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沖縄県立総合教育センター 後期長期研修員 第 63 集 研究集録 2018 年 3 月 

〈キャリア教育・進路指導〉 

キャリアプランニング能力を高める指導の工夫 

―ＬＨＲにおける生徒同士の協働や社会人・大学生との対話的な交流活動を通して― 

 

沖縄県立石川高等学校教諭 又 吉 貴 裕    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 近年、高度情報化、少子高齢化、グローバル化に伴い、子どもたちは予測困難な変化の激しい社会

に直面している。2015 年 12 月、野村総合研究所はイギリスオックスフォード大学との共同研究で、

今から 10～20 年後の日本の労働人口の約 49％が、技術的には人工知能などで代替可能になると発表

した。多くの仕事が機械化・自動化され、産業形態が変容していく時代において、社会的・職業的自

立に向けて、必要な基盤となる能力や態度を育てる必要性が高まっている。 

 「高等学校キャリア教育の手引き」（文部科学省 平成 23 年 11 月）にもあるように、今後、生徒一

人一人が「生きる力」を身に付け、しっかりとした勤労観・職業観を形成・確立し、将来直面するで

あろう様々な課題に柔軟かつたくましく対応する力を高めることが求められている。本県でも「平成

28 年度キャリア教育支援事業」において、高等学校卒業時の進路未定率を減少させるため、特に、普

通高校では各教科の授業やホームルーム活動等の教育活動全体を通してキャリア教育の取組の拡充が

求められると示されている。 

沖縄県立石川高等学校（以下「本校」）の課題は、進路未定率の高さにある。本県の平成 27 年度進

路未定率 12.1％に対し、本校は 28.6％である。平成 27 年度から３年間キャリア教育支援事業を受け、

平成 28 年度においては、16.4％と 11.8 ポイントの改善がみられた。しかし、依然として、就職した

企業を３年以内に離職するなど、社会に対して視野が狭く、自分自身を理解しないままに進路を決定

している傾向にある。平成 29 年５月のキャリア教育支援事業評価アンケートによると、「基礎的・汎

用的能力」に含まれる能力のうち、「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニン

グ能力」の数値が低い傾向にあった。中でも「計画を立てて取り組む力」「勉強をすることの意味の理

解」「将来設計・選択・行動と改善」の項目で肯定的に回答している生徒が全体の半数を下回った。 

これらの課題を解決するためには、「キャリアプランニング能力」の育成が必要だと考える。本校

では平成27年度から平成29年度までの３年間、キャリア教育コーディネーターが配置され、職員に対

してキャリア教育の研修や実践協力など、キャリア教育の充実を図るための工夫が行われている。筆

者自身も、キャリア教育コーディネーターと協力して、教科におけるキャリア教育の形成を図った。

日本史の授業でディベートを取り入れ、前述した能力を育てるために教師と生徒で目標を共有し、授

業展開を行った。生徒の事後アンケートでは、「人間関係形成・社会形成能力」と「課題対応能力」で

成長がみられた。キャリア形成を意識した教育活動を行うことで、効果があると感じられた。 

本研究では、ＬＨＲにおいて、生徒同士の協働や社会人・大学生との対話的な交流活動を通して、

主体性や協働性をもって行動し、社会人や大学生から多種多様な生き方を学ぶことで、将来設計に必

要なキャリアプランニング能力を高めることができるのではないかと考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

 ＬＨＲにおいて、生徒同士の協働や社会人・大学生などの外部人材を活用した対話的な交流活動を

行うことで、将来設計に必要なキャリアプランニング能力を高めることができるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

 １ キャリア教育について 

(1) キャリア教育とは 
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キャリア教育のキャリアとはもともとラテン語で車輪のついた乗り物であると言われ、そこ

から足跡や経歴などを意味するようになった。現在では、特定の職業だけにとどまらず、働く

こととの関わりを通して個人の体験のつながりとしての生き様を指すようになった。 

中央教育審議会（平成 23 年１月）は「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）」において、キャリア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必

要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」であると示して

いる。つまり、学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させることで、学ぶ意識を向上

させ、将来の社会的、職業的自立の基盤となる資質・能力・態度や望ましい勤労観・職業観を

育て、児童生徒一人ひとりのキャリア発達を支援することである。 

(2) キャリア発達とは 

中央教育審議会はキャリア発達を「社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き

方を実現していく過程」と定義している。つまり、地域社会と関わりを持ちながら、自己理解

を深め、様々な課題に取り組み達成することで自己実現を図ることがキャリア発達である。キ

ャリア発達を達成するためにはいくつかの発達段階におけるそれぞれの課題があり、その課題

に取り組まなければならない。これについて文部科学省（平成 23 年）は「高等学校キャリア

教育の手引き」においてキャリア発達段階を下記のように示している（表１）。 

表１ キャリア発達段階 
小学校 中学校 高等学校 

進路の探索・選択にかかる 

基盤形成の時期 

現実的探索と 

暫定的選択の時期 

現実的探索・試行と 

社会的移行準備の時期 

○自己及び他者への積極的関心の形成・発 

 展 

○身の回りの仕事や環境への関心・意欲の 

向上 

○夢や希望、憧れる自己のイメージの獲得 

○勤労を重んじ目標に向かって努力する態 

度の育成 

○肯定的自己理解と自己有用感の獲得 

○興味・関心等に基づく勤労観・職業観の 

形成 

○進路計画の立案と暫定的選択 

○生き方や進路に関する現実的探索 

○自己理解の深化と自己受容 

○選択基準としての勤労観・職業観の確立 

○将来設計の立案と社会的移行の準備 

○進路の現実吟味と試行的参加 

(3) 高校生のキャリア発達課題 

ハヴィガースト（1953）は発達課題を社会的に適応し人格を形成する上で、各発達段階で達

成しておくべき社会的・心理的課題のことと提唱し、人生の発達段階で次の段階にスムーズに

移行するには、それぞれの発達課題をクリアしていくことで達成できると述べている。 

表２ 高校生のキャリア発達課題 

高校１年生のキャリア発達課題 高校２年生のキャリア発達課題 高校３年生のキャリア発達課題 

○新しい環境に適応するとともに他者と 

の望ましい人間関係を構築する。 

○学習活動を通して自己の能力適性を理 

解する。 

○様々な情報を収集し進路選択の幅を広 

げる。 

○他者の価値観や個性を肯定的に認め、 

受容する。 

○学習活動を通して勤労観・職業観を育 

成する。 

○自己の職業的な能力適性を理解し、将 

 来設計を図る。 

○進路実現に向けた課題を理解し、検討 

する。 

○自己の能力適性を的確に判断し、卒業 

後の進路について具体的な目標と課題 

を定め実行に移す。 

○理想と現実の葛藤を通して困難を克服 

するスキルを身に付ける。 

高校生期のキャリア発達においては、「自己理解の深化と自己受容」「選択基準としての勤労

観・職業観の確立」「将来設計の立案と社会的移行の準備」「進路の現実吟味と試行的参加」が

特に重要な課題となる（表１）。本研究対象の高校２年生の発達課題として、国立教育政策研

究所（平成 22 年２月）は「キャリア教育は生徒に何ができるのだろう？」で「他者の価値観

や個性を肯定的に認め、受容する」「学習活動を通して勤労観・職業観を形成する」「自己の職

業的な能力適性を理解し、将来設計を図る」「進路実現に向けた課題を理解し、検討する」と

示している（表２）。自己理解や職業理解を深め、自分がどの職業や進路に向いているかを気

づかせ、行動する力を育てる場を作っていかなければならない。そのため、学校生活において、

これらの発達課題を達成するためには「基礎的・汎用的能力」の育成が必要である。 
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２ 基礎的・汎用的能力について 

中央教育審議会（平成 23 年１月）は答申で、基礎的・汎用的能力の具体的内容については、「仕

事に就くこと」に焦点を当て、実際の行動として表れるという観点から、「人間関係形成・社会形

成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」の４つの能力

に整理している（表３）。これら４つの能力は相互に関連性があり、すべてを均一に身に付けさせ

る必要はなく、アンバランスが生じてもよいとされ、どの程度身に付けさせるかは学校や地域の

特色、子どもの発達段階で異なると考えられている。本校の課題として、進路未定率の高さや生

徒の将来設計・選択・行動の意識の低さが挙げられ、本研究では、これら課題を解決するために、

「キャリアプランニング能力」を高める必要性があると考えられる。 

表３ 基礎的・汎用的能力 

領域 具体的内容と要素 

人間関係形成 

・社会形成 

能力 

多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えることができるとともに、自分

の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に

形成することができる力。（例）他者の個性を理解する力、他者に働きかける力、コミュニケーション・スキル、

チームワーク、リーダーシップ等 

自己理解・ 

自己管理能力 

自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との相互関係を保ちつつ、今後の自分

自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき主体的に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後

の成長のために進んで学ぼうとする力。（例）自己の役割の理解、前向きに考える力、自己の動機付け、忍耐力、

ストレスマネジメント、主体的行動等 

課題対応能力 
仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理し、解決することができる力。

（例）情報の理解・選択・処理等、本質の理解、原因の追究、課題発見、計画立案、実行力、評価・改善等 

キャリアプラ

ンニング能力 

「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を踏まえて「働くこと」を位置付け、

多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択・活用しながら、自ら主体的に判断してキャリアを形成して

いく力。（例）学ぶこと・働くことの意義や役割の理解、多様性の理解、将来設計、選択、行動と改善等 

基礎的・汎用的能力の育成について、以下のような課題が挙げられる。国立教育政策研究所（平

成 25 年３月）は「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査第一次報告」において、様々

な視点から意識調査を行った。学級担任調査結果では、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理

解・自己管理能力」の計画・実施率は高いが、「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」の

計画・実施率が低いことがわかった。また、児童生徒調査結果では、「人間関係形成・社会形成能

力」はよく意識されてはいるが、「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニ

ング能力」はあまり意識されていないことがわかった。 

４つの能力の課題について、教師や生徒の生活であまり意識されにくい「課題対応能力」「キャ

リアプランニング能力」の育成に関して、今後学校現場で力を入れる必要があると感じられる。 

３ 対話的な学びについて 

文部科学省（平成 29 年３月）は「新しい学習指導要領の考え方」で、「主体的・対話的で深い

学び（「アクティブ・ラーニング」）の視点に立った授業改善を行うことで、学校教育における質

の高い学びを実現し、学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（ア

クティブ）に学び続けるようにすること」と示している。 

アクティブ・ラーニングの３つの視点の１つに対話的な学びが挙げられる。対話的な学びとは

「子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通

じ、自己の考えを広げ深めること」と定義している。 

本研究の検証授業では、ペアワークやジグソー法、社会人へのインタビューや座談会などの対

話を中心に行い、他者の考えに触れることで、自分の考えを明確にしたり、新たな知識を発見し

たりするなど、多くの学びが期待できる。また、自己の考えが相手に伝わり受け入れられること

で発表者は喜びを感じられ、主体的に活動する意欲につながると考える。このように、対話的な

活動を行うことで、進路選択や決定に向けて、主体的に動いたり、将来設計について深く考えた

りすることができ、キャリアプランニング能力が高まると考える。 

４ 外部人材を活用した活動について 
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表４ 基礎的・汎用的能力アンケート結果 

基礎的・汎用的能力の内容 肯定的な回答 

人間関係形成・社会形成能力 82.4% 

自己理解・自己管理能力 59.9% 

課題対応能力 62.6% 

キャリアプランニング能力 65.1% 

 

 

   キャリア教育を実践する上で、外部人材を活用した取組を行っている学校は多い。外部人材を

活用するメリットとして、「社会で活躍する方の話を聞き視野を広げることができる」「専門的な

知識や技能を学習することができる」などが挙げられる。しかし、デメリットとして「打ち合わ

せに時間がかかる」「講演会のように聞き手が大人数だと生徒が受け身になり、生徒同士や講師と

の交流ができない」などといった課題も挙げられる。 

本研究では、講演会型のデメリットを解消するため、座談会型の交流活動を計画した。講師１

人に対して生徒４～６人のグループを作成し、主に対話を中心とした活動を行うことで、コミュ

ニケーション・スキルや他者に働きかける力を高めることができると考えた。また、講師の働き

方や生き方を学ぶことで、職業の多様性の理解や将来設計を立てる力も高まることと考える。気

を付ける点は、限られた時間の中で、いかに生徒の意識を高めることができるかが重要であり、

教師はファシリテータ（進行役）として、グループ活動を導く必要性がある。また、外部人材を

活用することで目的を達成したと誤った解釈をせず、その後の学校生活で生徒たちをどのような

方針で導いていくかを考え、教科や学校行事と関連付けて教育活動を行う必要性がある。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 実態の把握と分析 

   本校２学年１クラス 33 名を対象として、10 月に

「基礎的・汎用的能力」を測るアンケート調査を実

施した。質問項目は沖縄県キャリア教育支援事業の

評価アンケートを活用し、４つの能力に絞って行った。集計は「そう思う」「どちらかといえばそ

う思う」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」の４段階で行った（表４）。 

 キャリアプランニング能力に関するアンケート結果では、「勉強することの意味について自分の

考えを持っている」の問いに、「そう思う・どちらかといえばそう思う」と回答した生徒が 54.6％

であった。「仕事をすることの意味について自分の考えを持っている」の問いに、「そう思う・ど

ちらかといえばそう思う」と回答した生徒が 78.8％であった。働くことについては意義を見いだ

せているものの、半数の生徒は、勉強することの意義を理解しないまま、学校生活を過ごしてい

ると考えられる。「世の中には様々な働き方や生き方があることを理解している」の問いに対し、

「そう思う・どちらかといえばそう思う」と回答した生徒 90.9％で、高い数値であるとわかった。

「進路や職業を選ぶときにどのように情報を調べれば良いかわかっている」の問いに対し、「そう

思う・どちらかといえばそう思う」に回答した生徒が 54.5％で、「将来の夢や目標が具体的にな

っている」の問いに対し、「そう思う・どちらかといえばそう思う」に回答した生徒が 54.6％で

あった。「将来について具体的な目標を立て、行動しようと考えている」の問いに対し、「そう思

う・どちらかといえばそう思う」と回答した生徒が 57.6％であった（表５）。 

調査結果から、キャリアプランニング能力に関する質問について、「勉強することの意義」「将

来設計・選択・行動と改善」の項目で低いことがわかった。学校生活の中で、学ぶことの意義や

進路や将来に対して主体的に取り組む活動を設ける必要があると考えられる。 

表５ キャリアプランニング能力アンケート結果 

質問項目 ｎ＝33 そう思う 
どちらかとい

えばそう思う 

どちらかとい

えばそう思わ

ない 

そう 

思わない 

勉強することの意味について自分の考えを持っている 18.2% 36.4% 30.3% 15.2% 

仕事をすることの意味について自分の考えを持っている 27.3% 51.5% 15.2% 6.1% 

世の中には様々な働き方や生き方があることを理解している 48.5% 42.4% 9.1% 0.0% 
進路や職業を選ぶときにどのように情報を調べれば良いかわ

かっている 
12.1% 42.4% 33.3% 12.1% 

将来の夢や目標が具体的になっている 18.2% 36.4% 30.3% 15.2% 

将来について具体的な目標を立て、行動しようと考えている 15.2% 42.4% 27.3% 15.2% 



 

 

5 

 

２ 検証授業の実施、考察 

  (1) 指導計画について 

    対象クラスのキャリアプランニング能力を高めるために、下記の指導計画を立てた（表６）。 

表６ 指導計画 

日程 
教育 

活動 
題材名 活動内容 

キャリア教育の視点で 

身に付けたい能力 

11/2 
朝の 

学習 

生徒の 

実態調査 
○「基礎的・汎用的能力」アンケート実施  

11/7
～

11/9 
総合 

インター

ンシップ 

○就業体験を通して、勤労観や職業観を育成する。 

○職業インタビューを行い、働き方や生き方を学び、進路や将来の 

目標について考える。 

「人間関係形成・社会形成」 

「キャリアプランニング」 

11/15 ＬＨＲ 
自己理解

を深める 

○Ｒ－ＣＡＰを活用し、自己理解の必要性について考える。 

○自己理解ワークシートを利用し、自己紹介文を作成する。 

○記入した自己紹介文をペアになってお互いに発表する。 

○自分の特徴がどのような職業に生かせるか考える。 

「自己理解・自己管理」 

「キャリアプランニング」 

11/20 ＬＨＲ 
職業理解

を深める 

○ジグソー法を活用し、職業理解の必要性について考える。 

○エキスパート活動を行い、次にジグソー活動に行う。 

○最後にクロストーク活動を行い、各班の意見を共有し、自分の意 

見をまとめる。 

「人間関係形成・社会形成」 

「キャリアプランニング」 

12/6 ＬＨＲ 

社会人・大

学生との

対話的な

交流活動 

○外部講師との対話を通して、学ぶ意義や働く意義を考える。 

○講師１人に４～６人のグループを作成する。 

○講師と生徒の対話的な交流活動を行う（計３回）。 

○交流活動で話した内容をまとめ、発表する。 

「人間関係形成・社会形成」 

「キャリアプランニング」 

12/21 ＬＨＲ 

人生上の

諸リスク

への対応 

○将来起こり得る諸リスクへの対応について考える。 

○外部（沖縄県おしごと応援センター）と協力した授業展開を行う。 

○グループになってワークシートの答えを全体に発表する。 

「人間関係形成・社会形成」

「課題対応」 

「キャリアプランニング」 

1/19 ＬＨＲ 
求人票を

みる 

○自分に適した職業にはどんなものがあるか求人票を見て考える。 

○進路資料室に行き、求人票から自分の興味のある分野の職業を選 

び、ワークシートに記入する。 

○グループで自分の作成した求人票を発表する。 

「自己理解・自己管理」 

「キャリアプランニング」 

 (2) インターンシップ（11/7～11/9） 

  ① 題材名「インターンシップにおける職業インタビュー」 

② 本時の目標「職業インタビューを行うことで、身近な職業人の具体的な仕事内容や生き方

を学び、働くことへの興味・関心や就労観・職業観を育む」 

③ キャリア教育で育てたい力「人間関係形成・社会形成能力」「キャリアプランニング能力」 

④ 指導の実際と考察 

  インターンシップにおいて、生徒自身が事業所の職員に事前に約束を取りつけ、指定され

た時間と場所で職業インタビューを行った。例年インターンシップでは、職業体験がメイン

で、事業所先の職員と話す機会が設けられていない現状があり、今回、「キャリアプランニ

ング能力」を高めるために職業インタビューを計画した。インターンシップ前の反応は、「め

んどくさい」や「やりたくない」と否定的な発言をしていたが、事後のアンケートでは、「職

業インタビューをやってよかったか」という問いに、肯定的に回答している生徒が 88％であ

った。振り返りシートでも、多くの生徒に将来設計を意識する様子が見られた（表７）。 

表７ 職業インタビュー振り返りシートより 

・とても緊張したけど、保育士になるために必要な事とかいろいろ聞けたのでよかった。 

・将来自分が就きたい職業がある時に高校生の時からやっておくといいことを聞けたからよかったです。 

・仕事をするために何が一番大切なのか、日頃から何をやっておけばいいかわかった。 

(3) 第１回検証授業（11/15） 

① 題材名「自己理解を深める」 

② 本時の目標「自分自身の特徴を理解し、どのような高校生活を送りたいかを考える」「自

分の特徴が、将来何に生かすことができるのかを考える」 
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③ キャリア教育で育てたい力「自己理解・自己管理能力」「キャリアプランニング能力」 

④ 指導の実際と考察 

  進路を選択、決定する際に必要な能力である自己理解能力を高めるため、Ｒ－ＣＡＰを活

用した授業展開を行った。Ｒ－ＣＡＰとは株式会社リアセックが運営する自己分析・適職診

断を行うツールで、社会人や大学生・大学院生など約３万人をもとに、興味・価値観・志向

を詳細に分析する自己分析・適職発見プログラムである。事前に行った診断から個別の資料

をもとに自己紹介文を作成した。途中、ペアワークを取り入れ、お互いにいいところを記入

し、作成した自己紹介文を発表しあった。振り返りシートでは「自分のことについて考える

ことができた」や「自分自身の特徴を理解できた」など、自己理解を意識した回答が多く見

られた（表８）。 

表８ 検証授業①振り返りシートより 

・自分自身が何に興味をもっていて、何に向いているのか確認することができた。 

・今日の授業で自分が満足できそうな職業がわかったし、気になる職業があったからよかった。 

・適性検査は違かったけど、分からない自分を知ったような気がした。  

 (4) 第２回検証授業（11/20） 

① 題材名「職業理解を深める」 

② 本時の目標「グループワークに参加し自分の意見や考えを相手に伝える」「多様な職業の

特徴ややりがいなどを理解し、将来や進路について考える」 

③ キャリア教育で育てたい力「人間関係形成・社会形成能力」「キャリアプランニング能力」 

④ 指導の実際と考察 

 今回の活動は知識構成型ジグソ

ー法を用いて行った（図１）。ジグ

ソー法とは、各グループで異なる

事例を学習した後（エキスパート

活動）、自分が学習した事例のグル

ープの代表として他の事例を学習

した代表と一緒になってグループを編成する。そのグループで相互の共通性や相違点の比較

を行い（ジグソー活動）、グループで統一した解答を発表し、全体で共有（クロストーク活

動）するといった手法である。まず、指定された３人から４人のグループに分かれる。グル

ープに職業内容が記載されたシートを配付し、その職業のやりがいについて検討する（写真

１）。今回は「保育士」「看護師」「美容師」「販売員」「水族館飼育員」の５つを用意した。

次の活動では各グループの代表者が集まり、各職業のやりがいについて１人ずつ発表し、グ

ループ全体で話し合う（写真２）。その後、グループで職業やりがいランキングを作成し、

全体に発表する（写真３）。エキスパート活動では、インターンシップ事業所ごとに業種別

に編成した。グループによっては男女混成や普段話をしない生徒と同じグループではあった

が、生徒は協力して行うことができた。振り返りシートから、活動を通して、将来や進路に

ついて考えることができたと感じられる（表９）。 

   

写真１ エキスパート活動       写真２ ジグソー活動       写真３ クロストーク活動 

    図１ 知識構成型ジグソー法の流れ 
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表 10 講師一覧（社会人・大学生） 

業種 職種 

1 ホテル 調理師 

2 ＮＰＯ（教育） コーディネーター 

3 美容 メイクアップ 

4 マスコミ リポーター 

5 不動産 宅建士 

6 大学 社会文化学科４年次 

 

表９ 検証授業②振り返りシートより 

・自分の将来の夢が自分の想像していたのと違って、結構大変なんだなと思った。 

・何を見て職業を決めるのかなどがわかった。職業の決め手になる見方や考え方を知れた。 

・自分の職業は水族館だったけど、水族館の良さを伝えきれなかった。仕事の話をするのは楽しかった。  

 (5) 第３回検証授業（12/6） 

① 題材名「社会人・大学生から働き方や生き方を学ぶ」 

② 本時の目標「様々な働き方や生き方を学び、学ぶことや働くことの意義を理解する」「自

分の考えを伝え、違う人の考えを受け入れることができるようにする」 

③ キャリア教育で育てたい力「人間関係形成・社会形成能力」「キャリアプランニング能力」 

④ 指導の実際と考察 

今回この授業を実施するにあたり、６組の講師

を招聘した（表 10）。活動の内容として、講師１

人につき生徒４～６人のグループを作り、そのグ

ループでアイスブレイクを行い、講師の話に移る。

その後生徒・講師の質疑応答を行い、生徒はワー

クシートにまとめるという流れである。１回目の

交流活動終了後、生徒は別の講師のグループに行

き、２回目の交流活動が始まる。計３回行ったあと、最後のグループでまとめ、発表に入る。

グループ編成については事前にアンケートを行い編成した。生徒は最初緊張した面持ちであ

ったが、アイスブレイクで自己紹介を行うと、自然と笑顔で対話をしている様子が見えた。

交流活動では、講師の話を真剣に聞いている生徒や、メモを取っている生徒も見られた。生

徒の中には、自分の興味ある分野の講師に積極的に質問し、将来や進路の情報を得ようとす

る生徒もいた（写真４・５・６）。まとめでは、高校生活で英語を勉強しておけばよかった

と話していた講師が多く、生徒は学校生活で英語に力を入れて頑張りたいと発表していた。

事後のアンケートから、「世の中には様々な働き方や生き方があることを理解することがで

きた」の項目に肯定的に回答している生徒が 80.6％で、職業の多様性について理解できたと

考えられる。また振り返りシートでは進路や将来に向けて参考になったと答えている生徒が

見られた（表 11）。 

   
写真４ 交流活動①         写真５ 交流活動②          写真６ 交流活動③ 

表 11 検証授業③振り返りシートより 

・初めて聞いた仕事もたくさんあったし、各仕事のやりがいを感じる理由とかも知れたし、進路に対して軽い気持 

ちでやらないで、最後まで頑張ろうと思いました。 

・今、沖縄は色々な国から人が来ているので、英語や色々な国の言葉を勉強していこうと思った。 

・なんぎそうだったけど、自分が興味なかった仕事の話とかも聞いて、やりたい仕事じゃなくてもその仕事の収入 

とかやりがい、大事な事とか聞けたから自分がやりたい仕事を探す時の参考になりそうだと思った。 

 (6) 第４回検証授業（12/21） 

① 題材名「人生上に起こり得る諸リスクへの対応について学ぶ」 

② 本時の目標「将来起こる可能性がある、職業上のリスク（危険）を予測する」「問題が起

こったときにどのように解決するかを理解する」 
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表 14 基礎的・汎用的能力アンケート結果 

基礎的・汎用的能力の内容 事前 事後 

人間関係形成・社会形成能力 82.4% 83.1% 
自己理解・自己管理能力 59.9% 58.1% 
課題対応能力 62.6% 67.2% 
キャリアプランニング能力 65.1% 69.6% 

 

 

③ キャリア教育で育てたい力「人間関係形成・社会形成能力」「課題対応能力」「キャリアプ

ランニング能力」 

④ 指導の実際と考察 

「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査第一次報告」において、生徒意識調査

で「就職後の離職・失業など、将来起こり得る人生上の諸リスクへの対応」について「もっ

と指導してほしかった」と回答している生徒の割合が 17 項目中４番目に多かったと示して

いる。検証授業では、沖縄県おしごと応援センターOne×One の就労支援員の協力のもと、離

職や失業後の対応をテーマに授業展開を行った。授業前半では、ペアワークで働き方の種類

を考え発表し、中盤からはグループ活動を取り入れ、20 代の離職理由を話し合い、ランキン

グを作成し、そうならないための改善策も話し合って発表した。また、働き方の種類や相談

に来る人はどういった人が多いかなど、沖縄県の雇用問題についても学ぶことができた。感

想では、「離職しないためにも人間関係を大切にしていきたい」や「雇用保険の仕組みや受

給期間がわかった」など、本時の目標を達成できたと感じられる（表 12）。 

表 12 検証授業④振り返りシートより 

・仕事についてどんなことがしたいのか、しっかり考えてその仕事についてもちゃんと調べておく。 

・離職の理由は人間関係なんだなと思った。将来のためにたくさんの人と関わっておきたい。 

・就職すればいいわけではなく、その先も考えることが大切だということがわかった。 

 (7) 第５回検証授業（1/19） 

   ① 題材名「求人票を見てみよう」 

② 本時の目標「職業を選択、決定するときに必要な情報の探し方を理解する」「何のために

仕事をするのか自分なりの考えを持つことができる」 

③ キャリア教育で育てたい力「自己理解・自己管理能力」「キャリアプランニング能力」 

④ 指導の実際と考察 

キャリアプランニング能力の「将来設計・選択」を意識させるため、求人票の見方につい

ての授業を行った。求人票で特に重要な項目について説明し、その後、進路資料室で今年度

の求人票の中から自分に合った求人票を選びワークシートに記入する。後半はグループ活動

に入り、記入したワークシートを発表し、どのような基準で企業を選んだかをグループ内で

共有した。まとめとして、班の意見の中でもっとも多かった理由を全体に発表し、自分と違

う考えや視点を学んだ。生徒の感想では「他者の考えが聞けて良かった」や「求人票の見方

が分かった」などが多く、進路について考えることができたと感じた（表 13）。 

表 13 検証授業⑤振り返りシートより 

・企業の待遇や他の人のやりたい仕事やその理由を知ることができてよかった。 

・思った以上に給料がとても安かった。自分を見直すことができました。 

・同じ職種でも、手取り額や業務内容が違ったりすることを知れてよかった。友達が将来何になりたいか知れた。 

３ 仮説の検証 

(1) 基礎的・汎用的能力のアンケート結果 

検証授業の前後でアンケートを実施し、

生徒の変容から仮説の検証を行った。基

礎的・汎用的能力についてのアンケート

では「人間関係形成・社会形成能力」は

大きな変化は、「自己理解・自己管理能力」

の数値は僅かながら減少した。「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」においては数値

の上昇が見られた（表 14）（図２）。 

 キャリアプランニング能力の項目では、「勉強することの意味について自分の考えを持って

いる」の問いに、「そう思う・どちらかといえばそう思う」と回答した生徒が 54.6％で、前回
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図２ 基礎的・汎用的能力アンケート変容図 

と比べ変化はなかった。「仕事をすることの意

味について自分の考えを持っている」の問いに

「そう思う」と回答した生徒が前回よりは微増

したが、「どちらかといえばそう思う」と回答

した生徒が減少した。「世の中には様々な働き

方や生き方があることを理解している」の問い

に、「そう思う・どちらかといえばそう思う」

と生徒全員が肯定的に回答し、今回の取組にお

いて一番の成果だったといえる。「進路や職業

を選ぶときにどのように情報を調べればよい

かわかっている」の問いに、「そう思う・どち

らかといえばそう思う」と回答した生徒が

69.7％で、大きく増加した。「将来の夢や目標

が具体的になっている」の問いに対し、「そう

思う・どちらかといえばそう思う」に回答した生徒が 60.6％で、前回より増加した。「将来に

ついて具体的な目標を立て、行動しようと考えている」の問いに対し、「そう思う・どちらか

といえばそう思う」と回答した生徒が前回と変わらず 57.6％であったが、「そう思わないと回

答している生徒が減少した（図３）。 

 

 

 

 

 

 

■そう思う □どちらかといえばそう思う □どちらかといえばそう思わない □そう思わない 

図３ キャリアプランニング能力アンケート結果 
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ング 
65.1％ 

→69.6％ 

自己理解・
自己管理 
59.9％ 

→58.1％ 
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(2) 生徒同士の協働のアンケート結果 

      生徒同士の協働についてのアンケートでは「他の人

と協力して話し合ったこと（グループ活動）で、キャ

リアプランニング能力が高まったと思いますか」の問

いに「どちらかといえばそう思った」も含めて 33 人中

29 人であった（図４）。生徒の感想では、「友達から意

見をもらえてよかった」「友達の考えを聞いてみんな

色々考えているんだと感じた」「友人と進路の話をして、

自分も進路について考えようと思った」など、他者と

協力し、話し合うことで他の生徒の考えを受け入れ、

自らの進路について深く考えることができた生徒がい

ることがわかった。 

(3) 社会人・大学生との交流活動のアンケート結果 

    社会人・大学生との交流活動についてでは「社会人

や大学生と対話したことでキャリアプランニング能力

が高まったと思いましたか」の問いに「どちらかとい

えばそう思った」も含めて 33 人中 29 人であった（図

５）。生徒の感想では、「講師の話を聞いて将来の選択

肢が広がりました」「色々な働き方や生き方を知れた」

「必ず今思っている仕事に就くかわからない」など職

業の多様性の理解に気づき将来について深く考えるこ

とができたと感じた。また、「どの取組でキャリアプラ

ンニング能力が高まったと思いますか（３つ選択）」の

問いに、90.9％が社会人との交流活動を挙げており、

今回行った取組の中でもキャリアプランニング能力を

高めるためには有効な活動だということがわかった（表 15）。 

(4) 検証のまとめ 

    以上のようなアンケート結果や生徒の感想から、目標を達成するために生徒同士で協働する

ことや、社会人・大学生との対話的な交流活動を行うことで、将来について深く考えることや、

職業の多様性や生き方を理解することができたと考えられる。これからの教育活動にも、対話

を中心とした活動を取り入れ、将来設計に必要なキャリアプランニング能力が高まるよう、継

続した授業実践を行う。 

 

Ⅳ 成果と課題 

１ 成果 

(1) アンケートの分析・考察から生徒の身に付けさせたい能力が明確になり、目標や指導計画の

立て方、指導上の留意点等が分かった。 

(2) 社会人・大学生との対話的な交流活動では、生徒が積極的に対話し、働くことの意義や職業

の多様性の理解、進路選択について高まったことがわかった。 

(3) 対話的な活動を中心に行った結果、生徒の主体性や協働性が伸び、キャリアプランニング能

力だけでなく、課題対応能力も上昇することがわかった。 

 ２ 課題 

(1) 生徒のキャリアプランニング能力を高めるには、活動後の学校生活で生徒の変容を見ていか

なければならず、そのためにも、全職員でキャリア形成を意識した取組を行う必要がある。 

(2) 活動を行う上で、生徒同士で共有し、集団で高めあう場を設定する工夫が必要である。 

図４ 生徒同士の協働に 

ついてのアンケート 

図５ 社会人・大学生との交流活動に 

ついてのアンケート 

表 15 キャリアプランニング能力 

が高まったと思った取組（３つ選択） 

選択項目 割合 

1 社会人との交流活動 90.9% 

2 求人票を見てみよう 63.6% 

3 
職業インタビュー 

57.6% 
諸リスクへの対応 

4 職業理解を深める 42.4% 

5 自己理解を深める 24.2% 

 

そう思った

12人どちらかといえば

そう思った 17人

どちらかといえ

ばそう思わな

かった 2人

欠席2人

社会人や大学生と対話することで、キャリアプラン

ニング能力が高まったと思いますか。ｎ=33

そう思った

13人どちらかといえばそ

う思った 16人

どちらかといえば

そう思わなかった

4人

そう思わなかっ

た 0人

他の人と協力して話し合うことで、キャリアプラン

ニング能力が高まったと思いますか。n=33
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