・進学指導の継続的な進展の欠如が指摘さ

れる中で、その例外として BOGY が挙げられており（Schröder et al. 2015,S.17）、さらには 2016 年版

教育計画において、「WBS（Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung：経済及び職業・進学指導）」

という名称に職業・進学指導を含む教科が設置された点に、他州と比較した独自性が見い出された。 
 次いで、第２章では、BW 州における職業・進学指導、特に BOGY の内容について整理し、現行の教

育計画下での実践の特色を明示した。合わせて、職業・進学指導とその実施に際した学校・企業間連携

の関係性を明らかにし、連携体制を分析する上での基盤を築いた。まず、企業実習を規定する行政規則

の検討からは、その目的として職業選択のみに留まらない視点を包含することを指摘した。加えて、

BOGY の実施内容に関しては、2004 年版教育計画下と 2016 年版教育計画下の比較において、習得が

目指されるコンピテンシーの詳細な記述については変化がみられるものの、実施内容としての企業実習

やその実施に向けた一連のプロセスの多くが踏襲されていることを示した。そうした内容の実施に際し

て、2004 年版教育計画下において既に BOGY に位置づく企業実習に関しては、その性格から実習場所

として企業の協力が必須であることは明白であるが、これに加えて 2016 年版教育計画下においては新

たに企業実習の周辺内容の実施に際して教育パートナーとしての企業の存在が確認できるなど、企業と

の連携の必要範囲の拡大が明らかとなった。 
 最後に、第３章においては BOGY における企業との連携の必要性を受け、関連資料及び聞き取り調

査に基づいて、BW 州前期中等教育段階における職業・進学指導の実施に際しての学校・企業間連携体

制の構造を捉えた上で、組織間媒介組織を活用した連携体制の継続的実施の実現要因を明らかにした。

雇用エージェンシーは、職業カウンセラーによってギムナジウムとの関係を保持しつつ、企業実習に際

しての情報収集を支援するポータルサイトの活用において媒介的役割を果たしており、商工会議所につ

いては、教育パートナーシップの締結に関して機能している。 
そうした学校・企業間連携体制の継続的実施要因を明らかにするべく、組織間関係論の文脈で Aldrich

（2008）が示す、組織間構造を捉えるための尺度を基盤とし、教育学領域における議論を踏まえた、以

下の３次元５項目から構成される分析枠組みを構築した。 
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表 １ 「前期中等教育段階ギムナジウムと企業の連携の分析枠組み」 

① 「公式化（formalization）」 

a.「同意の公式化」：二つの組織間の取引が、公式な認可及び法的あるいは行政上の承

認を受けている程度。 
b.「構造的公式化」：組織間媒介組織が二つ以上の組織の関係間において果たす役割の

程度。 

② 「強度（intensity）」 

a.「関係資源の総計」：取引や関係に関与する組織の資源の規模。（機会、ヒト、モノ、

場所。） 
b.「交流の頻度」：絶対的数値／相対的数値の双方において、二つの組織間の会議等に

おけるコンタクトの数。 

③ 「互酬性（reciprocity）」 

連携において、有形無形を問わず双方が求めるものが平等に移動するか、片方に一方

的に移動するかの程度、及びそれに対する当事者の認識。 

出典：Aldrich（2008）p.278, TABLE 11.2 を参照し、筆者作成。 

 

 
 
「①-a.同意の公式化」においては、雇用エージェンシー、商工会議所の双方で、各連携体制の方向性

が示された州レベルでの合意が存在することによって、連携の必要性と組織間媒介組織の位置づけが明

確となり、継続的な連携体制を実現する基盤が形成されている。「①-b.構造的公式化」に関しては、雇

用エージェンシー所属の職業カウンセラーによりポータルサイトの活用が促され、さらに商工会議所に

おいては教育パートナーシップの形成プロセスモデルが構築されていることで、汎用性をもって実施可

能なものとなっている。加えて「②-a.関係資源の総計」については、企業実習を中心とした各種活動に

おいて、対象学年の全生徒が「ヒト」として企業側に供給され、それを十分に実現することができる「場

所」や「機会」が企業側から提供されているという量的な基盤が存在した。また、「②-b.交流の頻度」に
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関しては、教育パートナーシップに関する各機関の担当者による会議が実施され、学校側からの肯定的

な評価を得ている。さらに「③互酬性」について、学校側は BOGY における活動の実現を求める一方

で、企業側においてはギムナジウムの生徒に対する将来的な人材としての期待が中心的に位置づいてい

た。 
こうした各要素の関係性としては、「①公式化」を基盤として、その上に「②強度」と「③互酬性」が

位置づいている。さらには関係資源の量的な充実による互酬関係の強化が推察され、反対に連携に対す

る印象の変化に伴う教育パートナーシップの締結率の上昇が指摘されることからは、「②強度」と「③互

酬性」の相互の影響が確認された。以上のように各要素の内実を明らかにし、そこで示された要素その

ものと要素間の関係性が連携体制の継続の実現に寄与していることを結論づけた。 
また、分析対象となった学校・企業間連携体制は、基本的には他の学校種と同様の枠組みで実施され

ているものの、教育内容としてはギムナジウム固有の教育計画に基づいている。特に教育パートナーシ

ップ下においては学校種固有のニーズに対応可能な体制が構築されている点に、ギムナジウムとしての

学校・企業間連携の在り方が示されたといえる。 
最後に、日本のキャリア教育における議論も含め構築された分析枠組みに基づいて析出された上記の

要因のうち、特に「①公式化」という州レベルでの実施基盤の存在と連携の汎用的な構造の構築は日本

における現状の課題の解決に向けて示唆的であることを指摘した。さらには、組織間媒介組織として位

置づけた二機関の性格として、教育への関与が本来業務の一部として位置づいていたことは、日本にお

ける同様の構造を持った連携体制の進展の可能性を示すものであった。 
 
４. 今後の課題 
本研究は職業・進学指導に際した学校・企業間連携体制を分析の中心に据えたが、日本国内ではキャ

リア教育と教科内容の乖離が課題として挙がるように、企業実習の事前・事後指導を含む職業・進学指

導を教科との関係の中でより詳細に論じ、実践を包括的に検討することが今後の課題といえる。 
また、学校段階は前期中等教育段階に限定したが、ギムナジウムは後期中等教育段階を含む８年ある

いは 9 年一貫で設計された学校種であり、双方の段階が関係性をもって位置づいているといえる。この

点について未検討であることは、本研究においての問題の所在の設定上の限界性として指摘できるが、

後期中等教育段階との関係を踏まえ、ギムナジウムとしての特質を明らかにする必要がある。 
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吉留久晴（2002）「ドイツ前期中等教育段階の企業実習カリキュラム論の展開―企業での作業経験の教育

的意義をめぐって―」『産業教育学研究』第 35 巻、第２号、pp.1-8 
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[修士論文概要] 

 

カンボジアの小学校におけるキャリア形成支援 

―キャリアカウンセリングとガイダンスに対する実施主体の価値観、実施状況、課題につ

いての検討― 

 

  ユンリンダ（人間総合科学研究科教育学、博士前期課程） 

 

 

１．問題の所在と研究目的 

 カンボジアでは、2017 年に中学校・高等学校段階において、生徒らのキャリア形成支援を目的として

キャリアカウンセリング・ガイダンスが導入された（MoEYS、2016）。現時点において、小学校はそれ

らの支援の対象外である。しかしながら、小学校はその具体的な制度において、キャリアカウンセリン

グ・ガイダンスの支援が求められている現状がある。それは、小学校のドロップアウトと密接な関係が

ある。2015 年度の小学校における１－６学年における各年平均ドロップアウト率は 4.6％であるが、

2010 年度の新入学者数（388,340 人）と、彼・彼女らの５年後にあたる、2015 年度の小学校卒業者数

（246,402 人）から見れば、小学校の卒業率は約 63.45％であり（MoEYS、2011、2017）、約４割の子ど

もたちが小学校段階でドロップアウトし、就学機会を得られないまま社会で働き暮らしている現状があ

る。ドロップアウトに至るまでには、児童個人に係る要因や家庭環境に係る要因などが混在しているも

のの、先行研究においては、これらの要因への対処としてキャリアカウンセリング・ガイダンスによる

支援が期待されてきた（Keng 2004、 Ban et al. 2015、 Edwards et al. 2014、 JICA 2012、 Fata 2012）。
なお、ドロップアウトに関して児童自身に関する主な要因として、児童自身の学習成果や就学年齢など

の問題だけでなく、自己肯定感などの内面的な問題にまで起因していることが指摘される（Fata，2012)。
こうした内面的な問題に対して、Fata（2012）は、カウンセリングの有効性を示唆した。また、家庭に

起因する要因として、保護者の教育に対する価値観の問題がある。Edwards et al.（2014）は、保護者

が子どもの将来の職業や教育について必要性を認識していない場合には、職業やそれに必要な教育につ

いての相談機会を提供することが重要であると述べる。同様に、JICA（2012）も、保護者の価値観がカ

ンボジアの若者の進学や就職などの将来の進路に大きく影響していることを指摘し、児童期からキャリ

アを考えさせるために、中学校・高校のみならず、小学校段階からのキャリアガイダンスの必要性を提

示した。また、Ban et al.（2015）は、学校からのドロップアウトリスクの高い児童とその保護者に対し

て、経済的援助のみならず、内面的な相談支援を提供する必要があることを指摘している。以上のよう

に、カンボジアの小学校のドロップアウト問題に対して、キャリアガイダンスとキャリアカウンセリン

グの導入が求められる背景が先行研究によって示されてきたと言える。 

 一方、発展途上国においては、専門的なカウンセラーの配置やカウンセリング実施の促進に関する政

策は不十分であることが指摘されており、多くの場合、教師が授業とともに児童生徒のカウンセリング

も担っている（Kiweewa et al. 2018）。これと同様に、カンボジアの小学校でも、教師がカウンセラーの

役割も担い、授業とともにカウンセリングを行っていると推測される。しかしながら、小学校において、

キャリア形成支援に対して学校（実施主体）が有する価値観がどのようなものであるか、また、その実

施状況や課題はいかようかといった、内実を明らかにする研究は行われておらず、実態が把握できてい

ない状況にある。 

 以上を踏まえ、本研究はカンボジアの小学校におけるキャリア形成支援に関して学校（実施主体）を

対象とした調査をおこない、小学校（実施主体）が有するキャリア形成支援（キャリアカウンセリング
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とガイダンス）に関する価値観、実施状況、そして課題を明らかにすることを目的とする。 

２．論文の構成 

序章 問題の所在と本研究の目的 

  第１節 問題の所在と本研究の目的  

 第２節 研究の課題と方法  

  第３節 本研究のキャリアカウンセリングとガイダンスの定義  

  第４節 研究の背景と先行研究の概観  

 第５節 調査及び分析方法の概要   

第１章 カンボジアの小学校におけるキャリアカウンセリングとガイダンスに対する実施主体の価

値観  

  第１節 農村地域の学校に対する調査結果と考察 

第２節 都市部の学校に対する調査結果と考察  

第２章 実施主体へのインタビュー調査からみられるキャリアカウンセリングとガイダンスの 

  実施状況 

第１節 キャリアカウンセリングの実施状況についての調査結果と考察  

第２節 キャリアガイダンスの実施状況についての調査結果と考察  

第３章 インタビュー調査からみられるキャリアカウンセリングとガイダンスの課題  

第１節 キャリアカウンセリングとガイダンスの課題についての調査結果  

 第２節 調査結果と考察  

終章 本研究のまとめと今後の課題  

 第１節 本研究のまとめ 

第２節  今後の課題 

３．論文の概要 

 第１章では、インタビュー調査（農村地域・都市部ともに校長２名、教師６名、計 16名対象）によっ

て、農村地域と都市部の小学校におけるキャリアカウンセリングとガイダンスの重要性に関する実施主

体の認識を明らかにした。まず、農村地域の学校の実施主体は、学習面のキャリアカウンセリングとガ

イダンスの重要性を認識している傾向があった。進路面のキャリアカウンセリングとガイダンスの重要

性を認識しているととらえられる実施主体は３名いた。心理・社会面のキャリアカウンセリングとガイ

ダンスの重要性に関して、少なくとも２名の実施主体がその重要性を認識しているとわかった。健康面

のキャリアカウンセリングの重要性を認識している実施主体は１名であった。なお、特定の側面だけで

なく、様々な側面のキャリアカウンセリングの重要性を認識している可能性がある実施主体もいた。一

方、都市部の学校では、小学校におけるキャリアガイダンスの重要性を認識している実施主体がいる一

方で、キャリアカウンセリングやガイダンスが授業で児童に知識を与えることや教育そのものであると

認識している実施主体もみられた。また、低学年の児童にとって進路面のキャリアカウンセリングやガ

イダンスが重要でないと認識している実施主体も存在したが、その理由として、小学校低学年の児童は

将来のキャリアについて理解できないからであるということが挙げられていた。他に、学習面のキャリ

アカウンセリングとガイダンスの重要性を認識している実施主体もあることが分かった。 

 第２章では、キャリアカウンセリングとガイダンスの実施状況についてのインタビュー調査結果の考

察を行った。まず、キャリアカウンセリングに関して、上記の価値観とは異なり、農村地域、都市部に

おいて、実施状況には共通性が強いことが確認された。具体的には、心理・社会面と学習面のキャリア

カウンセリングを実施する傾向があった。一方、健康面のキャリアカウンセリングは２つの事例から把

握することができた。また、進路面のキャリアカウンセリングは３つの事例から内容を把握することが

できた。学習困難の場合に対しては、学習面のキャリアカウンセリングと同時に進路面のキャリアカウ
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ンセリングを実施していた。次に、キャリアガイダンスに関して、農村地域の小学校の場合では、心理・

社会面のキャリアガイダンスを実施する傾向があると分かった。なお、１名の農村地域の小学校の校長

は、進路面のキャリアカウンセリングとガイダンスに関して、その学校の地域では多くの子供たちが自

分の希望の職業に就くことができず、進路面のキャリアカウンセリングとガイダンスを実施する必要性

がないため、キャリアカウンセリングとガイダンスを実施していないと語った。一方で都市部における

キャリアガイダンスの実施状況に関しては、学校間での大きな違いがみられなかった。それぞれの学校

における実践については、心理・社会面のキャリアガイダンスの実施状況を２つの事例から、進路面の

キャリアガイダンスを２つの事例から、健康面のキャリアガイダンスを１つの事例から把握することが

できた。また、両校における学習面のキャリアガイダンスの実施状況に関して、３つの事例から把握す

ることができた。なお、農村地域の学校においても都市部の学校においても、進路面のキャリアガイダ

ンスの実施状況についてよく挙げられた内容は、授業で将来の夢と児童自身のキャリアについて話をす

ることであった。しかし、それらについて毎回の授業で話をするわけではないため、それは継続的な支

援にはなっておらず、一時的な支援だと捉えることができる。こうしてみると、小学校におけるキャリ

ア形成の支援が不十分である可能性が考えられる。 

 第３章では、インタビュー調査をもとに、実施主体が捉えているキャリアカウンセリングとガイダン

スにおける課題について整理・分析し、それらは次の４つに大別できることがわかった。つまり、時間

に関する課題、知識と資料に関する課題、家庭に関する課題（保護者に関する課題及び経済状況に関す

る課題）、教師と児童の関係に関する課題である。まず、時間に関する課題については、農村地域の学校

の１名の教師の話から捉えることができた。その教師の話からは、１日中授業を担当する場合は授業外

でキャリアカウンセリングとガイダンスを実施する余裕がないという課題が伺えた。次に知識と資料に

関する課題については、農村地域と都市部の小学校の実施主体から、健康面のキャリアカウンセリング

とガイダンスを実施するための資料や知識、能力に限界があることが挙げられた。また、１名の実施主

体は、教師がもつ職業の内容についての知識に限界があるという進路面のキャリアカウンセリングとガ

イダンスにおける課題を挙げていた。しかしこの課題は、児童のキャリア形成に対する継続的な支援に

おける課題というより、児童が職業について質問する場合に対応するための一時的なキャリアカウンセ

リングとガイダンスにおける課題であると考えられる。さらに、都市部の１名の教師は歴史教科書の説

明が不足していることと教師の歴史に関する能力の限界を挙げている。しかし、それはキャリアカウン

セリングとガイダンスの課題というより、教育全体の問題であろう。第三に、家庭に関する課題につい

ては、保護者に関する課題として、教師の家庭訪問の事例から、時間の調整ができず、親と直接会えな

いことや親の考え方の齟齬という課題が見られた。さらに、保護者に関する課題は経済面に関する課題

と密接に関係があることも窺えた。このように、保護者に関する課題及び経済状況に関する課題は、教

師の立場から、貧困地域におけるキャリアカウンセリングとガイダンスを実施しにくい背景になってい

ると捉えることができた。そのため、どの地域においてもキャリアカウンセリングとガイダンスを充実

するための政策が必要だと考えられる。最後に、教師と児童の関係に関する課題については、問題を抱

えていると思われる児童にキャリアカウンセリングをしようとしても、児童がそれを拒否してしまうと

いう事例が報告され、教師と児童の関係に関する問題が存在する可能性が窺えた。 

 本研究を通して浮かびあがった課題は小学校の現場においてキャリアカウンセリングとガイダンス

そのものの理解が、個人によってばらつきがあるということである。さらに、地域特有の事情からキャ

リアカウンセリングとガイダンスの必要性について実施主体が理解しておらず、実施できていない状況

が起きている。加えて、実施している学校でも指導方法や指導を担う教師の育成の面で課題が生じてい

る。このように、小学校においてキャリアカウンセリングとガイダンスを実施するに当たって、何ら基

本方針も実施のための具体的な方策も示されていないため、上記のように現場において混乱が見られる。

そのため、基本方針を示すことによって小学校のキャリアカウンセリングとガイダンスの重要性に関す

る現場での実施主体の認識が一致し、実施のための方策を示すことで教授法の研究や事例検討も盛んに

なり、現在起きているような現場での混乱は解消されると考察する。 
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４．今後の課題 

 本研究では、４校のみを対象としてキャリアカウンセリングとガイダンスの実施主体の価値観、実施

状況、課題を検討したにとどまった。今後の課題として、調査対象地域を増やし、本研究から得られた

示唆について検討していく必要がある。さらに、キャリアカウンセリングとガイダンスの実施状況と課

題を幅広く捉えるため、教育政策の策定者を対象とした調査を実施することも今後の課題である。 

５．主要参考文献 

Ban Kosal. Kim Kinkesa. (2015). Determinants of Student Dropout in Cambodia`s Primary and 
Lower Secondary Schools: A Survey of Program Interventions./ Edwards Jr, T. Zimmermann, C. 
Sitha, J. H. Williams, Y. Kitamura. (2014). Student Transition from Primary to Lower Secondary 
School in Cambodia: Narrative Insights into Complex Systems. Prospects 2014, 44(3). / Fata No. 
(2012). School Dropout at Basic Education Level in Rural Cambodia: A Longitudinal Study. / JICA
（2012）カンボジア国 産業人材育成プログラム準備調査 ファイナル・レポート。/ MoEYS（2016）
Career Counseling and Information on Course of Study． 
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［修士論文概要］ 

 

デンマークにおける早期離学者に対する移行支援に関する研究 

―若者移行支援専門機関を中心とする多機関連携のあり方に着目して― 

 
𠮷川実希（人間総合科学研究科教育学専攻・2 学年） 

 
 
１．問題の所在と研究目的 

現在、日本の高等学校等進学率は 98％を超え、高校等への進学・卒業はその後の進路形成における事

実上の前提となっている。この状況下で、高校等進学者や中途退学者といった早期離学者は特にその後

の進路形成にリスクを抱える存在として注視されており、その背景には家庭環境やそれまでの学校教育

における経験といった社会的要因の影響が多く指摘されている。すなわち、彼・彼女らが早期離学に至

る過程やその結果置かれる複雑で不安定な状態は社会的排除として理解され、公的な支援を講ずる必要

性が示されている。社会的移行に困難を抱える若者に対し、日本では「地域若者サポートステーション

事業」（以下、「サポステ」と表記）や「子ども・若者支援地域協議会」（以下、「地域協議会」と表記）

といった制度を中心に教育・福祉・雇用等異分野間の連携による支援体制の整備が推進されてきたが、

先行研究からは支援に係る連携の不備やネットワーク形成の地域間格差といった課題が指摘される。 
 一方、EU の早期離学問題に対する政策的関心は予てより高く、2013 年には報告書が発刊され、学校

を中心に機関と連携・協働し「予防・介入・補償（prevention, intervention and compensation）」の措

置全ての側面から当該問題に対処する「包括的な政策（comprehensive policies）」の支援枠組みが提案

された（European Commission 2013, p.6）。先行研究によれば、裁量型調整方式によるソフトなガバナ

ンスの下で EU 加盟国各国はこのような方針に色濃く影響を受けた施策を展開しており、それによって

EU 全体の早期離学率平均は 2009 年以降減少し続けている（小山 2016; 柿内 2019）。 
 本研究ではその中でも特に、近年国内外において移行支援政策の優良例として注目を集めるデンマー

クに着目した。当該国の若者移行支援は「若者教育ガイダンス（Ungdommens Uddannelsesvejledning、
通称 UU）」（以下、「UU」と表記）が中心的な役割を担い、25 歳以下の全ての子ども・若者を対象に学

校や関係機関との連携の下でキャリアガイダンスを提供する他、早期離学者に対して重点的な支援を行

っている。また、当該国では早期離学者の青年期教育・雇用機会への移行を促す教育準備課程として「生

産学校（produktionsskole）」を代表とする多様な支援機会が存在することも注目に値する。なお、これ

らの機関は 2019 年運用開始の新改革によって組織編制がなされ、従来の体制や支援実践は変革の最中

にある。特に、UU は新たに「コムーネ若者支援（Kommunal Ungeindsats、通称 KUI）」（以下、「KUI」
と表記）内に再編成され、基礎自治体下において雇用・社会福祉部門とのより密な連携体制構築が目指

されている。この状況は日本の地域協議会と重なる姿であり、当該機関をめぐる近年の動向を追うこと

で日本の若者支援政策について検討する上での示唆を得ることが期待されよう。 
 以上より、本研究はデンマークにおける早期離学者に対する移行支援政策、特に UU によるキャリア

ガイダンスの提供を通した支援に着目し、その全体像を把握するとともに、支援に係る他機関との連携

のあり方について明らかにすることを通して、日本の若者移行支援政策について検討する際の示唆を得

ることを目的とした。この研究目的の達成のために研究課題として以下の 3 点を設定した。第一に、本

研究における分析枠組みを整理した後（第 1 章）、第二に、当該国のキャリアガイダンス制度について、

特に法律に着目し、現行のものに至る変遷や具体的な規定内容について検討することとした（第 2 章）。

また、第三に、UU・生産学校に対する聞き取り調査を行う他、デンマーク国内の先行研究も検討しなが

ら、当該機関の早期離学者に対する支援実践や他機関との連携の実像を明らかにすることを目指した
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（第 3 章）。そして、これらの研究課題達成を踏まえて、当該制度が日本の若者移行支援に与えうる示

唆について指摘した（終章）。 
  
２．論文の構成 

序章 問題の所在と研究の目的、研究課題、方法 
第 1 節 問題の所在／ 第 2 節 研究目的、研究課題、方法／ 第 3 節 デンマークの教育制度と UU、
生産学校の概要と位置づけ 

第 1 章 重要語の概念整理と分析枠組みの設定 
第 1 節 早期離学問題対策としてのキャリアガイダンス／ 第 2 節 多機関連携に関する分析枠組み 

第 2 章 デンマークにおけるキャリアガイダンス制度の歴史的展開とガイダンス法の整理 
第 1 節 2003 年法改正以前―教育機関ごとの提供―／ 第 2 節 UU によるキャリアガイダンスの提供
／ 第 3 節 2017 年ガイダンス法による UU の活動に関する規定の整理／ 第 4 節 新改革 FGU およ
び KUI による組織体制の変化 

第 3 章 UU による支援実践と他機関との連携体制のあり方 
第 1 節 UU を中心とする早期離学問題への対処の全体像／ 第 2 節 UU と他機関の連携体制のあり
方 

終章 本研究のまとめと今後の課題 
第 1 節 本研究の概要／ 第 2 節 本研究の成果と考察／ 第 3 節 本研究において残された課題 
 

３．論文の概要 

（１）重要語の概念整理と分析枠組みの設定（第 1章） 

 第 1 章では、早期離学問題への対処策として UU により提供されるキャリアガイダンスについて検討

するための分析枠組みの設定を行った。第 1 節では、本研究における重要語「早期離学」および「キャ

リアガイダンス」に関して、EU・デンマーク・日本の三方向から検討し概念整理を行った。早期離学に

関しては、EU・デンマークでは「後期中等教育修了資格を有しておらず、教育・訓練に参加していない

者」として共通認識があり、実態調査や比較がなされていた。一方で、日本においてその射程に入るの

は高校中退者および高校非進学者といったドロップアウトに限られ、実態把握の不十分さが確認された。

続いて、キャリアガイダンスに関しては、EU とデンマークの間では OECD や EU による定義が凡そ共

有されていることが確認され１、それは日本では「キャリア形成支援」、もしくは学校現場における「キ

ャリア教育」の諸活動に相当することが理解された。以上を踏まえ、EU における早期離学問題に関す

る一連の政策文書を検討し（European Commission / Eurydice / EACEA / Cedefop 2014; Oomen / Plant 
2014）、重要な対策の一つとして提示されるキャリアガイダンスの「予防」、「介入」、「補償」の三側面

を順に「学校内でカリキュラムに埋め込まれた形で提供される、全生徒を対象とするキャリアガイダン

ス」、「学校内で提供される、特に早期離学のリスクを有する生徒を対象とする個別的なキャリアガイダ

ンス」、「学校外で提供される、既に通常の教育・訓練課程からドロップアウトした者を対象とするキャ

リアガイダンス」と特定し、UU が提供するキャリアガイダンスの全体像を把握するための分析枠組み

として設定した。 
第 2 節では、本研究において焦点化する UU と関係機関との連携体制にについて見るための分析枠組

みの設定を試みた。始めに機関間の「連携」や「協働」といった語の概念整理を行った後、伊藤（2019）
が提案する多機関連携における「場（関係機関・関係者が連携に参加する空間の形態）」「人（他機関と

連携を進めたり、連携のための場を招集したりする役割を担う職員）」「制度（連携関係を規律する公式・

非公式のルールや取り決め）」２からなる分析の視点について、山倉（1993）や稲生（2010）を中心とし

て組織間関係論から理論的補強を行いつつ具体的な連携手法とともに提示し、本研究における分析枠組

みとして採用した。 
 

（２）デンマークにおけるキャリアガイダンス法の歴史的展開とガイダンス法の整理（第 2章） 

 第 2 章では、当該国のキャリアガイダンス制度の歴史的展開について、関連する諸改革およびガイダ

ンス法の改正について整理を行い、現行の制度に至るまでの成立過程を明らかにした。第 1 節では、
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2003 年以前のキャリアガイダンス制度について整理した。そこでは国民学校教師による充実したキャ

リアガイダンスの提供や 25 歳以下の早期離学者に対する支援といった現行の制度に至る基盤が確認さ

れた一方、セクター間の連携・協働や専門性といった点が問題視されていた。  
第 2 節では、2003 年～2014 年までの政策動向を整理した。先の問題を踏まえて実施された 2003 年

改革では、UU を始めとするキャリアガイダンス提供に特化した専門機関が各地に設置されることとな

り、より体系的・専門的なキャリアガイダンス制度へと整備された。特に UU の設置により、教師が行

っていたキャリアガイダンスは専門のガイダンスカウンセラーが担うこととなり、25 歳以下の早期離

学者を対象とした移行支援に連なる一貫した制度が形成された。それ以降キャリアガイダンスは諸課題

の解決や政策目標達成に寄与する重要な手段の一つとして認識され、教育・雇用・福祉分野における改

革実施に呼応する形で法改正が重ねられていき、特に「2015 年までに若者全体の少なくとも 95％が青

年期教育を修了していること」という国家目標の達成に向け、15～17 歳の若者への焦点化が進んだ。ま

た、教育計画や教育準備評価の精緻化が進む一方で、ガイダンスカウンセラーは管理者としての側面を

強めることともなった。しかしながら、2014 年職業訓練改革により UU に係る資源配分は大幅に削減

され、個別のガイダンス提供の対象も限定された。この政策動向に対し国内では批判や論争が続いてい

ることが確認された。 
第 3 節では、新改革に伴う法改正前の 2017 年ガイダンス法に注目し、UU に関わる規定を「予防・

介入・補償」の枠組みに沿って整理した。さらに連携の「制度」の側面として当該法内の UU と他機関

との連携を規定する項目を抽出した。 
第 4 節では、新改革「準備基礎教育（Foreberedende Grunduddannelse、通称 FGU）」および KUI

の概要を政策文書の検討から示し、これらによって生産学校や UU をめぐる組織編制がなされ、特に

UU については、今後基礎自治体下において当該機関と雇用・社会福祉セクター間の密接な連携体制が

敷かれることを示した。一方で、改革によるガイダンス法の改正を見ると、UU に関する規定は大きく

変更・削除されており、当該改革が UU の支援実践にもたらす実際の影響について調査する必要性が示

された。 
 

（３）UUによる支援実践と他機関との連携のあり方（第 3章） 

 第 3 章では、UU によるキャリアガイダンス実践を、当該機関や生産学校に対する聞き取り調査や

Lindeberg et al.（2018）を始めとするデンマーク国内の先行研究、関連するウェブサイト等の分析・検

討を基に明らかにした。第 1 節では、その全体像を明らかにすべく、「予防・介入・補償」の側面に沿っ

て詳細に記述した。その結果、当該機関がこれら三側面全てに関与することで、一専門機関を基軸とし

た包括的なキャリアガイダンスの提供が可能とされていることを示した。また、「予防」と「介入」の側

面における学校と UU の密接な関係、教育計画や教育準備評価等の生徒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や、「補償」の側面における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、「介入」と「補償」の側面におけるガイダンスカウンセラーの個別カウンセリング

の重視といった特徴を指摘した。 
第 2 節では、特に UU と関係機関との連携体制のあり方に焦点化し、法律に規定される国民学校、青

年期教育機関、生産学校といった教育機関やジョブセンター、地域企業といった雇用分野との連携体制、

また、その他社会福祉部門や警察等を含む幅広いアクターからなる UU のネットワークに注目し、聞き

取り調査内容や先行研究等を参照し記述・整理した。これらの連携体制を「場」「人」「制度」の視点か

ら分析した結果として、特に「制度」の側面に特徴が見られ、ガイダンス法による連携活動に至るまで

の詳細な規定や全国的な情報連携システムの構築といったトップダウン式の連携体制の整備によって、

特に UU と教育機関を中心に密接な連携関係が見られることを指摘した他、協定方式や会議体方式並び

に近接方式といった多様な連携手法が採用されていることを明らかにした。加えて、「人」の側面から見

れば、ガイダンスカウンセラー個々人が専門性の一要素として他機関との連携を強く意識していること

が伺えた。 
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（４）本研究のまとめと今後の課題（終章） 

 本研究から得られた日本に対する示唆として第一に、学校とスクールカウンセラーとの連携に関する

再考がある。デンマーク国民学校と UU 所属のガイダンスカウンセラーとの密接な連携体制は「予防」

と「介入」の側面で見られたが、日本のスクールカウンセラーをこの枠組みから眺めるとその役割は主

に「介入」の側面に偏っている。両者の密な連携を目指すため、スクールカウンセラーが学校において

「予防」に分類される諸活動へ関与の度合を高める必要性が示唆された。第二に、サポステと高等学校

との連携体制についてである。本研究で示した UU と青年期教育機関の早期離学者に対する情報連携と

アウトリーチによる切れ目のない支援提供というシステム化された支援過程は、日本でも一部地方公共

団体において類似の事例が見られ 3、これらとの比較検討の可能性が示唆された。また、UU と他機関

との密な連携体制の構築は特にトップダウン式の「制度」の側面が基盤にあることに鑑みて、日本にお

いても上述したサポステに係る情報連携システムの構築や地域協議会設置推進について中央政府主導

による全国的な展開の強化の必要性が示唆された。 
 最後に、今後の課題として、UU の支援実践と日本のサポステや地域協議会の事例との比較検討、特

に、地域協議会と趣旨や構造が重なる KUI についてのさらなる分析・検討の必要性を挙げた。 
 
【註】 

1．OECD では、キャリアガイダンスとは「一生のうちのあらゆる年代、あらゆる時点において人々が

教育・訓練・職業的な選択を行うこと、および、自らのキャリアを管理することを行うサービス」（OECD 
2004, p.10）として定義づけられている他、EU においても「人生におけるあらゆる年齢やあらゆる時

点において、市民が彼／彼女らの能力、コンピテンシー、関心を特定し、教育・訓練・職業上の意思決

定を行い、それらの能力やコンピテンシーが学習され使用される学習・仕事・その他の状況において個々

の人生経路を管理できるようにする範囲の活動」（European Union 2004, p.3）という OECD と凡そ同

様の定義づけがなされている。また、この EU による定義はデンマーク国内においても共有されている

ことが現地研究者によって指摘されている（Thomsen／Plant 2015）。 
2．伊藤（2019）を参照した他、「場」「人」「制度」の各定義づけ（本文「（）」内）については、「Book 
Bang」内のウェブページ「資源制約時代における行政と行政学の可能性--【自著を語る】『多機関連携の

行政学』」から引用した； 
https://www.bookbang.jp/review/article/574804（2020 年 3 月 3 日最終閲覧確認） 
3．例えば高知県では若者の学びなおしと自立支援事業「若者はばたけネット」において独自の情報ネッ

トワークを構築し、県教育委員会が県内の中学校および高校から中学校卒業時や高校中退等の進路未決

定者の個人情報を収集してサポステに提供し、当該機関から若者に対してアウトリーチをかけることで、

学校教育からの切れ目ない修学・就労に向けた自立支援提供を可能としている。高知県教育委員会事務

局生涯学習課ウェブページ内に掲載された「『若者はばたけネット』実施要項」参照； 
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310401/files/2012020900053/file_20174145181928_1.pdf 
（2020 年 3 月 3 日最終閲覧確認） 
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［卒業論文概要］ 

 

貧困にある子どもたちの社会的移行を支えるためのキャリア教育の基礎理論に関する研究 

―ケイパビリティ・アプローチの視点から― 

 

安里ゆかし（人間学群教育学類・4 年） 

 

 

１．問題の所在と研究の目的 

 2000 年代以降、我が国における「子どもの貧困」が社会問題となり、その解決策として教育的支援に

大きな期待が寄せられている。しかしながら、公教育こそがメリトクラシー等の社会構造と結び付いて、

子どもたちが教育を受ける以前から背負っていた不平等を再生産してきた側面があることは、教育社会

学の分野から指摘されて久しい。すなわち、貧困にある子どもたちは、教育の過程や社会への移行にお

いても困難を抱えやすいため、教育を受ける機会の保障だけでは貧困の世代的再生産さえも解消できな

い可能性が高く、教育の在り方そのものを問い直す必要がある。 
とりわけ、子ども・若者の社会的・職業的自立に関わる能力の育成を主要な関心とするキャリア教育

は、貧困にある子どもたちの社会的移行の支援においても重要な役割を担っている。一方で、ドナルド・

E・スーパーに代表される従来のキャリア発達理論は、文化的背景（ジェンダー、社会階層、性自認、

宗教、民族等）において非支配的な人々への対応に十分に踏み込めていないという課題を残しており

（McMahon / Arthur / Collins 2008）、その課題を克服するための理論が必要である。 
 その理論を構築する基盤として、経済学分野の研究者として知られるアマルティア・センのケイパビ

リティ・アプローチ１が重要な視点を与え得る。ケイパビリティは、ある個人が有形無形の財を用いて

達成することのできる選択肢の集合を意味する概念であり、ケイパビリティ・アプローチは、ケイパビ

リティの平等を重視する考え方を意味すると同時に、個々人のケイパビリティの拡大を目指す開発のア

プローチである。ケイパビリティ・アプローチとキャリア支援は、人々の「能力」や「可能性」の開発

に焦点を当てて社会正義を実現しようとする理念が共通している等、理論的な親和性が高く、キャリア

支援における実践を支える理論として応用可能であることが指摘されている（Robertson 2015）。
Robertson（2015）は、キャリア形成におけるケイパビリティの構成要素を試論的に提示しているが、

行為主体性を意味する「エージェンシー」等の 6 側面に分類するに留まり、ケイパビリティを規定する

要因が社会の側にあるか個人の側にあるかという点が考慮されていないという課題を残している。 
 以上より、本研究では、ケイパビリティ・アプローチを応用したキャリア教育の基礎理論として、キ

ャリア形成におけるケイパビリティを試論的に提示することを目的とする。 
 
２．論文の構成 

 序章 問題の所在と本研究の目的 
第 1 節 問題の所在と本研究の目的／第 2 節 本研究の課題と方法／第 3 節 ケイパビリティ・ア

プローチの概要／第 4 節 先行研究の概要 
 第 1 章 我が国における「子どもの貧困」対策とその課題 

第 1 節 貧困の概念と「子どもの貧困」の特徴／第 2 節 「子どもの貧困」対策の批判的検討／第

3 節 貧困へのアプローチとして教育が抱える問題／第 4 節 本章のまとめ 
 第 2 章 ケイパビリティ・アプローチの教育学的意義 

第 1節 基本的ケイパビリティの剥奪として貧困を捉えることの意義／第 2節 教育とケイパビリ

ティ・アプローチの関係性／第 3 節 教育学への応用を試みた先行研究の検討／第 4 節 本章のま
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とめ 
 第 3 章 キャリア教育の基礎理論としての応用可能性 

第 1 節 社会正義とキャリア教育／第 2 節 キャリア形成におけるケイパビリティ試論／第 3 節 

本章のまとめ 
終章 本研究のまとめと今後の課題 
第 1 節 本研究のまとめ／第 2 節 今後の課題 
 
３．論文の概要 

 第 1 章では、貧困に関する先行研究から貧困の学術的な概念を整理し、それに基づき「子供の貧困対

策に関する大綱」（内閣府 2014, 2019）を主な対象として我が国の「子どもの貧困」対策及び貧困への

教育的アプローチが抱えている課題を指摘した。貧困とは、「人が生活していくための『必要』を充足す

る資源の不足・欠如（松本 2019, p.33）」であり、心身の発達において重要な時期にある子ども期に貧

困を経験することは、その後の人生にも大きな影響を与えるという点に「子どもの貧困」の特徴がある。

そのため、教育だけでなく福祉や医療等多領域からのアプローチが必要であるが、2019 年度版の「子供

の貧困対策に関する大綱」（内閣府 2019）においても、教育的支援に偏りがある問題は改善されていな

いことを示した。一方、先述したように、教育には貧困や格差を再生産してきた側面がある。教育社会

学の分野では、学力の階層差や子ども若者の社会的移行の困難の実態を明らかにしてきた一方で、その

解決策は、社会構造の大きな変革を求めるか、学校や地域等の個別具体の実践例を参照するかに留まっ

てきた。つまり、社会構造の問題を認識した上で、その社会に生きる個人には何ができるか、その行動

をいかに支援するかという積極的な議論が不足していると指摘した。 
 続く第 2 章では、セン本人の論文や著作、教育学の分野でケイパビリティ・アプローチの応用を試み

た論文を検討することを通して、教育学の分野において貧困を理解し、その解決に向けた実践をする際

には、ケイパビリティに着目して貧困を捉えることが重要であることを示した。教育における貧困や格

差の問題に取り組んできた中心的な分野である教育社会学の研究の成果を、ケイパビリティ・アプロー

チの視点から言い換えるならば、子どもの学業達成というファンクショニングと、家庭の社会経済的背

景という財の関係性を明らかにしてきた。それに対し、これまでに示された解決策としては、財とファ

ンクショニングの関係性に影響を与える社会構造の変革を迫るか、家庭の財の不足を、追加の学習機会

という別の財で補うという方策に留まるものであり、財をケイパビリティへ、ケイパビリティをファン

クショニングへ変換する過程への着目が不十分であった。しかし、貧困への教育的アプローチが重要と

なるのは、その変換過程においてであり、貧困にある子どもたちのケイパビリティを拡大するための教

育実践を議論する必要がある。 
 最後に第 3 章では、主に海外の先行研究から、キャリア教育の分野における社会正義の観点に立った

実践に関わる議論を整理するとともに、Robertson（2015）及びヌスバウム（2005）を参照し、キャリ

ア形成におけるケイパビリティ試論を提示した。社会正義のキャリア教育に関わる研究において、ケイ

パビリティ・アプローチを取り上げた研究は増えつつあるものの、キャリア教育の文脈に合わせた理論

構築は立ち遅れている（Robertson/Edgell 2018）。Robertson（2015）が提示したキャリア形成におけ

るケイパビリティの構成要素は、「エージェンシー」「キャリアマネジメント」「働くこと・学ぶこと」「社

会」「経済」「健康」の 6 側面に分類されているものの、社会的な要素と個人的な要素が混在している。

そこで、中心的なケイパビリティのリストを作成したことで知られるヌスバウム（2005）の「基礎的ケ

イパビリティ」「内的ケイパビリティ」「結合的ケイパビリティ」（順に生得的なもの、教育による介入が

期待されるもの、社会・環境的なもの）という次元を加え、改めて分類した。そのことによって、基礎

的・汎用的能力に基づいて、子どもたちのファンクショニングを見るだけでなく、ケイパビリティにま

で思考を及ぼし、子どもたちの実態を捉える枠組みとなることを目指した。 
 我が国の「子どもの貧困」対策では、貧困の責任を個人化する危険性を含んだ教育的支援となってい

る。しかし、ケイパビリティ・アプローチの視点に立つことで、貧困の本質的な問題を捉え、それに対
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して教育がどのようにアプローチし得るかというひとつの試論をキャリア教育の立場から示した点に

おいて、本研究の意義があると考える。 
 
４．今後の課題 

 本研究では、正義論の立場としてケイパビリティ・アプローチを取り上げたが、正義論の立場は多様

であり、その中から当該アプローチをキャリア教育に応用することの妥当性を十分に説明することが必

要である。この課題は、「潜在能力」と訳されることの多いケイパビリティが、様々な能力論が既に存在

している教育学と親和性を持つことを説明し得る一方で、それらの能力論とどのような違いがあり、そ

れがどのような意義を持つのか、というもう一つの課題とも繋がっている。 
 今後、更なる理論的な精緻化が必要となると同時に、その理論が実践と乖離しないものであるために

実際のキャリア支援を反映させることも重要な課題である。 
 
【註】 

1．ケイパビリティ・アプローチにおいて、重要な概念とその関係性を簡潔に説明する。「１．問題の所

在と本研究の目的」において、ケイパビリティが「ある個人が有形無形の財を用いて達成することので

きる選択肢の集合を意味する概念」であると述べた。有形無形の財は、「財」という言葉にまとめられ、

達成する前の可能性の段階であるケイパビリティから、人が実際に何かを為した／何かになった状態

（達成された状態）を「ファンクショニング」と言う。A［財―①→ケイパビリティ―②→ファンクシ

ョニング］の流れとして表すことができ、矢印①では個人の特性（例えば、障害）の影響を受け、矢印

②ではケイパビリティから実際に達成するファンクショニングを選ぶという個人の決定の影響を受け

る。また、矢印②において重要になるのが、「エージェンシー」という概念である。エージェンシーとは、

「行動し変化をもたらす人物、そしてその業績を何か外部の規準によっても評定するかどうかはともか

く、その人自身の価値と目的を規準に判断されるような人物（セン 2000, p.18）」であり、全ての人が

エージェンシーとしての側面を持っている。ケイパビリティ・アプローチでは、個人のケイパビリティ

を規定する要因のうち、社会的要因を可能な限り取り除くことが重視される（以上は、絵所／山崎（2004, 
pp.4-6, pp.10-13）及び神島（2015, pp.154-156）を参照）。 
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［卒業論文概要］ 

 

 

中学校キャリア教育におけるポートフォリオを活用した内省に関する研究 

―深い内省を通して学びを将来につなげる指導に着目して― 

 

藤田 智哉（人間学群教育学類・4 年） 
 

 

１．構成 

序章 問題の所在と研究の目的 
 第 1 節 問題の所在 
 第 2 節 研究の目的 
 第 3 節 研究の課題 
 第 4 節 研究の方法 
第 1 章 「キャリア・パスポート」の活用場面における深い内省の検討 
 第 1 節 先行研究の検討 
  第 1 項 デューイによる省察の研究 
  第 2 項 コルブによる経験学習モデル 
  第 3 項 内省の深さに関する研究 
 第 2 節 「キャリア・パスポート」で期待される内省の在り方 
 第 3 節 分析の枠組み 
第 2 章 実態の調査 
 第 1 節 調査対象の選定過程と調査方法 
  第 1 項 調査対象の選定過程 
  第 2 項 調査方法 
 第 2 節 茨城県 X 中学校の事例 
  第 1 項 調査の概要 
  第 2 項 文化祭の概要 
  第 3 項 指導の実態 
 第 3 節 東京都 Y 中学校の事例 
  第 1 項 調査の概要 
  第 2 項 校内ハローワークの概要 
  第 3 項 指導の実態 
第 3 章 調査結果の分析と考察 
 第 1 節 調査結果の分析 
  第 1 項 茨城県 X 中学校の事例 
  第 2 項 東京都 Y 中学校の事例 
 第 2 節 考察 
終章 本研究のまとめと今後の課題 
 第 1 節 本研究のまとめ 
 第 2 節 今後の課題 
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２．本研究の目的・課題 

我が国の学校教育では、変化の激しい社会を生き抜くための高度な能力の育成に向けて、キャリア教

育の視点からの授業改善の必要性が指摘されている。しかし、キャリア教育に関する活動には、それぞ

れの学びが断片的なものに留まってしまうという課題が指摘されてきた。そこでキャリア教育で得た学

びを特別活動の時間を中核にまとめ、各活動における学びのプロセスから変容や成長を自己評価し、将

来の生き方を考えるといった学習活動の実施が提案され、「キャリア・パスポート」と呼ばれるポートフ

ォリオを活用したキャリア教育の 2020 年度からの実施が決まっている。しかし、「キャリア・パスポー

ト」で期待されている内省の在り方はどのような状態を示すものであるのか、またそのような内省を促

すための方法論に迫る研究の蓄積は少ない。 
 これらの問題意識を踏まえ、本研究では今後ポートフォリオを活用したキャリア教育で求められる、

深い内省を通して学びを将来につなげる指導の在り方について示唆を得ることを目的とした。 
 以上の目的を達成するための研究課題を以下の三点に設定した。 
第一に、「キャリア・パスポート」で期待される内省の在り方について、先行研究や文献、各種資料を

基に検討し、それを促す指導を分析する視点を設定する。 
第二に、学校現場での指導の実態について、参与観察及び教師へのインタビュー調査によって明らか

にする。 
第三に、調査結果を分析し、今後の「キャリア・パスポート」を活用した内省の指導について考察を

加える。 

 
３．概要 

 第 1 章では、先行研究における知見と、「キャリア・パスポート」で期待されている内省はどう関係

しているのかを検討した。まず、先行研究の検討を通して、根拠となる事実との対話に基づいた内省を

深めること、内省を通じて獲得した知識や価値観を実践する場、個人が経験の意味づけを行う際に他者

との交流を通して新たな視点の獲得や他者評価を受けることの重要性が明らかになった。 
次に「キャリア・パスポート」に関連する文献や資料の検討を通して、具体的な学びのプロセスを記

述し、自身の変容や成長を自己評価する活動、そして過去から現在という時間軸だけでなく、現在から

未来への展望を行い、獲得した学びと将来の生活とのつながりを意識することの必要性が確認された。 
以上の検討を踏まえ「キャリア・パスポート」の活用場面における深い内省を促す指導を分析する視

点を以下の 5 つに整理した。 
①具体的な行動や経験を思い起こさせるための工夫 
②自身の変容や成長を認識させるための工夫 
③他者との交流の設定 
④獲得した学びを基にした現在から未来への時間的展望の促進 
⑤獲得した学びを用いる次なる実践の場の設定 

 第 2 章では、茨城県 X 中学校の文化祭の取組、東京都 Y 中学校の校内ハローワーク（社会人講話）

に着目して、それぞれ参与観察及び担当教員へのインタビュー調査の結果をまとめた。 
 第 3 章では、上記の視点に基づいて調査結果を分析し、指導上の課題について検討した。すると、①

②⑤については 2 事例ともにその必要性を認識した上での指導が見られ、成果を感じていることがわか

った。一方で③④については留意すべき事項が浮かび上がった。③について「キャリア・パスポート」

は本来自己のキャリア形成のために用いる自分のための教材であり、不本意に他人に見られ、意見され

ることは必ずしも必要ではないはずであるが、自己の考えや価値観を変容・成長させるためには、他人

の意見や評価等を受けることも時に必要であり、自己に完結する内省だけでは成長に限界がある、とい

うジレンマの存在が示唆された。④については過去・現在から将来を展望するだけではなく、将来から

現在に立ち返ることで、現在の学びと将来とのつながりを意識させ、近い将来に向けた改善を促すこと

ができるという点でより発展的な取組の可能性が示唆された。 
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これらを踏まえ、今後の「キャリア・パスポート」を活用した内省の指導の在り方としては、①②⑤

の重要性を確認することに加え、③で示唆されたジレンマを解消するために、個人で考えを深める活動

を重視すべきか、他者との交流を重視すべきか、を吟味し区別して指導を行っていく必要があることが

明らかになった。そして、過去・現在から将来を考えるだけでなく、将来に合わせて現在を考えること

が学びを将来につなげるために有益であることに留意して行われることが望まれる。 
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リオを活用したキャリア教育の現状と課題―実践の継続性・発展性の可視化を目指して―」『生涯学習・

キャリア教育研究』第 14 号,pp.13-25 
・佐藤真（1997）「ポートフォリオ評価法」『教育方法学研究』第 23 巻,pp.79-87 
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［資料］ 

デンマーク・ガイダンス法（2017年9月28日法律第1097号）全訳 

 
𠮷川実希（人間総合科学研究科教育学専攻・2年） 

 
 
１．はじめに 

 

 本稿では、近年我が国においても若者支援政策の優良例として注目を集めるデンマークのキャリアガ

イダンス制度に関する資料提供を目的として、当該制度を規定する根拠法「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）の全訳を示す（以下、「2017
年ガイダンス法」と表記）。本稿において参照した法律は以下である。テキストはデンマーク国内の全法

令を掲載するウェブページ「retsinformation.dk」より入手し、和訳作業を行った。 
 
Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v.(Lovbekendgørelse nr. 1097 af 28. september 2017)１ 
 
デンマークの教育制度内におけるキャリアガイダンス全般に関する独立法、通称「ガイダンス法

（Vejledningsloven）」の成立は、2003年4月公布・2004年8月施行の「教育・職業の選択におけるガイ

ダンスに関する法律（Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv）」（2003年4月30日法律第

298号）にある２（以下、「2004年改革」と表記）。この2004年改革に基づき、それまで各教育機関に依

存する形で多数存在したキャリアガイダンスの提供機会は、若者の青年期教育への移行に関する支援に

ついては基礎自治体である「コムーネ（Kommune）」管轄下の「若者教育ガイダンスセンター

（Ungdommens Uddannelsesvejledning）」、若者の高等教育進学に関する支援については文部省管轄

下の「地域ガイダンスセンター（Studievalg）」といった専門機関がそれぞれ責任を担う形で体系化され、

より専門性を強めた一貫したキャリアガイダンス制度が構築されたのである。それ以降、当該法律は、

教育・雇用・福祉分野における諸改革の実施に呼応する形で改正が重ねられ、本稿において示す2017年
ガイダンス法に至っている。青木真理らに代表される我が国におけるデンマーク・キャリアガイダンス

制度に関する先行研究３は、その多くが2004年改革において敷かれた支援体制に注目したものであるこ

とに鑑みれば、それから10年以上を経て幾度の法改正を重ねた当該制度について最新の枠組みを明らか

にする必要性は明白である。本稿においては、この理由より2017年ガイダンス法を対象として拙訳を示

すこととした。 
しかしながら、当該制度をめぐってはさらに、2017年10月に与野党間の政策合意「教育・仕事へのより

良い道に関する合意（Aftale om bedre veje til uddannelse og job）」４が提言され、これに基づく法改正

の結果、2017年ガイダンス法は「25歳以下の若者に対するコムーネ支援に関する法律（Lov om 
kommunal indsats for unge under 25 år）」（2019年8月16日法律第825号）に改められている。上述し

た若者教育ガイダンスセンターは当該法律に基づきコムーネ内に新設された「コムーネ若者支援

（Kommunal Unge indsats、KUI）」（以下、「KUI」と表記）の一構成要素となり、その役割は大きく

変更されることとなった５。それ故に、当該制度をめぐる最新情報として新制度 KUI に関しても注目す

る必要があるものの、当該制度は2019年8月の運用開始から日が浅く、各コムーネで異なる運用形態や

その効果の実際に関しては今後の調査・報告を待たなければならない。よって、本稿においては、2003
年から10年以上を経て形成されてきた若者教育ガイダンスセンターを中心とする当該国のキャリアガ

イダンス制度の蓄積に対する評価に寄与するための資料提供を目的として、新制度に移行する直前の枠
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組みである2017年ガイダンス法に焦点を当て、拙訳を記した。 

 

２．2017年ガイダンス法の和訳全文 

 

2017年9月28日法律第1097号 

概要（目次） 

 

第1章 ガイダンスの目的 
第1a 章 教育・雇用等に係る義務 
第1b 章 教育計画 
第1c 章 教育準備の評価 
第2章 青年期教育・職業の選択に関するガイダンスと若者教育ガイダンスセンター 
第2a 章 イントロダクションコースと橋渡し 
第3章 高等教育・職業の選択に関するガイダンス 
第3a 章 UU と Studievalg、青年期教育機関間の連携 
第3b 章 （削除） 
第4章 全国的活動・組織 
第4a 章 研究・開発業務 
第4b 章 報告及び情報開示 
第4c 章 不服申し立て 
第4d 章 デジタル識別ソリューション 
第5章 発効に関する規定 

 
全文 

 
「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の告知」 

 
これにより、2017年3月23日法告知第270号及び2017年6月8日法律第706号に基づく修正を参照し、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が告知される。 
 

第1章 

ガイダンスの目的 

 
第1条 本法に基づくガイダンスは、教育・職業の選択が個人及び社会に対して最大の利益をもたらす

ように寄与することを目的とする（全ての若者が職業資格を付与する教育を修了することを含む）。 
2項 ガイダンスは特に、特別なガイダンスの取組無しには教育の選択・開始・修了または職業選択が困

難である、あるいはその可能性がある若者を対象としなければならない。 
3項 ガイダンスは、個人の関心や個別の前提条件（非公式の資格や教育歴・職歴、並びに熟練労働者や

自営業者が期待するニーズを含む）を考慮しなければならない。 
4項 ガイダンスは、教育からのドロップアウトや教育の再選択を最小限に抑え、生徒・学生個人が最大

の専門的・個人的利益を伴って選択した教育を完了することに寄与しなければならない。 
5項 ガイダンスはさらに、各個人が自力で教育や教育機関、将来の雇用に関する情報（IT ベースの情

報やガイダンスの提供を含む）を探索し活用することに寄与しなければならない。 
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6項 ガイダンスはそれゆえ、個人にとってガイダンスの取組に一貫性や進展が保障されるように提供

されなければならない。 
 
第2条 本法に基づくガイダンスは、セクター及び機関の利害から独立したものでなければならない。 
2項 ガイダンスは、文部省が認定した教育・職業ガイダンスカウンセラー養成課程の修了者、あるいは

それに相当するレベルのガイダンスに関する専門性を有すると証明された者によって提供されなけれ

ばならない。 
3項 文部大臣は、2項に該当する事項に関する規則を定める。 
 

第1a章 

教育・雇用等に係る義務 

 
第2a 条 15-17歳の若者は、教育・雇用、あるいは若者の教育修了を目的とするその他の活動に従事す

る義務を有する。若者の教育計画（第2c 条参照）には、若者が1文に基づく義務をどのように遵守する

かに関する記述が含まれなければならない。 
2項 コムーネ議会が障害や病気、あるいは重大な社会的問題により、若者が一時的または永久に1項に

基づく義務を遵守することができないと判断した場合、コムーネ議会は、その保護監督者を関与させた

上で、当該若者をこれから免除することができる。 
3項 コムーネ議会は、15-17歳の若者が自身の教育計画に従うことを監督し、その保護監督者が1項に

基づく義務遵守のために活動に継続的に関与することを保障しなければならない。コムーネ議会は、15-
17歳の若者の1項に基づく義務遵守の可否を決定する。1項に基づく義務が遵守されていない場合、コム

ーネ議会は、若者手当（子ども・若者手当に関する法律参照）の支給を行わない決定をすることができ

る。 
4項 UU は、生徒の教育計画（第2c 条参照）の作成に関連して、15-17歳の若者とその保護監督者に対

し、1項に基づく義務遵守がなされておらず、コムーネ議会が若者手当（子ども・若者手当に関する法律

参照）の支給を行わない決定をする場合、これを通知しなければならない。 
5項 コムーネ議会は、教育・雇用、あるいは若者の教育修了を目的とするその他の活動に従事していな

い15-17歳の若者が教育を修了するために、当該若者の関心や能力を明確にし発展させ、その教育準備

を満たすこと（第2g 条参照）に寄与する、必要な活動を提供する責任を負う。1文に基づく活動の提供

には、コムーネのジョブセンターが提供する、積極的雇用政策に関する法律に基づく活動の提供を含む

ことができる。 
6項 文部大臣は、教育・雇用、あるいはその他の活動に関して、どのような活動を教育計画に含めるか

に関する細則を定める。文部大臣はまた、5項1文で言及した活動の提供に関する細則を定める。 
 
第2b条 コムーネ議会は、第2a 条5項に基づき提供された活動に参加する若者に対し、当該活動が他の

交通費補助の対象とならない範囲において、交通費補助を与えることができる。 
2項 コムーネ議会は、補助金の条件や計上に関する細則を定める。 
 

第1b章 

教育計画 

 
第2c条 生徒は9学年終了時において、以下の項目を含む、進学に関する計画を有しなければならない： 

1）生徒の基礎教育学校卒業後の教育目標。 

2）生徒の青年期教育や10学年、雇用、あるいは当該生徒が教育準備を満たすことに繋がるその他の活動

に関する希望。 
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3）UU または学校による、青年期教育の開始・修了に必要とされる、生徒の教科、個性、社会性に関す

る前提条件に対する評価（第2g 条に基づく）。 

4）保護監督者のコメント。 

2項 生徒が10学年を選択した場合、教育計画にはさらに、10学年の教育課程において当該生徒が何を

達成すべきかに関する事項も含まれなければならない。 
3項 保護監督者または生徒自ら（生徒が保護監督下にない場合）が、教育計画の作成に関する責任を負

わなければならない（4項を例外とする）。 
4項 UU がガイダンスを提供する学校の生徒については、生徒の教育準備が不十分であると評価され

た場合（第2g 条及び第2h 条参照）、UU が教育計画に関する責任を負う。これは、UU がガイダンスを

提供していない学校（第4条参照）についても同様とする。 
5項 生徒の教育計画は生徒と保護監督者によって署名され、また、4項に該当する場合には、UU によ

って署名される。 
6項 生徒が18歳に達するまで、教育計画は、必要に応じて修正されなければならない（3項及び4項参

照）。教育計画の修正は、生徒と保護監督者との協働の下で行われなければならない。10学年において

は、UU または学校（UU によるガイダンス提供が行われない場合：第4条参照）が全ての生徒の教育計

画の継続的な修正を行う。 
7項 生徒が青年期教育または10学年への入学申請を行う場合、生徒の教育計画は、入学申請書類とし

て提出される。生徒が職業教育・訓練やギムナジウム教育、あるいは10学年を希望する場合には、UU
または教育計画作成責任者（3項及び4項に基づく）は、当該生徒の教育計画を第一進学希望機関へ送付

しなければならない（第2h 条3項を例外とする）。それ以外の場合、教育計画は、生徒が登録されるコム

ーネに送付される。 
8項 文部大臣は、教育計画の形式や内容、期限等に関する細則を定める。特に、当該計画には学習選択

ポートフォリオ（青年期教育入学申請書類に添付され、生徒が入学する教育機関に送付されるもの）を

含めなければならない、という細則を含めることができる。 
 
第2d条 国民学校の生徒は、生徒の生徒計画（国民学校法第13b 条参照）に基づき、教育計画（第2c 条
に基づく）が作成される。 
2項 教育計画は、10学年においては生徒の将来の教育選択に関する継続的なガイダンスの中で用いら

れ、10学年における試験や橋渡し課程（第2a 章参照）に関する生徒の希望を含まなければならない。ま

た、教育計画には、10学年において第2g 条3項で言及される特別な取組を行うかについても記入されな

ければならない。 
3項 文部大臣は、10学年における教育計画に関する細則を定める。 
第2e条 生徒は10学終了時までに、教育計画を修正しなければならない（第2c 条6項参照）。 
 
第2f 条 15-17歳の若者で学校に通っていない、あるいは資格を付与する教育に従事していない者や、

教育計画を有していない者は、UU が教育計画を作成しなければならない。第2c 条が準用される。 
 

第1c章 

教育準備の評価 

 
第2g条 国民学校9学年及び10学年の生徒で職業教育・訓練またはギムナジウム教育への入学申請を行

う者は、青年期教育の開始・修了に必要とされる、教科、個性、社会性に関する前提条件（教育準備）

を有するかに関して評価されなければならない（7項を例外とする）。評価は、生徒が評価される項目に

おいてそれ以上のカテゴリーに申請しない限り、3年制ギムナジウム教育や2年制 HF 教育、あるいは職

業教育・訓練に入学申請を行う集団に対して行われる。 
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2項 当該評価は8学年より開始され、特別な状況に該当しない限り、1項に基づいて行われる。当該評

価は、当該学年全生徒を対象とする。全教科の最終評定の平均点を最低4.0有しており、学校長が社会性、

個性に関する前提条件が十分であると評価する8学年生徒は、9学年及び10学年においても、教育準備を

有していると見なされる（5項及び6項を例外とする）。8学年、9学年及び10学年の全学年において、3年
制ギムナジウム教育への進学を希望する生徒は、全教科の最終評定の平均点を最低5.0、2年制 HF 教育

への進学を志望する生徒は、全教科の最終評定の平均点を最低4.0有さなければならない。その他の生徒

については（第2h 条を例外とする）、第2i 条に基づいて定められた規則、並びに生徒が在席する学校か

らの情報に基づいて、UU が、1項に基づく教育準備を有するかに関する評価を行う。 
3項 教育準備が不十分である生徒の場合（2項参照）、UU と学校長は協働の下で、焦点化したガイダン

スや学校の取組を行い、当該生徒が9学年終了時までに教育準備を有することができるようにする。生

徒が9学年終了時までに教育準備を有することができず（4-6項参照）、10学年への進学を希望する場合

には、10学年の間に教育準備を有することができるように、10学年においてどのように支援がなされる

べきかが評価される。 
4項 3項で言及された生徒に対しては、UU が、青年期教育の開始・修了に必要とされる、教科、個性、

社会性に関する前提条件を有しているかに関する新たな評価を行う。 
5項 8学年において教育準備を有すると評価された生徒のうち、生徒の学力レベルが低下した、あるい

は学校長が生徒の社会性や個性に関する前提条件が否定的な方向に著しく変化したと評価した場合に

のみ、UU が単独で9学年時に新たに評価を行う。また、生徒が別のカテゴリーの青年期教育に申請する

場合にも、再評価が行われる。当該再評価は、生徒が9学年直後に青年期教育に申請しようとする場合、

もしくは10学年を希望する場合にのみ行われる（3項参照）。 
6項 5項1文及び2文は、9学年時に教育準備を有すると評価された10学年生徒に対しても適用される。 
7項 職業教育・訓練に関する法に基づく教育・訓練契約を締結した生徒、あるいは教育・訓練機関に入

学した生徒は、教育準備を有すると見なされる。 
8項 UU が9学年または10学年における評価において生徒の教育準備が不十分であると評価した場合、

保護監督者または生徒自身（生徒が保護監督下に無い場合）は、生徒が入学申請を希望する青年期教育

のカテゴリーに該当する青年期教育機関に対して、生徒が教育準備を有するかに関する新たな評価を行

うよう、要求することができる。青年期教育機関は、UU の要請に基づき、評価を行う。青年期教育機

関による評価は、UU によって行われた評価に代替される。 
 
第2h条 第2g 条は、コムーネの青年期学校全日制課程在席生徒にも適用される。 
2項 第2g 条は、第4条で言及された UU がガイダンスを提供する学校の生徒にも適用される。第4条で

言及された UU がガイダンスを提供しない学校の生徒に対しては、学校が教育準備評価を行う。 
3項 生徒の学校が9学年及び10学年において教育準備評価を行う場合（2項2文参照）で、生徒が、学校

の評価では前提条件が不十分であるとされる青年期教育への進学を希望する場合、生徒が登録されるコ

ムーネの UU が、当該生徒が教育準備を有するかに関する新たな評価を行う。 
 
第2i 条 文部大臣は、以下の領域において、教育準備評価に関する細則を定める（第2g 条-第2h 条参

照）： 
1）含まれるべき教科、社会性、個性の前提条件に関する基準。 
2）教科に関する前提条件を満たすために達すべき平均点。 
3）評価に含まれるべき評定。 
4）再評価を受ける可能性、あるいは青年期教育機関において入学試験を受ける可能性。 
5）手続きや期限等（評価に用いられる情報の入手期限を含む）。 
6）生徒個人が特別な状況にある場合に、規則の適用を免除する可能性。 
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第2章 

青年期教育・職業の選択に関するガイダンスと UU 

 
第3条 コムーネ議会は、第1章、第1b 章及び本章に基づき、青年期教育・職業の選択に関するガイダン

スを提供しなければならない。 
2項 ガイダンスは、7-9学年の生徒、並びに10学年の生徒に提供される。 
3項 ガイダンスはまた、コムーネに居住する25歳未満の若者で、フルタイム雇用下に無く、基礎教育

学校または10学年終了後に、青年期教育または高等教育に進学していない、もしくは修了していない者

に対しても提供される。その他の25歳未満の若者は、希望する場合において、ガイダンスを提供される。

UU は、ジョブセンターの要請及び資金提供に応じて、教育補助を受ける30歳未満の若者に対してもガ

イダンスを提供することができる（積極的雇用政策に関する法律参照）。 
4項 コムーネ議会は、15-18歳の若者の保護監督者が、若者に提供される教育・職業の選択に関するガ

イダンスについての一般的な情報（若者の教育機会に関する情報を含む）を確実に受け取ることができ

るよう、保障しなければならない。 
5項 第1章、第1b 章及び第5-10条における規則は、青年期学校全日制課程在籍生徒に対しても同様に適

用される。コムーネ議会は、青年期学校がガイダンスを実施できるか判断しなければならない。 
6項 文部大臣は、1-4項に基づくガイダンスに関する細則を定めることができる。 
 
第4条 コムーネ議会は、当該コムーネに設置された自由学校または私立基礎教育学校から要請された

場合、当該学校7学年生徒または同学年に相当する生徒に対して、青年期教育・職業の選択に関するガイ

ダンスの提供を保障しなければならない。 
2項 コムーネ議会は、当該コムーネ内に設置されたエフタスコーレまたは自由職業学校から要請され

た場合、当該学校生徒に対して、青年期教育・職業の選択に関するガイダンスを提供するために、当該

学校と協定を結ばなければならない（エフタスコーレ及び自由職業学校に関する法律参照）。当該協定

は、ガイダンスに関連してコムーネが負担する費用に対する学校からの支払いに関する合意が含まれる。 
3項 コムーネ議会はまた、フォルケホイスコーレと協定を結び、当該学校生徒に対してガイダンスを

提供することもできる。 
4項 文部大臣は、当該規定に基づくガイダンスに関する細則を定めることができる。 
 
第5条 ガイダンスは、第1条の目的達成を保障する一貫した課程として組織されなければならない（生

徒個人が青年期教育を紹介され、青年期教育に関する選択をより良いものにすることを含む）。当該組

織は、青年期教育機関、保護監督者、若者との協力の下で行われる。 
2項 UU は、8、9学年及び10学年において教育準備が不十分な生徒を対象として、特別に焦点化され

たガイダンスの取組を組織することを保障しなければならない（第2g 条参照）。 
3項 コムーネ議会は、青年期教育の開始・修了に関するリスクを有する国民学校9学年及び10学年生徒

に対して、メンター制度の確立、あるいは生徒個人が特別な状況にある場合には、青年期教育への移行

に向けた異なる支援の確立を保障する。 
4項 ガイダンス（メンター制度：3項参照、並びに橋渡し等の提供：第2a 章参照、を含む）は、青年期

教育機関とコムーネの雇用措置との協働の下で、また、ガイダンス活動の対象となる地理的範囲内の労

働市場組織及び企業の関与の下で、実施されなければならない。 
5項 文部大臣は、メンター制度やその他の取組（2-4項参照）に関する細則を定めることができる。 
 
第6条 第3条2項、第4条1項及び2項に関連するガイダンスは、生徒個人が在席する学校において受ける

ことができるように提供されなければならない。ガイダンスは、学校との協働の下で組織される。 
2項 その他の若者に対するガイダンスはまた、可能な限りにおいて、若者個人が在席する教育機関に
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おいて個別ガイダンスを受けることができるように提供される。 
3項 国民学校における義務テーマ「教育と仕事」の授業は、UU との協働の下で組織されなければなら

ない（国民学校法参照）。ガイダンスは特に、生徒が当該テーマの中で獲得した知識・技術に基づいてお

り、当該テーマの授業が、生徒が十分に情報を得た質の高い状態において、青年期教育に関する選択を

するために重要である。 
 
第7条 （削除） 
 
第8条 （削除） 
 
第9条 本章に基づくガイダンス業務は、「若者教育ガイダンスセンター（UU）」という名称の下で実施

される。また、この指定には、ガイダンス活動の対象となる地理的範囲の表示も含まれなければならな

い。 
2項 コムーネ議会は、公的機関、あるいは入札募集後の独立機関または民間企業に対し、UU に関する

規定に基づき実施される一つ以上の業務の実施権限を与えることができる。ただし、独立機関や民間企

業に対しては、個別事例における行政上の決定を下す権限を与えることはできない。 
3項 第2a 条3項に基づくコムーネ議会の義務の遵守に関する決定は、同決定において子ども・若者手当

に関する法律に基づく若者手当を停止しなければならないと決定された場合、社会領域における権利保

障及び行政管理に関する法律第10章の規則に従い、上訴委員会に上訴することができる。 
 
第10条 コムーネ議会は、ガイダンスに関する地域の目標と枠組みを確立する（ガイダンスの活動や方

法の選択、質保証の方法、効果の測定とその文書化を含む）。 
2項 コムーネ議会は、1項で言及したガイダンスに関する目標や枠組み、並びにガイダンスの取組の結

果について、インターネット上のコムーネのウェブページにおいて公表する。 
3項 文部大臣は、ガイダンスに関する成果目標、並びにガイダンスの質向上・質保証に関する細則を定

めることができる。 
 

第2a章 

イントロダクションコースと橋渡し 

目的と内容等 
 
第10a 条 8学年におけるイントロダクションコースは、若者が青年期教育の選択・修了に関して理解を

深め、動機づけを高めることに寄与するガイダンス・教育課程である。当該コースは、少なくとも職業

教育・訓練や職業ギムナジウム教育の紹介を含まなければならない。 
2項 橋渡しは、青年期教育への移行におけるガイダンス・教育課程である。橋渡しは、若者に青年期教

育を選択・修了するためのより良い機会と動機づけを与え、同時に彼・彼女らの職業能力や人間性を発

達させることを目的とする。 
3項 青年期教育における橋渡しは、橋渡しに含まれる教育領域での授業を反映し、教育の実践的・理論

的要素、並びにその教育や教育領域が対象とする一つ以上の職業に関する要素に生徒を慣れさせなけれ

ばならない。 
4項 また、職業志向の青年期教育の基礎課程の中に、橋渡しを設けることができる。 
5項 さらに、ギムナジウム教育の初期段階において、橋渡しを設けることができる。 
6項 生徒の教育計画（第2c 条参照）には、個々の課程の目的と期間が明記された、橋渡しの修了に関

する情報が記載される。 
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8学年におけるイントロダクションコース 

第10b 条 国民学校8学年における生徒及びコムーネの青年期学校全日制課程在席の同学年に相当する

生徒は、9学年または10学年以降の青年期教育の選択に備えるために、青年期教育に関するイントロダ

クションコースに参加しなければならない。イントロダクションコースは、他の学校形態の8学年生徒

にも提供することができる。

2項 1項に基づくイントロダクションコースの合計期間は、5日間とする。国民学校法第9条4項及び第

33条4項・5項に準拠する教育課程に在席する8学年生徒、あるいは国民学校第33条2項に準拠するその他

の学校形態における相当課程に在席する生徒に対しては、イントロダクションコースの期間を合計4週
間まで延長することができる。

9学年からの橋渡し 

第10c 条 国民学校及びコムーネの青年期学校全日制教育課程在席生徒で、教育準備が不十分であると

評価された者、あるいは教育の選択を明確にすることを希望する者は、9学年において橋渡しを提供さ

れることができる。橋渡しは、その他の学校形態の9学年在席生徒に対しても、生徒の学校長が UU と

協議し、生徒の教育継続の可能性に有益であると判断された場合において、提供されることができる。 
2項 橋渡し課程は、最短2日間、最長10日間とする。国民学校法第9条4項及び第33条4項・5項に準拠す

る教育課程に在席する9学年生徒、あるいは国民学校第33条2項に準拠するその他の学校形態における相

当課程に在席する生徒に対しては、橋渡し課程の期間を合計4週間まで延長することができる。 

10学年からの橋渡し 

第10d 条 10学年生徒（4項を例外とする）は、橋渡し、あるいは橋渡しと教育的観点からなる無給実習

の組み合わせに参加しなければならない。それらは、最短2日間の期間からなる課程において（まとめ

て、あるいは個別で行うことができる）、一つ以上の職業志向の青年期教育、あるいは職業ギムナジウム

教育への橋渡しでなければならない。橋渡し、あるいは橋渡しと教育的観点からなる無給実習の組み合

わせは、普通ギムナジウム教育への橋渡しを含むことが可能であり、合計で1週間21時間に相当し、学

年度3月1日までに完了しなければならない。 
2項 国民学校10学年生徒（4項を例外とする）はまた、ギムナジウム教育及び職業志向の青年期教育へ

の橋渡し、あるいは橋渡しと教育観点からなる無給実習の組み合わせを提供されなければならない。橋

渡し、あるいは1項に基づく橋渡しと無給実習の組み合わせは、最長5週間の期間とし、そのうちギムナ

ジウム教育への橋渡しは最長1週間とする。しかしながら、20週間またはそれ以下の10学年課程におい

ては、上述の橋渡し、あるいは1項に基づく橋渡しと教育的観点からなる無給実習の組み合わせは、最長

4週間とする。 
3項 10学年を提供するその他の学校形態においては、当該学校の生徒に対して、2項に基づき職業志向

の青年期教育への橋渡し、あるいは橋渡しと教育的観点からなる無給実習の組み合わせを提供すること

ができる。

4項 国民学校法に関連する職業志向の10学年（eud10）に在席する生徒は、126時間に相当する6週間、

職業志向の青年期教育への橋渡しに参加しなければならない。

その他の教育課程等からの橋渡し 

第10条 e 教育義務を満たした生徒は、10学年を除いて、以下の最短3か月の全日制教育課程に参加して

いる場合において、19歳に達するまで、第10a 条4項で言及される青年期教育への橋渡しに、1学年のう
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ち6週間以下を限度として参加することができる： 
1）コムーネの青年期学校、あるいは、 
2）国家から助成金が支給される私立基礎教育学校、エフタスコーレ、青年フォルケホイスコーレ、自由

職業学校。 
2項 UU は、9学年を終了した若者に対して、彼・彼女らが19歳に達する月末に至るまで、第10a 条4項
において言及される教育への橋渡しを提供することができる。この橋渡しは、最長6週間の期間を設け

ることができる。この年齢制限は、第10g 条に準拠し定められた規則に基づく特別な場合においては免

除することができる。 
 

資金配分、生徒補助、入札募集等 

 
第10f 条 橋渡し及びイントロダクションコースに関する資金配分は、青年期教育機関を対象とする活

動依存形式のタクシメーター助成金を通して提供される。1年あたりの生徒毎の料金は、年次財務法に

おいて定められる。 
2項 生徒は、当該生徒の橋渡しの基盤となる学校形態、あるいは活動に適用される規則に基づき、交通

費を含む援助の受給資格を有する。第10e 条に準拠する橋渡し課程の場合、生徒が居住するコムーネの

コムーネ議会は、生徒の居住地と橋渡しを提供する機関間の距離が9㎞を超える場合において、当該生

徒の交通費に関する補助を提供する。この義務は、公共交通機関に通知され、その費用が払い戻される

ことによって実現される。 
3項 青年期教育提供機関は、特定されたニーズを満たすために必要な範囲において、8学年生徒に対し

てイントロダクションコース、9学年及び10学年生徒に対して橋渡しを提供し、その際に UU と協働し

なければならない。 
 
第10g 条 文部大臣は、イントロダクションコースや橋渡し、並びに第10条3項において言及される機関

や UU に対する義務に関する細則を定める。 
 

第3章 

高等教育・職業の選択に関するガイダンス 

 
第11条 教育・研究大臣は、高等教育・職業の選択（成人を対象とする継続教育制度内における継続教

育の選択を含む）に関するガイダンスが提供されることを保障する。当該ガイダンスは、青年期教育の

生徒のみならず、青年期教育に在席していない若者や成人に対しても提供されなければならない。 
2項 ガイダンスの内容は、全国的なものでなければならない。ガイダンスは、青年期教育機関、高等教

育機関、並びに雇用レギオンとの協働の下で、レギオン単位で提供されなければならない。 
 
第12条 本章に基づくガイダンスは、第1条の目的を達成し、若者が短期・中期・長期の高等教育、並び

にこれらの教育が資格を付与する職業に精通するように組織されなければならない。 
2項 ガイダンスには、デンマーク及び外国における労働市場の資格に関する要件や、将来の雇用機会

についても含まれなければならない。 
3項 教育・研究大臣は、本章に基づくガイダンス（ガイダンスの質の向上及び質保証に関する事項を含

む）に関する細則を定める。 
 

第3章 a 

UU と Studievalg、教育機関間の連携 

生徒及び学生の教育への定着のための連携 



筑波大学 キャリア教育学研究 第 3 号 
 

66 

 
第12a 条 青年期教育、普通成人教育、あるいは文部省管轄の高等教育提供機関は、UU（第9条参照）

及び地域ガイダンスセンター（Studievalg）（第11条2項参照）との協働の下で、25歳未満の生徒・学生

を教育に引き留めるための活動を組織する。 
 
第12b 条 文部省管轄の高等教育機関は、学生が教育の中断、あるいは他の教育の開始を希望する場合

には、学生が地域ガイダンスセンター（Studievalg）、あるいは関連する教育機関に対してガイダンスを

要求するよう奨励しなければならない。1) 
 

登録、中断、修了等に関する通知 

 

第12c 条 教育義務を満たすものの青年期教育や高等教育を修了していない25歳未満の若者が、学校ま

たは教育課程へ入学する、中断する、あるいはそれらを修了する場合、教育機関は、当該若者が登録さ

れるコムーネの UU に対して通知しなければならない。また、当該教育機関が、若者が学校または教育

課程を中断する緊急のリスクがあると見なした場合においても、通知する。 
2項 文部大臣は、1項に基づく通知に関する細則を定めることができる。 
 

学習成果に関する通知 

 
第12d 条 青年期教育提供機関は、基礎教育学校、10学年提供機関、並びに UU に対して、若者が学習

成果を得るために要される一般的な前提条件に関して、通知しなければならない。この通知は、第9条1
項において言及される領域の全ての青年期教育機関、基礎教育学校、10学年提供機関の代表者を対象と

して、UU が設ける会議において実施されなければならない。 
2項 1項に基づく会議では、基礎教育学校、10学年提供機関、並びに UU が、若者の青年期教育の選択

に関連して、元生徒に対する機関側の取組が学業面においてもガイダンス面においても、適切に提供さ

れていたかについて評価するための、より良い機会を設ける。当該会議はまた、若者の青年期教育への

移行が当人にとって最善の方法で行われるように、青年期教育機関が導入活動を適合させることに寄与

する。 
 

第3b章 

（削除） 

 
第4章 

全国的活動・組織 

 

第13条 文部大臣は、全国仮想ガイダンスポータルを設置し、運営することを保障する。当該ガイダン

スポータルは、ガイダンスを要する者、ガイダンス業務を担う機関、並びに教育・職業に関する情報を

要するその他の者を対象とし、インターネットを基盤とする情報・ガイダンスツールとされなければな

らない。 
2項 当該ポータルには、青年期教育、高等教育、その他の関連する教育、並びに各教育が導く職業に関

する情報に加えて、現在の労働市場に関する情報を含まなければならない。 
3項 文部大臣は、入札募集後の公的機関、独立機関または民間事業者に対し、本規定に基づく業務の実

施権限を与える。 
第13a 条 当該全国仮想ガイダンスポータルに関連して（第13条参照）、文部大臣は、ガイダンスを要す

る者及び教育・職業に関する情報を要するその他の者に対して、仮想コミュニケーションやガイダンス
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ツールを介したガイダンスの提供を行う、全国ガイダンスユニットを設置する。 
 
第14条 文部大臣は、青年期教育への入学申請者が可能な限りにおいて最優先の教育及び教育機関に入

学することを目的として、教育機関間において青年期教育機関への入学申請者の調整が行われること、

また、教育における総入学定員の効率的な活用が行われることを保障する。文部大臣は、青年期教育に

対して、当該調整に関する細則を定めることができる（インターネットを基盤とするコミュニケーショ

ン及びデジタル署名に関する規則を定めることを含む）。 
2項 教育・研究大臣は、高等教育に関して、入学申請者が可能な限りにおいて最優先の教育及び教育機

関に入学することを目的として、教育機関間において入学申請者の調整が行われること、また、教育に

おける総入学定員の効率的な活用が行われることを保障する。高等教育機関への入学申請者の調整に関

する規則は、文部大臣と協議の上で定められる（インターネットを基盤とするコミュニケーションやデ

ジタル署名に関する規則を定めることを含む）。 

 
第15条 文部省は、国家教育・職業ガイダンスセンターとして、第3章及び第4章に基づく業務を行う（第

13条3項を例外とする）。 
2項 当該国家センターは、本法及びその他のガイダンス制度に基づき、ガイダンスに関して全国規模

で知識・経験の収集、質向上、並びに調整を担う。当該国家センターはまた、分析・予測業務を行い、

分野横断的な研究・開発業務を開始することもできる。 
3項 文部大臣は、文部省下の委員会やその他の公的機関、あるいは入札募集後の独立機関または民間

企業に対し、国家センターに関する一つ以上の業務の実施権限を与えることができる。 
 
第15a 条 文部大臣は、全国ダイアログフォーラムを通して、関連する行政機関、組織、協会等が、教

育・職業ガイダンスに関する重要な全ての事項に関する意見・評価を発表し、議論する機会を提供する。 
2項 当該ダイアログフォーラムの委員は、教育・職業ガイダンスに精通する3名の人物が務める。文部

大臣は委員を任命し、この中よりダイアログフォーラムの議長が選出される。 
3項 当該ダイアログフォーラムには、代表者（１項参照）の他、大臣が任命する、特別な専門知識を有

する複数の委員も含まれる。 
4項 全ての委員（2項及び3項参照）は、いずれも文部大臣が任命し、任期は1期3年とする。 
5項 委員の任務は、教育・職業ガイダンスに関する事項、並びにガイダンスが生徒・学生にもたらす成

果に関して監督、評価し、文部大臣に対して助言することである。助言は、当該フォーラムにおける議

論に基づく意見として提出される。 
 

第4a章 

研究・開発業務 

 
第15b 条 文部大臣は、コムーネ議会が研究・開発の一環として、第2条、第5条、第6条、第9条1項及び

第10条1項の規定に基づく特例を申請した場合には、それを許可することができる。 
 

第4b章 

報告及び情報開示 

 
第15c 条 教育及び労働市場に関する法律の運用を目的として（統計の作成を含む）、教育機関、コムー

ネ議会、並びに教育・労働市場に関する問題に取り組むその他の部署は、若者の教育・雇用状況に関す

る個人情報を、文部省の共通データベースに対し、電子的に報告しなければならない。 
2項 文部省は、所得登録より雇用状況に関する情報を入手することができる（所得登録法第7条参照）。 
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3項 文部大臣は、若者手当の支給に関する情報について、デンマーク支給局より電子形式において入

手することができる（子ども・若者手当に関する法律参照）。 
 
第15d 条 当該共通データベースには、教育及び労働市場に関する法制度に基づく諸取組の組織と監督

のために要される30歳未満の若者の個人情報のみ、含まれる。 
2項 共通データベースにおける情報は、教育計画の作成と監督（第1章 b 参照）に活用される（若者の

第2a 条1項に基づく義務遵守の可否の確認、UU による支援（第3章3項参照）、並びに積極的雇用政策に

関する法律に基づく雇用措置を含む）。 
3項 共通データベースの情報は、全国規模及びコムーネ規模の統計の作成に活用される。 
 
第15e 条 文部大臣は、どの部署が情報を報告すべきかに関する細則を定めることができる。文部大臣

はまた、どの情報が本章で定められた情報の範囲に該当し、開示対象となるかに関する細則を定めるこ

とができる（30歳未満の若者に関して、どのような特別な個人情報が UU とコムーネのジョブセンター

との間で交換されるかを含む）。 
 

第4c章 

不服申し立て 

 
第15f 条 文部大臣または教育・研究大臣が、本法に基づき大臣に与えられる権限の行使を、文部省ま

たは高等教育・研究省下の委員会に対して許可した場合、大臣は、当該権限に基づいて下された決定に

対する不服申し立ての方法とアクセスに関する細則を定めることができる（決定は大臣に対して不服申

し立てをする事ができないことを含む）。 
 

第4d章 

デジタル識別ソリューション 

 
第15g 条 IT・学習庁はデータ処理者として、国家機関、コムーネ、レギオン、保育・教育分野の独立

機関に対して、利用者や職員の教育・行政サービスへのアクセス権管理に活用することを目的として、

デジタル識別ソリューションを提供することができる。デジタル識別ソリューションに個人情報を入力

する国家機関、コムーネ、レギオン、独立機関は、入力された個人情報の処理に責任を負う。利用者及

び職員の個人識別番号は、個人の識別を目的として、デジタル識別ソリューションにおいて処理するこ

とができる。 
2項 IT・学習庁は、コムーネや独立機関から指示を受けて処理を行う。IT・学習庁は、データの偶発的

または違法な破壊、損失または劣化、並びに権限のない者への開示、誤用または個人情報の保護に関す

る法律に違反する処理に対し、必要な技術的・組織的なセキュリティ対策を講じなければならない。 
3項 IT・学習庁は、コムーネまたは独立機関の要請に応じて、コムーネまたは独立機関に対し、コムー

ネまたは独立機関が2項で言及した技術的・組織的なセキュリティ対策が講じられていることを確認す

るために十分な情報を提供する。 
 

第5章 

発効に関する条項 

 
第16条 本法は、2004年8月1日に発効する（2項及び3項を例外とする）。同時に、教育・職業ガイダン

スに関する法律（1996年6月4日法律第452号参照）は、廃止とする。ただし、文部大臣は、2004年8月1
日までに法律廃止の期日を決定することができる。 
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2-3項 （削除） 
 
第17条 本法は、フェロー諸島及びグリーンランドには適用されない。 
 

――――― 
  
2007年6月6日改正法第559号（国民学校における早期のガイダンス、メンター制度、橋渡し及びアウト

リーチによるガイダンスの強化等）2) は、以下の発効に関する規定を含む： 
 

第6条 

1項 本法は、2008年8月1日に発効する。文部大臣は、本法第1条1号において修正された教育・職業の

選択におけるガイダンスに関する法律に基づき、既に任命されたガイダンスカウンセラーのうち誰が養

成課程を修了すべきか、あるいは相当するガイダンスに関する専門性の能力レベルについて証明される

べきかに関して、最終的な期限を決定することができる。 
2項 （削除） 
 

――――― 
 
2014年6月16日改正法第634号（より良くより魅力的な職業教育・訓練等）3) は、以下の発効に関する規

定を含む： 
 

第10条 

1項 本法は、2014年7月1日に発効する（2-5項を例外とする）。 
2項 本法第2条及び第3条は、2014年8月1日に発効する。 
3-5項 （削除） 
 

第11条 
1-2項 （削除） 
3項 本法第2条第8号、第9号，第11号及び第16-19号は、学期2014／2015年またはそれ以降に8学年の

教育課程を開始する生徒に対し適用される。学期2014／2015年時点で9学年に在席するかそれ以前に9
学年の教育課程を終了した生徒、並びに学期2014／2015年及び2015／2016年時点で10学年に在席する

かそれ以前に10学年の教育課程を終了した生徒に対しては、従来有効であった規定が適用される。 
4-9項 （削除） 
10項 本法第2条第20号、第21号は、学期2015／16年以降に10学年の教育課程を開始する生徒に対し適

用される。 
11項 （削除） 
12項 教育準備評価の条件に関する本法第2条第6号は、学期2016／2017年以降に10学年の教育課程を

開始する生徒に対し適用される。学期2014／2015年時点で9学年に在席するかそれ以前に9学年の教育

課程を終了した生徒、並びに学期2014／2015年及び2015／2016年時点で10学年に在席するかそれ以前

に10学年の教育課程を終了した生徒に対しては、従来有効であった規定が適用される。 
第13-14項 （削除） 
 

――――― 
 
2016年12月27日改正法第1746号（国民学校卒業試験の実施、職業教育の入学要件、ギムナジウム教育
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の内容に関する法律の変更等）4) は、以下の発効に関する規定を含む： 
 

第23条 

1項 本法は、2017年1月1日に発効する（2項及び3項を例外とする）。 
2項 第1条1-29号、31-34号、37号、28号、40号、41号及び44号、第2条2-10号及び12-19号、第3条1-9
号、第4条1号、第5条4-9号、第6条及び第7条、第8条9号、10号、11号及び12号、第9条1号、2号、6-8
号、第10条1号及び4号、第11条、第12条1-4号、第13条1号、3-16号、10号及び12号、第14条1-3号、第

15条1-4号、第16条1号及び2号、第17条1-6号、第18条1-5号、並びに第19-22条は、2017年8月1日に発

効する（3項を例外とする）。 
3項 （削除） 
 

第24条 
1-2項 （削除） 
3項 第12条1-4号5) は、学期2017／2018年時点で9学年に在席する生徒に対しては適用されない。当該

生徒は、従来の規定に基づき教育準備評価を受ける6)。学期2017／2018年時点で9学年に在席する生徒

は、9学年在席時に直接青少年教育へ入学申請を行う場合、学習選択ポートフォリオの添付無しに青年

期教育課程に入学することができる。学期2016／2017年またはそれ以前に国民学校の教育を終了した

者に対しても同様に適用される。 
 

――――― 
 
2017年6月8日改正法第706号（AUB の実習に伴う補助等）7) は、以下の発効に関する規定を含む： 
 

第7条 

1-2項 （削除） 
3項 第3条及び4条は、2017年8月1日に発効する。 
4-10項 （削除） 
 

文部大臣、2017年9月28日 
P.M.V. 

Ole Hvilsom Larsen 
事務局長 

／Henrik Thode 
 

公式の註釈 

1）当該規則は、2016年6月14日法律第641号第1条21号において起草された。文部省領域における当該
高等教育機関は、2010年時点では職業アカデミーであった（高等教育及びメディア・報道ホイスコーレ
のための職業アカデミーに関する法律、メディア・報道ホイスコーレ、専門ホイスコーレ、エンジニア
ホイスコーレに関する法律、高等教育のための専門ホイスコーレに関する法律参照）。2011年10月3日及
び5日の王立決議により、言及した法律は文部省領域から研究・革新、高等教育省領域に移管され、現在
では高等教育・研究省領域下にある。当該規則は、今後の法改正に応じて修正が求められる。 
2）当該法改正は、第2条2項及び3項、第1a 章第3条、第5条1-4項、第6条1項、第7条、並びに第2章に関
するものである。 
3）当該法改正は、第2a 条5項及び6項、第2b 条1項、第2e 条、第2g 条、第2h 条、第2i 条、第3条、第5
条2項、3項及び5項、第6条3項と、第2a 章、第10b 条1項、第10d 条1項、2項及び4項、第10e 条1項及
び2項、第12条3項、第14条、並びに第15e 条に関するものである。 
4）当該法改正は、第2c 条8項、第2g 条1項2文、2項3文及び4文、第4b 章（第15f 条）、並びに第4d 章
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（第15g 条）に関するものである。 
5）すなわち、法廷命令第2c 条8項、第2g 条1項2文、並びに2項3文及び4文を指す。  
6）第2c 条8項、第2g 条1項2文、並びに2項における、これ以前に施行された規定の起草に関しては、
2016年7月1日法律第1051号を見よ。 
7）当該法改正は、第10c 条1項及び第10d 条1項2文に関するものである。 
 
【註】（筆者によるもの） 

1．当該法律は、次の URL から閲覧可能である； 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1097（2020年4月25日最終閲覧確認） 
2. 当該法律以前のキャリアガイダンスに関する法律としては、教育機関におけるキャリアガイダンス 
提供については「教育・職業ガイダンスに関する法律（Lov om uddannelses- og erhvervs-vejledning）」
（1981年6月10日法律第276号）が、早期離学者等の若者に対するキャリアガイダンス提供に関しては
「教育・雇用機会における若年ガイダンスに関する法律（Lov om ungdoms-vejledning om uddannelses- 
og beskæftigelsesmuligheder）」（1982年6月9日法律第289号）がそれぞれ設けられていた。2003年の法
改正はこれらを統合する形で行われ、それにより基礎教育学校・青年期教育機関の全生徒を対象とする
移行支援から25歳以下の早期離学者を対象とする移行支援に連なる、一貫した制度の構築が期待された。 
3. デンマークのキャリアガイダンスに関する我が国の先行研究としては、以下を参照されたい； 
青木真理（2017）「若者の進路選択の支援」谷雅泰／青木真理／『転換期と向き合うデンマークの教育』
ひとなる書房, pp.153-177. ／ 青木真理／谷雅泰／三浦浩喜（2007）「デンマークの進路指導について
－ガイダンスセンターにおける聞き取り調査」『福島大学地域創造』第19巻第1号, pp.96-106. ／ 青木
真理／谷雅泰／三浦浩喜（2009）「デンマークのガイダンスシステムについて－教育省でのインタビュ
ー調査を中心に」『福島大学総合教育研究センター紀要』第7号, pp.67-74. ／ 青木真理／谷雅泰／三浦
浩喜（2010）「デンマークの若者はどのように進路選択するか－ガイダンスセンターでの調査をもとに」
『福島大学総合教育研究センター紀要』第8号, pp.39-46. 
4．2017年10月13日時点の左翼党（Venstre）・自由同盟（Liberal Alliance）・保守党（Det Konservative 
Folkeparti）からなる政権及び国民党（Dansk Folkeparti）、社会民主党（Socialdemocratiet）、社会主
義人民党（Socialistisk Folkeparti）、急進左翼党（Radikale Venstre）、政党オルタナティブ
（Altarnativet）、赤緑連合（Enhedslisten）の間での合意である。当該文書本文は、デンマーク子ども・
文部省の以下のウェブページより閲覧可能である； 
https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job
（2020年4月25日最終閲覧確認） 
5．KUI について上掲した 2017 年政策文書を参照し概略を述べると、その目的は「若者及びその保護

者 が、コムーネが有する多様な能力や任務を横断する統一された機関としてコムーネに出会う」こ

とを可能にすることで「多様な領域を横断する支援を必要とする若者がそれらの機会を自ら調整する

手間を無くす」（2017 年政策合意、p.16）ことにある。当該改革によって、若者に対するキャリアガ

イダンス提供の責任は若者教育ガイダンスセンターから各コムーネへと移譲され、当該機関の保持・

創設・閉鎖に関する是非はコムーネの権限において決定されることとなった他、当該機関とコムーネ

管轄下の雇用支援機関「ジョブセンター（job center）」及び社会福祉部局との一層の連携・協働が目

指されることとなった。 
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