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◇ なぜキャリア教育は必要なのか 

    今日，少子高齢化社会の進行，産業・経済の構造的変化，雇用の多様化・流動化等 

が進む中，就職・進学を問わず，子どもたちの進路をめぐる環境は大きく変化してい 

ます。また，教育を取り巻く環境も大きく変化してきており，子どもたちの成長・発 

達をめぐっては，社会的・職業的自立が遅れる傾向にあることが指摘されています。 

 このような中で，子どもたちが「生きる力」を身に付け，社会の激しい変化に流さ 

れることなく，それぞれが直面するであろう様々な課題に柔軟にかつたくましく対応 

し，社会人，職業人として自立していくことができるようにするため，中学校や高等 

学校における進路指導の充実にとどまらず，小・中・高等学校の連携を意識した体系 

的なキャリア教育の推進が求められています。 

 

◇ キャリア教育の定義 

キャリア教育は，「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し，それぞれにふさわしいキャリア

を形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育」，端的には，「児童生徒一人一人

の勤労観，職業観を育てる教育」です。  
     

◇ キャリア教育が目指すもの 

   ■児童生徒一人一人のキャリア発達を支援します。 

     子どもたち自身が自己のよさや可能性に気付き，それぞれが夢や希望をもち，その実現 

に向けて努力する過程を組織的・継続的に指導・援助していくことが大切です。 

■学ぶことや働くこと，生きることの尊さを実感させ，学ぶ意欲を向上させます。 

  なぜ勉強しなくてはいけないのか，今の学習が将来どのように役立つかということなど 

についての発見や自覚が，日頃の学習に対する姿勢の改善につながります。 

   ■将来の社会的自立・職業的自立の基盤となる資質・能力・態度を育てます。 

     社会人・職業人の素地を培い専門性の向上に努めるなど，高等学校段階までの学習を， 

それ以降のより高度な専門的な知識・技能を習得する学習につなげていくことが求められ 

ます。 

   ■望ましい勤労観・職業観を育てます。 

     勤労の尊さ，それぞれの職業・仕事の大切さや社会的役割等の理解を深めていくことが 

    できるようにすることが大切です。 

キャリア教育 ※キーワード 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアの定義 

 「個々人が生涯にわたって遂行す 

る様々な立場や役割の連鎖及びその 

過程における自己と働くこととの関 

係付けや価値付けの累積」 

 

§ キ ャ リ ア 教 育 と は            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア発達 

発達とは生涯にわたる変化の過程であり，人が環境に

適応する能力を獲得していく過程である。その中で，キ

ャリア発達とは，自己の知的，身体的，情緒的，社会的

特徴を一人一人の生き方として統合していく過程であ

る。  

（「小学校・中学校・高等学校キャリア教育推進の手引」 平成 18 年 11 月文部科学省などより） 
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    夢をはぐくみ，自立して生きていく力を培う体系的なキャリア教育の推進 

山梨県教育委員会では，キャリア教育を「児童生徒が将来に対して夢や希望を抱き，学ぶ 

ことや働くことの意義を理解し，意欲を高め，社会人・職業人として自立して生きていくた 

めの基礎となる能力や態度を育む教育」ととらえ，企業や関係諸機関との連携等のもと，小 

学校から発達段階に応じて継続的かつ体系的なキャリア教育を推進します。 

 個人が明確な目的意識をもつことや意欲的に取り組むことが困難になっている社会においては，

児童生徒が自己を見つめ，自分らしい生き方を探すことを支援するとともに，その実現に必要な  
能力・態度を育てるキャリア教育は，教育の基盤として重要です。山梨県教育委員会では，本  
県キャリア教育の具体的な取り組みとして，「やまなしの教育振興プラン」に基づき，①体系的   
学習プログラムの開発と実践，②幼小中高連携による一貫した進路指導の推進，③職業教育・も   
のづくり教育の推進，④キャリア教育に関する指導力の向上，⑤キャリア教育の理解と実   
践，⑥企業や関係諸機関との連携を進めていきます。 

 
  キャリア教育のイメ－ジ図 
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§ 山 梨 の キ ャ リ ア 教 育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生き方を展望する 

自己を見つめ，社会の中での 

役割・職業を考える中で，自 

分らしい生き方を探す 

生き方を実現する能力を身に付ける 

○人間関係形成能力   

○情報活用能力 

○将来設計能力     

○意思決定能力 

組織的・系統的な 

キャリア教育の推進 

 

上級学校，社会 

高等学校 

中学校 

小学校

 
 

 
  

就学前 

家庭・地域との連携 

地域の教育力 

家庭の教育力 
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 長期の企業実習等，キャリア教育の内容をより一層取り入れた職業教育を行います。

また，企業や大学等との連携を強化しながら，技術系人材の確保・育成を進めます。さ

らに，ものづくりに関わる教科やものづくり出前講座において，ものづくり教育に期待 
されている成果をより一層明確にした取組を行います。 

 総合教育センターの研修や校内研修等を充実させ，教員一人一人にキャリア教育の重

要性を理解させるとともに，教員の指導力向上に取り組みます。 

 キャリア教育についての情報を積極的に家庭に発信し，保護者のキャリア教育につい

ての理解を深めるとともに，家庭でのキャリア教育の実践に役立つよう努めます。また， 
職業能力開発部門の行政機関を中心とし，企業関係者等のキャリア教育への理解を深め

るとともに，産業技術短期大学校と工業系高等学校との連携を推進します。 

 産学官労による合同会議を定期的に開催し，連携を深めます。また，高等学校段階で

は，地域のものづくり等を支える職業人を育成することを目的とした「地域産業の担い

手育成プロジェクト」等を通じて，生徒の地域企業見学や企業実習，教員の企業実習や

企業との担い手育成に係わる共同研究に取り組みます。                     
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

体系的学習プログラムの開発と実践 

 就学前，小学校から高等学校までを見通して，「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将

来設計能力」「意思決定能力」の４つの観点に立った，それぞれの発達段階に応じた具体

的な学習プログラムを幼・小・中・高等学校の代表者や学識経験者等により開発すると

ともに，小・中・高等学校連携での実践研究に努めます。 

幼・小・中・高連携による一貫した進路指導の推進 

 児童生徒が，自分にとってふさわしい進路を主体的に選択し，社会人・職業人として 
自己実現を図るために必要な知識，技能，態度，価値観等を組織的，計画的に習得し， 
望ましい勤労観，職業観を身に付けるよう小・中・高等学校を通じた系統的な進路指導 
を推進します。また，小学校での職場見学，中学校での職場体験，高等学校での就業体

験について，発達段階に応じた目標や取組になるように，校種間の連携を密にして，関

係機関が一体となっていけるように努めます。さらに，教材「山梨に生きる」の活用等 
を通して，中・高等学校の教員と企業関係者が相互理解を深め，進路指導にいかします。 

職業教育・ものづくり教育の推進 

キャリア教育に関する指導力の向上 

キャリア教育の理解と実践 

        

企業や関係機関との連携 
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（「やまなしの教育振興プラン」 山梨県教育委員会）より 
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キャリア教育ではぐくみむ能力§

自立した社会人・職業人として生きていくために必要な能力として 人間関係形成能力 情，「 」，「
報活用能力 「将来設計能力 「意思決定能力」の４つの能力領域があります。さらにそれぞれ」， 」，
は２つの下位能力に分けることができます。これらの能力は，目標や評価の観点として用いるこ
とができます。また，自校の児童生徒の実態を踏まえ，目指す能力や態度について具体化するこ
とが重要です。

キャリア発達にかかわる諸能力（例）

（ 小学校・中学校・高等学校キャリア教育推進の手引き」 平成１８年１１月 文部科学省より）「

※新たに提示されたキャリア教育における「基礎的・汎用的能力」

・基礎的能力＝「意欲・態度及び価値観 「基礎的・基本的な知識・技能 「論理的思考・創造力」」 」

・汎用的能力＝「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」」 」 」

（ キャリア教育・職業教育特別部会資料」平成２２年１月中等教育資料）「

人
間
関
係
形
成
能
力

自他の理解能力

自己理解を深め，他者の多様な個性を理解し，互いに認め合
うことを大切にして行動していく能力

コミュニケーション能力

多様な集団・組織の中で，コミュニケーションや豊かな人間
関係を築きながら，自己の成長を果たしていく能力

他者の個性を尊重
し，自己の個性を発
揮しながら，様々な
人々とコミュニケー
ションを図り，協力
・共同してものごと
に取り組む。

学ぶこと・働くこ

との意義や役割及び

，その多様性を理解し

幅広く情報を活用し

て，自己の進路や生

。き方の選択に生かす

情報収集・探索能力

進路や職業等に関する様々な情報を収集・探索するとともに，必要
な情報を選択・活用し，自己の進路や生き方を考えていく能力

）職業理解能力

様々な体験等を通して，学校で学ぶことと社会・職業生活と
の関連や，今しなければならないことなどを理解していく能力

将

来

設

計

能

力

夢や希望をもって

将来の生き方や生活

を考え，社会の現実

を踏まえながら，前

向きに自己の将来を

設計する。

役割把握・認識能力

生活・仕事上の多様な役割や意義及びその関連等を理解し，
自己の果たすべき役割等についての認識を深めていく能力

計画実行能力

目標とすべき将来の生き方や進路を考え，それを実現するた
めの進路計画を立て，実際の選択行動等で実行していく能力

意

思

決

定

能

力

自らの意思と責任

でよりよい選択・決

定を行うとともに，

その過程での課題や

葛藤に積極的に取り

組み克服する。

選択能力

， ，様々な選択肢について比較検討したり 葛藤を克服したりして
主体的に判断し，自らにふさわしい選択・決定を行っていく能力

課題解決能力

意思決定に伴う責任を受け入れ，選択結果に適応するととも
に，希望する進路の実現に向け，自ら課題を設定してその解決
に取り組む能力



（「小学校・中学校・高等学校キャリア教育推進の手引」　平成18年11月文部科学省より）

　　　低　学　年 　　　中　学　年 　　　高　学　年
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

・肯定的自己理解と自己有用感の獲得 ・自己理解の深化と自己受容
・興味・関心等に基づく職業観・勤労観の形成 ・選択基準としての職業観・勤労観の確立
・進路計画の立案と暫定的選択 ・将来設計の立案と社会的移行の準備
・生き方や進路に関する現実的探索 ・進路の現実吟味と試行的参加

領域 　　　能　　　力
自他の理解能力 ・自分の好きなことや嫌なこ

とをはっきり言う。
・友だちと仲良く遊び，助け
合う。
・お世話になった人などに感
謝し親切にする。

・自分のよいところを見付け
る。
・友だちのよいところを認
め，励まし合う。
・自分の生活を支えている人
に感謝する。

・自分の長所や欠点に気付
き，自分らしさを発揮する。
・話し合いなどに積極的に参
加し，自分と異なる意見を理
解しようとする。

・自分の良さや個性が分かり，他者の良さや感情を理解し，尊重
する。
・自分の言動が相手や他者に及ぼす影響が分かる。
・自分の悩みを話せる人をもつ。

・自己の職業的な能力・適性を理解し，それを受け入れて伸ばそ
うとする。
・他者の価値観や個性のユニークさを理解し，それを受け入れ
る。
・互いに支え合い分かり合える友人を得る。

コミュニケーション能力 ・あいさつや返事をする。
・「ありがとう」や「ごめん
なさい」を言う。
・自分の考えをみんなの前で
話す。

・自分の意見や気持ちをかわ
りやすく表現する。
・友だちの気持ちや考えを理
解しようとする。
・友だちと協力して，学習や
活動に取り組む。

・思いやりの気持ちをもち，
相手の立場に立って考え行動
しようとする。
・異年齢集団の活動に進んで
参加し，役割と責任を果たそ
うとする。

・他者に配慮しながら，積極的に人間関係を築こうとする。
・人間関係の大切さを理解し，コミュニケーションスキルの基礎
を習得する。
・リーダーとフォロアーの立場を理解し，チームを組んで互いに
支え合いながら仕事をする。
・新しい環境や人間関係に適応する。

・自己の思いや意見を適切に伝え，他者の意志を的確に理解す
る。
・異年齢の人や異性等，多様な他者と，場に応じた適切なコミュ
ニケーションを図る。
・リーダー・フォロアーシップを発揮して，相手の能力を引き出
し，チームワークを高める。
・新しい環境や人間関係を生かす。

情報収集・探索能力 ・身近で働く人々の様子が分
かり，興味・関心をもつ。

・いろいろ職業や生き方があ
ることが分かる。
・分からないことを，図鑑な
どで調べたり，質問したりす
る。

・身近な産業・職業の様子や
その変化が分かる。
・自分に必要な情報を探す。
・気付いたこと，分かったこ
とや個人・グループでまとめ
たことを発表する。

・産業・経済等の変化に伴う職業や仕事の変化のあらましを理解
する。
・上級学校・学科等の種類や特徴及び職業に求められる資格や学
習歴の概略が分かる。
・生き方や進路に関する情報を，様々なメディアを通して調査・
収集・整理し活用する。
・必要に応じ，獲得した情報に創意工夫を加え，提示，発表，発
信する。

・卒業後の進路や職業・産業の動向について，多面的・多角的に
情報を集め検討する。
・就職後の学習の機会や上級学校卒業時の就職等に関する情報を
探索する。
・職業生活における権利・義務や責任者及び職業に就く手続き・
方法などが分かる。
・調べたことなどを自分の考えなどを交え，各種メディアを通し
て発表・発信する。

職業理解能力 ・係や当番の活動に取り組
み，それらの大切さが分か
る。

・係や当番活動に積極的にか
かわる。
・働くことの楽しさが分か
る。

・施設・職場見学等を通し，
働くことの大切さや苦労がわ
かる。
・学んだり体験したりしたこ
とと，生活や職業との関連を
考える。

・将来の職業生活との関連の中で，今の学習の必要性や大切さを
理解する。
・体験等を通して，勤労の意義や働く人々の様々な思いが分か
る。
・係・委員会活動や職場体験等で得たことを，以後の学習や選択
に生かす。

・就業等の社会参加や上級学校での学習等に関する探索的・試行
的な体験に取り組む。
・社会規範やマナー等の必要性や意識を体験を通して理解し，習
得する。
・多様な職業観・勤労観を理解し，職業・勤労に対する理解・認
識を深める。

役割把握・認識能力 ・家の手伝いや割り当てられ
た仕事・役割の必要性が分か
る。

・互いの役割や役割分担の必
要性が分かる。
・日常の生活や学習と将来の
生き方との関係に気付く

・社会生活にはいろいろな役
割があることやその大切さが
分かる。
・仕事における役割の関連性
や変化に気付く。

・自分の役割やその進め方，よりよい集団活動のための役割分担
やその方向性が分かる。
・日常の生活や学習と将来の生き方との関係を理解する。
・様々な職業の社会的役割や意義を理解し，自己の生き方を考え
る。

・学校・社会において自分の果たすべき役割を自覚し,積極的に
役割を果たす。
・ライフステージに応じた個人的・社会的役割や責任を理解す
る。
・将来設計に基づいて，今取り組むべき学習や活動を理解する。

計画実行能力 ・作業の準備や片付けをす
る。
・決められた時間やきまりを
守ろうとする。

・将来の夢や希望をもつ。
・計画づくりの必要性に気付
き，作業の手順が分かる。
・学習等の計画を立てる。

・将来のことを考える大切さ
が分かる。
・憧れとする職業を待ち，
今，しなければならないこと
を考える。

・将来の夢や職業を思い描き，自分にふさわしい職業や仕事への
関心・意欲を高める。
・進路計画を立てる意義や方法を理解し，自分の目指すべき将来
を暫定的に計画する。
・将来の進路希望に基づいて当面の目標を立て，その達成に向け
努力する。

・生きがい・やりがいがあり自己を生かせる生き方や進路を現実
的に考える。
・職業についての総合的・現実的な理解に基づいて将来を設計
し，進路計画を立案する。
・将来設計，進路計画の見直し再検討を行い，その実現に取り組
む。

選択能力 ・自分の好きなもの，大切な
ものを持つ。
・学校でしてよいことと悪い
ことがあることが分かる。

・自分のやりたいこと，よい
と思うことなどを考え，選ん
で取り組む。
・してはいけないことが分か
り，自制する。

・係活動などで自分のやりた
い係，やれそうな係を選ぶ。
・教師や保護者に自分の悩み
や葛藤を話す。

・自己の個性や興味・関心等に基づいて，よりよい選択をしよう
とする。
・選択の意味や判断・決定の過程，結果には責任が伴うことなど
を理解する。
・教師や保護者と相談しながら，当面の進路を選択し，その結果
を受け入れる。

・選択の基準となる自分なりの価値観，職業観・勤労観をもつ。
・多様な選択肢の中から，自己の意志と責任で当面の進路や学習
を主体的に選択する。
・進路希望を実現するための諸条件や課題を理解し，実現可能性
について検討する。
・選択結果を受容し，決定に伴う責任を果たす。

課題解決能力 ・自分のことは自分で行おう
とする。

・自分の仕事に対して責任を
感じ，最後までやり通そうと
する。
・自分の力で課題を解決しよ
うと努力する。

・生活や学習上の課題を見付
け，自分の力で解決しようと
する。
・将来の夢や希望をもち，実
現を目指し努力しようとす
る。

・学習や進路選択の過程を振り返り，次の選択場面に生かす。
・よりよい生活や学習，進路や生き方等を目指して自ら課題を見
い出していくことの大切さを理解する。
・課題に積極的に取り組み，主体的に解決していこうとする。

・将来設計，進路希望の実現を目指して，課題を設定し，その解
決に取り組み。
・自分を生かし役割を果たしていく上での様々な課題とその解決
策について検討する。
・理想と現実との葛藤経験等を通し，様々な困難を克服するスキ
ルを身に付ける。

・自己及び他者への積極的関心の形成・発展
・身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上
・夢や熱望，憧れる自己イメージの獲得
・勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成

人
間
関
係
形
成
能
力

情
報
活
用
能
力

将
来
設
計
能
力

意
思
決
定
能
力

　　　§　職業観・勤労観をはぐくむ学習プログラムの枠組み（例）

○職業的（進路）発達課題
各発達段階のおいて達成しておくべき課
題を，進路・職業の選択能力及び将来の
職業人として必要な資質の形成という側
面からとらえたもの。

職業的（進路）発達の段階

キャリア発達を促すために育成することが期待される具体的な能力
キャリア発達に関わる能力

　　　　　　　　　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

5
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§ 学校におけるキャリア教育推進の手順 
 

  キャリア教育は，学校の全教育活動を通して推進する必要があります。キャリア教育の意 

義を正しく理解し，系統的・体系的な実践を組織的に展開するためには，学校経営方針にキ 

ャリア教育を位置付けるとともに，すべての教職員がかかわり協働性を発揮できるものにす 

る適切な組織をつくることが重要です。また，家庭，地域，関係諸機関等の理解を得，その 

資源を有効に活用して進めることも必要です。 

 このようなことから，各学校においてはキャリア教育を推進していくためには，次のよう 

な手順例が考えられます。 

 

 

ステップ１  キャリア教育の推進体制を整備しましょう 

 

学校が一体となってキャリア教育を推進するに当たっては，校長のリーダーシップの下，  

 学校教育目標や教育方針等，学校経営方針に明確に位置付けることが大切です。たとえば，  

 「キャリア教育推進委員会」等の委員会を組織し，委員会が中心となって，全体計画，年間 

指導計画の作成や職員研修の企画立案，各分掌の役割分担の提示を行います。このような組 

織をそれぞれの自校の実状に合ったものに工夫してみましょう。 

 

 

 

 ステップ２  校内研究でキャリア教育についての共通理解を図りましょう 

   

  キャリア教育を推進する上で，指導者である教員の資質や専門性の向上が重要です。その 

 ためには，校内研修でキャリア教育についての共通理解を図りましょう。キャリア教育のね 

らい等についての本質的理解をすべての教員が共有するとともに，各教科，道徳，外国語活 

動，総合的な学習の時間，特別活動が，キャリア教育においてどのような位置付けをもち， 

役割を果たすのかについて教員一人一人が十分理解することが必要です。 

                      

 

 

 ステップ３  キャリア教育の視点で教育課程を見直し，改善を図りましょう 

  

 キャリア教育に取り組むに当たっては，学校の特色や課題，児童生徒の実態を踏まえる中 

で，これまでの教育課程をキャリア発達にかかわる４つの能力領域で見直し，各教科，道徳，

外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動と有機的に関連付けた具体的な指導計画を作成し，

全体として体系的な取組が展開できるようにする必要があります。 

 また，その際，「学校評価」「保護者の願い」「地域の実態」などの視点を用いることで，さ 

らに地域に根ざした明確な指導計画や学習内容を示すことができます。 
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ステップ４  キャリア教育を実践しましょう 

 

教科等の学習では，児童生徒が学ぶことの意義を身をもって体得したり，社会生活や将来 

の職業生活における必要性や有用性を認識したりすることが必要です。また，教科等の学習が，

児童生徒一人一人の生き方や将来の進路と深く結び付いていることを一人一人の教員が改め 

て意識するとともに，教科等における指導とキャリア教育との関連を常に意識し，児童生徒 

のキャリア発達を支援するという視点に立った指導の工夫・改善を図ることが必要です。 

 さらに職場体験やインターンシップなどの体験的な活動を一過性の行事に終わらせないた 

めには，児童生徒への事前指導において，体験活動の意義を理解させるとともに，児童生徒 

自ら体験する活動について調べたり，準備したりすることによって，体験活動に取り組む意 

欲を高め，疑問や気付きなどをもたせるせることが重要です。また，事後指導では，体験活 

動を通して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりするなどの活動を充 

実するよう工夫し，体験を他者と共有し，幅広い認識に広めることが必要です。 

 

                                            

 

ステップ５  家庭，地域，関係諸機関との連携・協力を図りましょう 

 

 キャリア教育は個人の生き方にかかわる教育であり，キャリアの形成には，一人一人の成 

長・発達の過程における様々な経験や人々とのふれ合いが総合的にかかわっています。そ 

のため，キャリア教育を推進するに当たっては，学校が児童生徒の家庭と積極的にかかわり 

をもち，ともに連携・協力をして進めることが重要です。 

また，産業構造の変化等について，企業の担当者等から学んだり，情報交換したりするなど，

地域や関係諸機関との連携・協力も必要です。学校・家庭・地域・関係諸機関がそれぞれの 

役割を認識しながらキャリア教育を推進することが重要です。 

 

 

 

 ステップ６  キャリア教育の評価を行い，その改善を図りましょう 

  

 キャリア教育では，マネジメント・サイクルとして提案されている，計画（Ｐｌａｎ）， 

実行（Ｄｏ），評価（Ｃｈｅｃｋ），改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルで，全体計画 

等を適切に評価するとともに，その評価が改善に結び付き，次期目標へ反映されることが重 

要です。 

また，評価に当たっては，「終了時の評価」として行う目標の達成状況の評価だけでなく， 

課題を客観的に検討すると同時に，「実践過程での評価」として，前もって計画した活動が， 

効果を上げつつあるかどうか，予測しなかった問題や課題が起きていないかを確認し，必要 

な場合には計画の修正を考慮することも大切です。 
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§ キャリア教育で教育活動を見直す 
 

 キャリア教育に取り組むに当たっては，学校の特色や課題，児童生徒の実態を踏まえる中 

で，これまでの教育課程をキャリア発達にかかわる４つの能力領域で見直し，各教科，道徳，

外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動の学習と有機的に関連付けた具体的な指導計画 

を作成し，全体として体系的な取組が展開できるようにする必要があります。 

 また，その際，「学校評価」「保護者の願い」「地域の実態」などの視点を用いることで， 

さらに地域に根ざした明確な指導計画や学習内容を示すことができます。 

 

 

 「４つの能力領域」からの見直し 

 ☆すべての能力領域で，能力・態度を設定する必要はありません。学校や生徒の実態に応じ 

  て重点能力領域，能力・態度を設定したり，教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，

特別活動などで設定可能な能力・態度で見直しましょう。  

 ☆それぞれの活動で見直したら学校の教育課程全体を通して８つの能力がバランスよく育成 

  できるように，教育課程全体を見直しましょう。 

 ☆それぞれの活動において，８つの能力を意識して指導することで，教科，道徳・外国語活動，

総合的な学習の時間，特別活動など全ての教育活動で共通の指導の方向性が見えて来ます。 

 

 「学校評価」からの見直し 

  昨年度の学校評価や活動後の評価を踏まえ，より効果的な活動になるように変更や改善を 

  加え，教育活動全体を見直しましょう。 

 

 「保護者の願い」からの見直し 

  保護者が学校に対して，児童生徒にどんな力を身に付けることを望んでいるが，アンケート等  

を参考に，つけたい能力，態度を見直しましょう。 

 

 「地域の実態」からの見直し 

  地域の声や地域の実態を充分に考慮し，地域とともに児童生徒を育てるという意識をもっ 

  て，地域の特色を生かした教育活動になるように活動内容を見直しましょう。 

 

 「学習プログラムの枠組み」を自校化しましょう 

  児童生徒に育成すべき能力に焦点を絞った自校のキャリア教育の「学習プログラムの枠組 

 み」を作成することが大切です。 

 ☆各学校ではぐくむ能力や態度を，どのような段階を経て育成していけばよいのか考えてくだ

さい。 

 ☆児童生徒の実態調査等をもとに，自分の担当する学年の生徒に身に付けさせたい能力や態度  

考えてください。 

 

  キャリア教育の全体計画や年間指導計画を作成しましょう 

  学校教育目標との関連からとらえたキャリア教育の目標や，育成したい能力や態度，各教 

 科等におけるキャリア教育の指導の重点などを内容とするキャリア教育の全体計画を作成しま

しょう。また，全体計画をもとに，自校のキャリア教育の方向性を確認します。その後，具体

的な実践に取り組むための年間指導計画を作成しましょう。 
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§ キャリア教育の評価 
 

  計画（Ｐｌａｎ），実行（Ｄｏ），評価（Ｃｈｅｃｋ），改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサ

イクルでキャリア教育の全体計画等を適切に評価するとともに，その評価が改善に結び付き， 

 次期目標へ反映されることが重要です。また，評価に当たっては，「終了時の評価」として行う 

 目標の達成状況の評価だけでなく，「実践過程での評価」として，前もって計画した活動が効果

を上げつつあるかどうか，予測しなかった問題や課題が起きていないか確認し，必要な場合に

は計画を修正することも大切です。 

  さらに，児童生徒の変化に視点をあてた場合，量的評価（定量的評価）だけでなく，教員の

児童生徒に対する行動の観察や感想などの資料による質的評価（定性的評価）も大切です。 

 

      

                    

 

 

 

              ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

□診断的評価 

 ・キャリア教育を実践する上で児童生徒の実態，実践の可能性，教育組織などを診断的に評価し，

計画立案に反映します。また，前年度の総括やアンケートや観察などを総合的に評価すること

で，実践の対象とする課題を明確にします。 

□形成的評価 

 ・教育計画立案の際の診断内容を確認し，修正するための活動で，児童生徒の変化を実践過程の

中で評価していきます。また，特定の活動で意図した能力や態度がねらいどおり育成されてい

るか，前後の活動との関連が機能しているかなどを評価します。 

□総括的な評価 

 ・設定した能力や評価方法が適切であったか評価を行います。  

 

Ｐｌａｎ（計画） 

評価項目，具体的な目標等を設定する。 

＊活動の成果→ポートフォリオ評価 

       （質的評価）  

＊４能力領域の視点→アンケート 

       （質的評価・量的評価） 

Ｄｏ（実行） 

教育活動を展開し，フォローアップや 

修正をする。 

＊実践過程の変化→ワークシート 

         （質的評価） 

＊児童生徒の活動への欠席，遅刻 

         （量的評価） 

 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

目標に照らして評価し，妥当性，有効性

等を総括的に評価する。 

＊活動の成果→ポートフォリオ 

       （質的評価） 

＊４能力領域の視点→記述，アンケート 

       （質的評価）（量的評価） 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

評価に基づき，次期改善計画を立て実施

する。 

＊成果と課題の検証に基づいて，指導計

画の内容を見直し，改善計画を作成 

＊教員の共通理解を図ることが重要 
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§ 小学校におけるキャリア教育 

 
小学生の段階は，成長が著しく，社会的自立・職業的自立に向けて，その基盤を形成する重

要な時期です。そのため，児童一人一人の発達に応じて，体験活動を身近なところから徐々に

広げ，丁寧に設定していくことが大切です。次の図は，小学校におけるキャリア教育の全体的

なイメージで，一人一人の勤労観，職業観の育成を目指しています。 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全教育課程での取組＝教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動 
※体験的な活動の場の工夫，ポートフォリオの活用，縦割り班活動 
 
 
 
 

 
 

夢をはぐくみ，自立して生きていく力を培う 

～夢の形成～ 

学年指導目標と主な学習内容 

高学年・役割や責任を果たし，役立つ喜びを体得 

・集団の中で自己を生かす 
・自らの夢や希望をふくらませる 

☆中学校の先輩に学ぶ，産業に携わる人々に学ぶ 
中学年・友達と協力して深める 

・自分の持ち味を発揮し，役割を自覚する 
  ☆地域の産業・職業，商店の見学，地域の伝統産業 
低学年・小学校生活への適応 

・身の回りの事象への関心 
・自分の好きなことを見つけて活動する 

☆地域探検，野菜づくり，幼稚園との交流 

体制の充実 

・校内組織整備 

・校内研修の推進 

・共通理解 

・教員の資質向上 

カリキュラム開発力 

連絡・調整力 

キャリア・ウンセリングスキル 

・評価・改善の仕組導入 

キャリア教育の基盤 

幼稚園や保育園との

連携 

 

中学校との連携 

学区内中学校 

 

保護者との連携 

家庭 PTA 

 

地域との連携 

  地域・公共機関 

 

・人間関係形成能力 ・情報活用能力 ・将来設計能力 ・意思決定能力 



 11 

小学校のキャリア教育は，「進路の探索・選択にかかわる基盤形成の時期」と位置づけられてい

ます。一人一人の個性を生かし，地域との連携を視野に入れながら。全校体制で取り組んでいく

必要があります。 
そこで，「やまなしの教育振興プラン」を念頭に，以下の支援の重点，実践のポイントを意識し

ながら，支援・指導していく

ことが大切になります。 
【支援の重点】 
①友だちとかかわらせながら，             

働く喜びや大切さを味わわせ

る。 
②身近な目標を達成させなが

ら，自分に対する自信をもた

せる。 
③年齢の異なる人とふれ合わ

せながら，夢やあこがれをも

たせる。 
【実践上のポイント】 
①人間関係を築く力をはぐくむ。 
②体験的な学習を効果的に活用する。 
③自己理解を深める機会をつくる。 
④支援に生かす評価を行う。 

次の１～５は，小学校におけるキャリア教育を進めるための留意事項になります。 

 

小学校におけるキャリア教育を進めるための留意事項 
 
１．全教育活動における組織的・計画的な取組 

小学校の教育活動の中にある内容を，キャリア教育の視点でとらえ直すことで，それぞれの活動の

関連が明確になる。学級担任が全ての教科を見渡しやすいという小学校の利点を生かし，キャリア教

育の視点を意識して取り組むことが大切である。 
２．学校や家庭での「役割」や「役割を果たそうとする意欲」の醸成 

小学校段階では，遊びや家での手伝い，学校での係活動，清掃活動，勤労生産的な活動や地域での

活動等の中で，自分の役割を果たそうとする意欲や態度を育てていくことが重要である。 
３．幼稚園や保育所，中学校との連携 

福祉体験や交流活動，授業参観などの機会をとらえ，キャリア教育についての理解を図ったり，高

学年向けのガイダンスで中学校への理解を深めたり，学校見学や出前授業を連携して企画するなど，

児童生徒や教職員が交流する場を設けることが大切である。 
４．家庭や地域との連携 

授業参観や保護者会，学校だよりなどを通して，学校のキャリア教育の方針や指導内容について理

解を深めるよう工夫するとともに，キャリア教育の支援者として共に活動する場を提供するようにし

たい。 
５．児童理解を目指した個別への対応 

教員は，児童一人一人の理解に努め，人間関係を築くなかでキャリア発達の個人差を認識し，個々

の児童に応じた支援・指導に当たることが望まれる。 
 

小学校におけるキャリア教育の目標 
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▲みんなで発表会  

小学校１年生の生活科の指導事例（指導計画と展開例） 

 

１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 

子どもたちにとって家庭は，最も身近な生活単位です。し

かし，子どもたちは，家庭の中で家族が果たしている役割に

ついてとらえきれていない面があります。「家族が行う仕事を

やってみたい，まねしてみたい」という気持ちはあり，実際

にお手伝いができてうれしさを感じることもありますが，そ

の取組方は興味本位で長続きしない面もあります。 

この単元では，子どもたちが家庭の一員としての自分の立

場に気付き，自分が受け持つべき役割をとらえ，実際にその

仕事を続けていけるようになることを目指します。 

 

（２）指導計画の作成について 

「家族の仕事調べ」「仕事調べの発表会」など他者との交流を伴う活動や，自分の仕事に

関する「計画・実行・ふりかえり」の一連のサイクルを単元内に設定します。これによって，

役割をもつことや，それを継続的に果たすこと等の意義について，子どもたちが様々な体験

を通じ，質の高い気付きを得られるようにします。 

また，この単元と同時期に，働くことのよさや家族愛に関する内容を道徳の時間で扱い，

学級の当番活動や係活動に関する内容を学級活動の中で仕組みます。教育課程の教科等のも

つねらいや特質に応じた学習の成果が，子どもたちの中で紡がれるようにして，キャリア発

達の能力をはぐくんでいきます。 

 

２ 指導計画 

＜生活科＞ 

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

・家庭で家族が行っている仕事について，観

察や聞き取りを通して調べる活動の計画を

立てる。【２時間】※家庭で調べる。 

・子どもたちへの声かけや励ましを家庭にお願い

し，連携をはかる。 

◇人間関係形成能力 ◇情報活用能力  

・家族の仕事調べの結果について友だちと発

表し合い，家庭で自分がすべきこと，でき

ることを考える。【２時間／本時】 

・自分のために行うことばかりでなく，家族のた

めにすべきことについても考えさせる。 

◇意思決定能力 

・家庭で自分が受けもつ仕事について計画す

る。【１時間】※家庭で実行する。 

・自分が確かに実行できそうな仕事を計画させ

る。 

・友達からの評価や気付きをもとにして，仕事へ

の意欲や自己有用感をもてるようにしていく。 

◇将来設計能力 

・家庭で自分が行った仕事について発表し合

い，学習をふりかえる。【２時間】 

 

道徳の時間  学級活動 

4-(2)働くことのよさを感じて，みんなの

ために働く。 

4-(3)父母，祖父母を敬愛し，進んで家の

手伝いなどをして，家族の役に立つ

喜びを知る。 

・学級では，どんな当番活動が必要か考え

よう。 
・学級でもつ係活動を決めよう。 

おうちでうけもつ わたしのしごと 
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３ 展開例（第２，３時／全７時間） 

（１）本時の目標 

・家族の仕事について調べた結果を友だちと発表し合い，家族の仕事の意味や内容につい

て気付くとともに，家庭で自分ができる仕事を考える。 

（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・家族の仕事について調べた結果を友だちと発表し合い，自分にできること，自分がやる

べきことを見出し，実際にその役割を果たしていこうとする。【意思決定能力】 
（３）展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

３時 

導入 

 

 

展開１ 

 

 

 

 

 

 

 

１ 家族の仕事について調べて

きたことを確かめる。 

 

２ グループの中で，調べてき

たことを発表し合う。 

・「自分の調べたことや感想

を友だちに聞いてもらえて

うれしいな。」 

・「○○さんの発表は，わか

りやすいな。」 

 

 

・記録した内容を確かめさせ，そ

の内容を思い出させる。 

 

・発表する際の文の形を例示し，

発表しやすくさせる。 

（例） 

「私は，○○さんの仕事を調べ

ました。」 

「仕事は○つありました。」 

「仕事をする時は，○○とい

う工夫をしていました。」 

 

家族の仕事調べ 

カード 

 

 

・必要な情報を伝

えている。 

 

 

 

４時 

展開２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

 

３ グループの話し合いで気付

いたことや思ったことを，ク

ラス全体で発表し合う。 

・「おうちの人は，他の家族

や家族全体のためになるこ

とをやっているね。」 

・「わたしも家の仕事をやっ

てみたいな。」 

 

４ 今後の家庭生活で自分が受

けもつ仕事を考える。 

・「わたしは，自分で○○を

しっかりやっていこう。」 

・「家族のために○○してい

くようにしよう。」 

 

・ 友だちと共通していること，

新しく気付いたことなどに目

を向けさせる。 

・ 自分のことばかりでなく，家

族のためにやっている仕事が

多いことに気付かせる。 

・ 自分たちも家の仕事をやって

みようという意欲を喚起す

る。 

・ 自分が確実に実行できること

を考えさせる。 

・ その仕事によって，どんなよ

いことがあるか，誰のために

なるかということを考えさせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート     

・自分が受け持つ

仕事を決めるこ

とができる。 

【意思決定能力】 

 
４ 他学年の学習とのつながり 

２年生以降でも，学級活動，道徳の時間，特別行事などを通じて，生活の中で自分の役割を

見付け，実行していくことの大切さを学びます。総合的な学習の時間，社会科，家庭科などで

は，勤労や職業に関してより客観的にとらえていく学習が展開します。 

また，体験的な活動を中心にして，「情報を集めてまとめる」「友達と伝え合う」「自分の行動

を計画し，宣言し，実行する」という手順は，以後も様々な学習活動で，段階的に発展しなが

ら繰り返されていきます。 

一つ一つの学習における内容や方法を大切にし，その成果を関連させていくことによって，

「できた！」「伸びた！」という喜びや達成感，自信をもたせ，以後の主体的な態度につなげて

いくことが，キャリア発達の能力をはぐくむ上で重要です。 
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                          小学校２年生の生活科の指導事例（指導計画と展開例） 

みんなとつながろう ～わくわく楽しい秋祭り～ 
 
１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 
   生活科では，具体的な活動や体験を通して，身近な人々や社会及び自然とふれ合う中で，

自分自身や自分の生活について考えさせ，自立への基礎を養うことをねらいとしています。

本単元で，子どもたちは，互いに協力して『秋祭り』を計画し，運営します。この活動を通

して自分や友だちの良さに気づき，それを言葉や文章で伝え合うことにより，自己肯定感を

もち，尊重し合いながら豊かな人間関係を築いていくことができます。また，家の人からの

手紙を読み，みんなに楽しんでもらえたのだということを知り，満足感や達成感を味わい，

さらに夢や希望をもって前向きに生きていこうとする気持ちをもつと考えられます。 
 

（２）指導計画の作成について 
   小学校生活，最初の１年を終えた子どもたちは，学校の中でお兄さんお姉さんになれるこ

  とを楽しみに，希望をもって２年生への進級の日を迎えます。子どもたちが学習への見通し

  をもち，わくわくした気持ちで２年生の１年間をスタートできるようにすることは，キャリ

  ア教育のめざす『夢や希望をもって前向きに将来の生き方や生活を考える子ども』の育成に

  つながるとても大切なことです。『秋祭り』を見据えて，５月にサツマイモなどの野菜づく

  りを計画するなど，生活科の他の単元とも関連させて学習を進めていくことが大切です。 
 
２ 指導計画 

＜生活科＞ 
学 習 内 容 指導上の留意点（・） と４能力領域（◇） 

・これまでに経験した『秋祭り』の経験を思い 
 出しどんな祭りにしたいか計画を立てる。 
                                 【１時間】 
・祭りの流れ，自分たちの出したいお店などを 
 決め，それぞれの役割分担を決める。 
                                 【２時間】 

・園の年長時に招待された経験，１年生の時に 
自分たちも店を出した経験を思い出させ，し 
たいことを発表し合い，役割を自覚させる。 
◇人間関係形成能力 ◇将来設計能力 

 

 
・みんなで協力して『秋祭り』の準備をする。 
・来年度入学予定の年長児童や，家の人，お世 
 話になった地域の人などに招待状を出す。 
                                 【９時間】 

・材料を工夫させながら，楽しいお店を出せる 
ように支援する。 
◇人間関係形成能力 ◇意志決定能力 

 

・自分の役割にそって仕事をしながら，お店を 
出したり，お客さんになったりして，楽しく 
『秋祭り』に参加する。        【２時間】 

・『秋祭り』を振り返り，自分や友だちの成長 
に気付き，お世話になった人に感謝の気持ち

をもつ。                 【１時間／本時】 

・自分の役割を自覚し，友だちと協力しながら 
 『秋祭り』を運営できるよう，支援する。 
・『秋祭り』を終え，家の人からの手紙や友だ 
 ちからのカードを読み，自分や友だちの成長 
 や支えてくれた人の存在に気付かせる。 

◇人間関係形成能力 ◇将来設計能力 
 
 
 

道徳の時間  生活科の他の単元  学級活動 
・2-(3)友だちと仲よく助け合う 
・2-(4)世話になっている人々に感謝 

   する。  

・4-(2)働くことのよさを感じる  

               

・地区探検に出かけよう 
・野菜を育てよう 
・私のアルバムをつくろう 

・２年生になって 
・お楽しみ会をしよう 
・みんな仲よく 
・この１年を振り返って 
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３ 展開例（第１５時／全１５時間）                                                    
（１）本時の目標 
   ・『秋祭り』を振り返り，自分や友だちのがんばった点や成長に気付き，お世話になった

人や家の人に感謝の気持ちを表す。 
（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 
      ・自分や友だちの長所を理解し，互いに認め合いながら，豊かな人間関係を築くことがで

きる。 【人間関係形成能力】 
（３）展開 
過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展開 
 
 
 
 
 
 

終末 

１ 『秋祭り』を振り返って，楽しかった 

 ことやがんばったことを発表する。 
  ・自分たちのお店や会場の準備，全体会 
   に向けた準備などを通して，自分のが 
   んばったことを発表する。 
  ・友だちのがんばっていたところも思い 
   出し，『よかったよカード』を書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  友だちからの『よかったよカード』

や，『秋祭り』を終えて家の人が書い 

てくれた自分への手紙を読む。          

  ・友だちが書いてくれたカードや家の人  

    からの手紙を読んで，自分の成長に気  

    付く。                              

 

３  お世話になった人に感謝の手紙を書 

く。  

・さつまいもをつくる時に指導してくれ

た地域の人，家の人など，お世話にな

った人に感謝の手紙を書く。          

            

・活動の様子の写真を 
 順を追って提示する 
 などして，子どもた 

ちが振り返りやすい 
ように工夫し，自分 
たちの成長に気付か 
せる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・事前に，家の人に， 
子どもたちへの励ま 
しの手紙を依頼して 
おき，子どもたちが 
満足感や達成感を味 
わえるよう心がける。 

 
・手紙の書き方を提示 
 する。 
・自分たちを支えてく 
れた人の存在に気 

付かせる。  
             

 

 

写真             

   

 

よかったよカード  

 

 
 
 
 
 

家の人からの手紙 
 
 
・自分や友だちの成

長の様子や，それ

ぞれの良さを認め

ることができる。  
【人間関係形成能力】 
 
・自分たちを支えて

くれる人の存在に

気付き，感謝の気

持ちを表すことが

できる。 
【人間関係形成能力】 

 
 
４ 他学年の学習とのつながり 

   毎年，この秋祭りに，来年度入学予定の年長組園児を招待していることから，多くの子ども

たちが，お祭りで店を出すことを，小学校生活の楽しみの一つとして入学してきます。１年生

の秋，２年生にリードされながら自分たちも初めて店を出し，２年生になると，中心になって

この秋祭りを計画し運営します。『自分たちもあんな風にお店を出してみたい。』など，これ

まで上級生の姿にあこがれをもっていた子どもたちなので，大変意欲的に取り組み，また，下

級生を気遣いリードしながら活動を進めていきます。この学習でつけた力や，自分はいろんな

人に支えられて生きているのだという気付きは，３年生の学級活動，４年生の『二分の一成人

式』，また高学年として学校をリードしていく児童会活動など，様々な学校生活の中で生かさ

れていくことと思われます。 

秋祭りの様子 年長園児への応対 
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             小学校３年生の社会科の指導事例（指導計画と展開例） 

 

１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１） 学習内容について 

この単元のねらいは，「ぶどう農家を見学する計画を自分たちで立てるとともに，見学を通

して，ぶどうづくりに取り組む人たちの様子や工夫，果物を通した地域のつながり，つくっ

た果物を売るための努力などについてとらえることができるようにする」ことです。山梨県

を代表する農産物である「ぶどう」と自分の生活との関わりについて意識させたり，働く人々

の工夫や努力に共感できるようにします。  
 

（２）指導計画の作成について 

地域で働く人への関心は，低学年の生活科の中でも取り扱われていますが，中学年社会科

の学習の中ではますます存在意義が大きくなっています。働く人への共感は，地域で働く人

の具体的な追求を通してのみ得ることができます。キャリア発達の能力の視点をもちながら，

地域社会の中で，生産活動に従事している人を見学したり，手紙を出したりして交流をもつ

ことは，子どもたちにとっても，かけがえのない体験になっていきます。 
   具体的には，この単元を通して，次の視点でキャリア発達の能力が育成できるように指導

計画を作成していきます。手紙の書き方やインタビューの仕方を理解したり（情報活用能力）， 
地域のことを学習する活動を通して，地域の理解を深め，自分の生活と地域の関わりに気付

くことができる（将来設計能力）ようにします。また，地域の一員としての自覚をもち，自

分の役割に進んで取り組む気持ちをもつことができる（意思決定能力）ようにすることも大

切です。なお，地域で働いている人を訪ね，地域の人とふれ合うこと（人間関係形成能力）

にも重点をおきたいものです。 
 

２ 指導計画  

＜社会科＞ 

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

・地域の食べ物について話し合う。 【２時間】 ・地域の特産物（ぶどう）に関心をもたせ

るようにする。 

・ぶどう農家に手紙を出し，見学の計画を立てる。 
・ぶどう農家に見学に行く。 【４時間／本時】 

◇情報活用能力 
◇人間形成能力 

・見学を振る返り，おいしいぶどうを作るための秘

密を探る。         【２時間】 
◇将来設計能力 
◇意志決定能力 

・取り入れたぶどうはどこに行くのか調べる。 
 【１時間】 

・他地域とのつながりも大切に指導してい

く。 
・農家の工夫や願いについて調べる。【２時間】 ◇将来設計能力 

・学習のまとめとして「ぶどう新聞」を作る。   

【３時間】 
 

 

 
 

 

 

「調べよう 物を作る仕事」 ～ぶどう農家をたずねて～ 

道徳の時間 
4－(5) 

郷土の伝統と文化を大切にし，郷土を愛す

る心をもつ。 

総合的な学習の時間 

「まちの人々の仕事を調べよう」 
いろいろな職業や生き方があることを

理解させ，働くことの楽しさや大切さを

気付かせる。 
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ぶどう農家の見学  

３ 展開例（第３～６時／全１４時間） 

（１）本時の目標 

・ぶどうづくりについて調べたいことや調べる方法を話し合い，ぶどう畑の見学計画

を立てることができるようにする。 
（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・手紙の書き方やインタビューの仕方を理解することができる。【情報活用能力】 

・地域で働いている人を訪ね，地域の人とふれ合うことができる。【人間関係形成能力】 
（３）展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

３時 
準備 
 

１ ぶどう農家に手紙を出して見 
学のお願いをする。 

 
 ・手紙の内容を考える。 

・教科書などを参考にして，

お願いの手紙を書かせる。 
・手紙の書き方を理解

することができる。 
【情報活用能力】 

４時 
計画 

２ ぶどう農家を見学するための 
計画を立てる。 

  
３ インタビューの内容を考え 

る。 
 ・ぶどうはどうやってつくるか。 

・ぶどうつくりの苦労や楽しさ 
 は。 
 

 ※畑や働く人の様子を観察す

る。 
 ※インタビューの練習をする。 
 
 
 
 
 

・個々の子どもたちの興

味・関心に基づいて，調

べてくることの重点化を

図り，「見て調べること」

「聞いて調べること」の

２つの観点から，計画を

立てさせる。 
 
 
 
 
 
・役割分担をして，実際に

インタビューの練習をさ

せてみる。 

 
 
 

 
 
 
 
・インタビューの仕方

を理解することが

できる。 
【情報活用能力】 

5,6 時

見学 
４ ぶどう農家の見学に行く。 

 
 

 
 
 
 
 
 
・自分の疑問に沿って見学

するように促す。 

・地域で働いている人

を訪ね，地域の人と

ふれ合うことがで

きる。 
【人間関係形成能力】 

 

４ 他学年の学習とのつながり 

４年生の社会科では，「安全なくらしとまちづくり」や「健康なくらしとまちづくり」などで，

消防署や警察署，市町村の水道課，ゴミ処理施設の人など，自分たちの地域社会で働く人とふ

れ合う機会があり，３年生の社会科の経験を生かして働く人との交流を大切にしてほしいと思

います。 

 

・子どもたちが地域の

人とかかわる体験を

大 切 に し て い く こ

と。 

班学習  
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小学校４年生の総合的な学習の時間の指導事例（指導計画と展開例） 

二分の一成人式を成功させよう  ～こんなに大きくなったよ～ 
 

１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１） 学習内容について 

４年生では，「人間関係形成能力」の育成の観点から，自分自身の生きてきた過程や出来る

ようになったことを振り返る活動を充実させていきます。そしてその中で豊かな自己肯定感

を培い，自分自身のこれからの生き方を考え，将来の夢や希望をもつために，さらに意欲的

に生きていく心情を育てていくことがねらいになります。自分のよいところを見付けるとと

もに，友だちのよいところを認め，話し合う活動を中心に様々な活動を通して，自ら 10 年間

を振り返っていきます。そして「道徳の時間」における内容項目１―(５)「個性の伸長」と

の密接な連携を考えていくことにより，さらに子どもたち個々が「自ら紡ぐ学習」としての

位置づけがより明確になります。その中で培われた「自分の特徴に気付き，よさをのばそ

うとする」心情が「学級活動」をはじめ様々な学校生活の中で高められ,学年末に行われ

る本単元「二分の一成人式を成功させよう」の中で，中学年における「キャリア発達に

かかわる諸能力」の向上をより確かなものにしていきます。 

 

（２）指導計画作成について 
   本単元では，子どもたち自身による家族への取材活動が，まず自らの成長に目を向け

る出発点であり，そこから成長過程を概観できる「自分史」の作成を行います。作成過

程においては，まず個々の家庭環境に十分配慮します。そして成長の過程で自分を見守

ってくれた周りの人々に感謝しながら，自らができるようになったことを実感として客

観的に認知できるよう，記入の仕方や書式の工夫が必要になります。そしてそれを出発

点として，子どもたちがそれぞれ同じように満ち足りた心持ちの中で，会の役割分担や

準備に取り組めるように支援します。準備の段階から友だちとのかかわりの中で,自分の

考えを明確に伝えたり，互いの意見を交流したりする活動を重視するとともに，会の成

功によって豊かな自己肯定感が味わえるように指導計画を考えていきます。 

 

２ 指導計画 

＜総合的な学習の時間＞ 

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

「二分の一成人式を開こう」 

―こんなに大きくなったよ― 

・10 年間を振り返り「自分史」をつくる。 

【２時間】 

 

・「二分の一成人式」を準備し，行う。 

【４時間】 

 

・振り返る。         【１時間】 

・自らの心身の成長や家族の思い，自分に  

影響を与えた出来事などに目を向けさせ，

将来の自分の姿を展望させる。 

◇人間関係形成能力 ◇自他の理解能力 

◇将来設計能力   ◇計画実行能力 

・自他の成長を喜び合い，将来に希望をもてる

ような会にするために，協力して取り組む。 

◇人間関係形成能力 ◇自他の理解能力 

◇将来設計能力   ◇役割把握・認識能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

道徳の時間 

1-(5) 個性の伸長  

・自分の特徴に気付き，よさを伸

ばそうとする心情を育てる。 

学級活動 

・友達のよいところを見つけよう 

・協力して仕事をしよう 

・もうすぐ５年生 
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３ 展開例（第７時間） 

（１） 本単元の目標  

・「自分史」の作成や「二分の一成人式」を通して 10 年間の自分の成長を振り返り，        

生命の尊さを感じるとともに,よりよく前向きに生きていこうとする心情を育てる。 

（２） 本単元の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・自分や友だちのよいところを認め，励まし合うとともに，友だちと協力して学習や

活動に取り組む。 【人間関係形成能力】 

・将来の夢や希望をもつ。互いの役割の必要性がわかる。 【将来設計能力】 

（３） 展開 

過程 学習活動と内容 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 

1,2 時間 

１ 自分が生まれて今日まで

の「自分史」を振り返る。 

・自分の生い立ちについて，

取材活動をする。 

・できるようになったこと，

考えられるようになった

ことを確認し,自分自身の

成長を実感する。 

・作成した「自分史」を友だ

ちと共有する。 

・自らの経験を想起させ，自分

自身に影響を与えた出来事

から自分の個性に気付かせ

る。 

・家族への取材を通して自分の

存在の意味に気付き,自らの

生命の大切さにも気付くよ

うにする。 

・将来の自分のあり方について

具体的に考えることができ

るよう支援する。 

・「自分史」作成の

ためのワークシ

ート等 

・自分のよいとこ

ろを見付ける 
【人間関係形成能力】 

展開１ 

3,4 時間 

２ 二分の一成人式を準備す

る。 

・自らの成長を祝うための会

の内容づくりを話し合う。 

・役割分担を決め，準備する。 

・子どもたち自身が主体的に準

備にかかわれるよう,指導す

る。 

・友だちと協力し

て計画に取り組

む。 
【人間関係形成能力】 

展開２ 

5,6 時間 

３ 二分の一成人式を行う。 

・10 年後の私へ手紙を朗読

する。 

・入学当時の自分たちの映像

を見る。 

・心を込めて歌を歌う。 

・自分の夢や希望を発表す

る。 

・保護者に公開し, 我が子の成

長を感じさせ,喜びを分かち

合うとともに，親子共に次の

ステップに目を向けるきっ

かけとする。 

・友だちと協力して

取り組む。 

【人間関係形成能力】 

終末 

７時間 

４ 振り返る。 

・「二分の一成人式」で感じた

ことを発表する。 

・自分の将来について考える。 

・よりよく前向きに生きていこ

うとする気持ちを高められ

るように支援する。 

・将来の夢や希望

をもつ。 
【将来設計能力】 

 

４ 他学年の学習とのつながり 

２学年の生活科では「みんなおおきくなった」等の活動が設定されています。この中で

は自分の成長に興味・関心をもち，中学年に向かっての意欲を高めます。この活動での経

験を想起させることで,本単元への足がかりとします。５学年体育の保健領域「心の健康」

等では，「二分の一成人式」で振り返った自分の成長の過程を思い出させ,成長の連続性に

気付かせるとともに，年齢の段階によって自分が抱える悩みや，不安の質も異なっていく

ことを理解させます。６学年の総合的な学習の時間では「職業調べ」や「中学へ向かって」

等，将来の進路を見据えた単元の展開などが考えられます。「自分史」を作成した当時と今

とを対比させながら「未来の自分マップ」等に取り組むことによって,よりよく生きていく

ための心情を培うことが，キャリア発達の諸能力をはぐくむ上でとても大切になります。 
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小学校５年生の総合的な学習の時間の指導事例（指導計画と展開例） 

私たちの暮らしを支えるさまざまな仕事 

 

１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１） 学習内容について 

小学校５年生になると，学校の諸活動において集団の中で働く機会が増えてきます。

自己を生かし，集団の中で役立つ喜びを体得できることが多くなります。自分の役割を

自覚し，主体的に責任を果たせられるように，働くことの意義を理解させたい時期です。 
この学習は，身近な人々及び地域の産業の様子に目を向けて進めていきます。家族の

仕事（職業）と，地域の主要産業にかかわる人々の仕事（職業）を調べる活動を通して，

それぞれの仕事に従事している人々の工夫や努力，苦労や願い，楽しさや働きがいなど

を理解させていきます。調べた仕事の中からいくつか憧れの仕事をもてるようにするこ

とが大切です。 
 

（２）指導計画の作成について 

この学習は，社会科の学習と関連させながら進めていきます。それぞれの仕事の楽し

さや働きがいに目を向けていく活動にします。体験活動も取り入れて，ものをつくるこ

とによって得られる喜びや達成感を味わわせ，働くことの楽しさを実感できるようにし

ていきます。 
 

２ 指導計画 

＜総合的な学習の時間＞  

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

1 家族や親戚など身近な人の職業を調べる。 

多様な職業があることを知る。【6 時間／本時】 

・多種多様な職業に関心をもたせる。  
◇情報活用能力 ◇人間関係形成能力  

2-(1)地域の主な産業について調べる。【4 時間】 

果樹栽培が盛んな地域であることを知る。 
・ 春～夏は，「桃」の栽培。 
・ 秋は「ころ柿」の加工。  

2-(2) 「桃づくり」について調べる。【18 時間】 

・桃栽培についての学習と作業体験 

摘蕾，摘花，摘果，袋かけ，収穫 

・農協，共選所，販売所などの見学  

・ 地域の方を招いて学習を深める。  
 
 
 
 
 
◇人間関係形成能力  ◇情報活用能力  

2-(3)「ころ柿づくり」について調べる。【8 時間】 

・ころ柿作りの様子の見学   

・ころ柿づくりの実習  
3 学習発表会に向けた取り組み   【8 時間】 

・個人やグループでまとめたことを，協力して

発表会に向けて取り組む。 

・将来のことを考え，憧れとする職業をもつ。 

・それぞれの職業に，働きがいがあることや社会

の中における役割があることを理解させる。 

◇人間関係形成能力  ◇情報活用能力 

◇将来設計能力    ◇意思決定能力  

 
 
 
 
 
 
 

社会科 

「我が国の農業や水産業について」 
「我が国の工業生産について」等 

 
道徳の時間 

4-(4) 働くことの意義を理解し，社会に奉仕する喜び

を知って公共のために役に立つことをする。 

 

特別活動 

〔勤労生産・奉仕的行事〕 
勤労の尊さや生産の喜びを体得する 

 

 
桃栽培の作業体験  

 
ころ柿作りの見学 
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３ 展開例（第１時／全６時間） 

（１）本時の目標 

・ 家族や知人の職業，地域で盛んに行われている農業など，自分にとって身近な職業

に関心をもち，調べたい項目をつくることができる。 
（２） 本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・ 身近な産業・職業の様子に興味をもつ。【情報活用能力】 
・ 話し合いに積極的に参加し，多様な考えを理解しようとする。【人間関係形成能力】 

（３）展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 
 
 
 
 

１ この地域ではどんな産業が盛ん

なのか考える。 

・農業，特に桃などの果樹栽培農

家が多いことを確認する。 

 

・地域の産業の様子が分

かる資料を用意させて

おく。  
 
 

・地域の広報誌等  
 
 
 
 

展開 
 
 
 
 
 
 
 
 

２  家族や知人はどんな職業なの

か，知っていることを発表する。 

 

３ どんな職業があるのか，職業を

分類しながらまとめる。 

 

農業，工業，商業，サービス業… 

 

・多くの児童に発表させ

て，いろんな職業を紹介

していく。  
 
・多種多様な職業がある

ことを，確認する。  
 
 

・積極的に発表すること

ができる。  
【人間関係形成能力】  

 
・多種多様な職業がある

ことがわかる。  
【情報活用能力】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 職業についてより詳しく知るた

めの｢職業調べカード｣には，どん

な項目をつくるか話し合う。 

（考えられる項目） 

・その職業を選んだ理由 

・一日の動き・年間の動き 

・内容・思い出話 

・楽しさ・やりがい 

・工夫・努力・苦労・悩み 

 

・職業について知りたい

項目は，児童自身の考え

を尊重しながら決めて

いく。  
 
 
 
 
 
 

・職業について詳しく知

るために必要な，調べた

い項目を考えることが

できる。  
【情報活用能力】  

終末 
 

５ 職業調べの見通しをもつ。 ・今後の学習の進め方の

確認をする。  
 

 

４ 他学年の学習とのつながり 

３学年の社会科では「まちたんけん」を行い，身近な地域を観察・調査し，地域の特色

をとらえます。この指導計画の内容は，地域社会の学習という点で３学年の学習と重なる内

容がありますが，５年生は知識が増して，社会の現実を踏まえた考え方ができるようになり

ます。 

６学年では，自分がやってみたい仕事に就くために，今の自分に必要なことは何かを考

えさせ，実現を目指して努力しようとする態度がもてるようにさせたいと考えます。 

子どもたちに，今の自分が将来につながっていくことを意識させながら取り組ませてい

くことが大切です。社会と自己のかかわりの中で自己肯定感をはぐくみ，将来への夢や希望

がふくらむような学習にしていくことが大切です。 
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小学校６年生の総合的な学習の時間の指導事例(指導計画と展開例) 

 

 

 

１ 学習内容と指導計画の作成について                          

（１）学習内容について 

小学校６年生は，最高学年であると同時に，一つの区切りとして自分の人生をとらえる時

期です。しかし，子どもたちは，将来に対する具体的な目標が見えず，次のステップである

中学校の学習や生活についても不安に思っています。 

子どもたちは，この単元で身近な大人や関心のある人の生き方にふれることにより，将来

の夢をしっかりもつことの大切さに気付くとともに，次のステップに向かって努力していく

心構えをもつことで，自分の「将来設計能力」をはぐくんでいくことにもなります。 

 

（２）指導計画の作成について 

指導計画には，聞き取り活動を取り入れ，保護者や身近な大人，ゲストティーチャーに迎

えた専門家から，仕事に対する夢ややりがいを話してもらう機会をつくることで，子どもた

ちに大人の生き方への関心をもたせます。そして，生き方は一人一人違うことを感じさせ，

自分の夢を実現する道すじを考えさせるようにします。 

また，中学校との連携した活動を取り入れ，不安を取り除きながら主体的に次のステップ

に進めるような気持ちも育てていきます。自分の将来像が描けるよう，夢を支援する方法を

用意することも大切になります。 

 

２ 指導計画 

＜総合的な学習の時間＞ 

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域 

・身近ないろいろな人の話を聞き，自分の将来について

考える。  【4 時間】※聞き取り活動は家庭で行う 

・職業だけでなく多様な生き方にふれながら，自分の将

来について考えるようにする。  ◇情報活用能力 

・様々な職業で活躍されている方から話を聞き，学んだ

生き方から自分の将来について目標をもつ。 

【5 時間／本時 3.4 時】 

・自分の課題を立てるための情報がつかめるよう

にする。◇人間関係形成能力 ◇情報活用能力                 

 

・夢実現プロジェクトをつくろう。 

(自分のなりたい職業や生き方について調べる) 

【8 時間】 

・多様な方法で調べられるようにするとともに，発表し

合うことで，いろいろな職業や生き方にふれるように

する。    ◇将来設計能力 ◇意思決定能力 

・中学校見学や中学校教師による出前授業を通して，小学

校生活と中学校生活との違いを知り，ものの見方や考え

方を深める。              【4時間】 

・中学校との連絡を密に取り，中学校に明るい希

望をもって進めるような取組になるよう協力を

依頼する。         ◇情報活用能力 

・自分の将来や生き方を考え，夢を実現するために，今

の自分が努力することや中学校での自分の姿のイメ

ージをまとめ，発表し合う。      【3 時間】 

・友だちの考えを聞いたり，意見交換したりする

ことを通して，中学校生活への期待が高まるよ

うにする。         ◇将来設計能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道 徳 の 時 間 

・1-(2) くじけずに努力する 

・1-(6) 自分のよさを伸ばして 

・4-(4) 働くということ 

学 級 活 動 

・最高学年のスタート 
・みんなのために働くこと 
・卒業の取り組み 

     学校行事 特別活動 
・1 年生を迎える会 

・運動会   

・卒業式 

・縦割り活動 

・委員会活動 

夢実現プロジェクト   ～将来の自分を見つめて～ 
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ゲストティーチャーの講演 

３ 展開例（第７，８時／全２４時間) 

（１）本時の目標 

・なりたい自分を見付けるために，目当てをもって話を聞いたり質問したりする中で，ゲ

ストティーチャーの生き方にふれ，自分の課題を立てるための情報を集める。 
（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・目当てをもち，意欲的にゲストティーチャーと交流することができる。 

【人間関係形成能力】 

・自分の将来に関する課題を立てるための情報を集めることができる。【情報活用能力】 

（３）展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 

 

 

 

 

 

展開 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  学習の見通しを持つ 

 なりたい自分を見付けよう  

・学習の目当ての確認          

・来ていただいた様々な職業の方を

紹介し，会の流れを確認する。 

 

２ 各教室に設けた各職業別のブース

を回りながら，専門家から話を聞く。 

(ワークショップ方式で行う） 

 

 ・ゲストティーチャーには，普段の

仕事内容などの知識に関する話と

ともに，仕事に対する夢ややりが

い等を話していただく。 

 

 ・ブースでは，話を聞くだけでなく，

デモンストレーションを見たり，

体験したりする。 

   

 ・話を伺いながら，必要に応じてメ

モをとるとともに，分からないこ

とは質問する。 

 

・本時の目当てを児童に確認さ

せる(ゲストティーチャーも） 

 

 

 

・事前アンケートを基に，グル

ープ分けをしておき，情報交

換がしやすいようにする。 

 

・事前に質問したい内容につい

て考えさせ，より多くのこと

を聞くようにする。 

 

 

・自分の課題がつかめるような

交流ができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ワークシート 

 

・目当てをもち，意欲

的にゲストティーチ

ャーと交流すること

ができる。  

【人間関係形成能力】 

 

 

 

 

展開 

２ 

 

 

 

終末 

３ 聞いた話をもとに，仕事に対する

夢ややりがいなどで分かったこと

や気が付いたこと等をまとめる。 

 

 

４ 夢実現プロジェクトへの見通しを

もつ。 

・学習カードに分かったことや

考えたことを書くことで自分

の課題が見付けられるように

する。 

 

・個々の関心に応じた支援方法

(本・ビデオ）を紹介すること

によって，課題追求の意欲を

高める。 

・自分の課題を立てる

ための情報をつかむ

ことができる。 

【情報活用能力】 

 

・本･ビデオの紹介の紙 

４ 他学年の学習とのつながり 

   キャリア発達の段階においては，小学校は進路の探索・選択にかかる基礎形成の段階にあると言えま

す。２年生の生活科「私のアルバムをつくろう」では自分の成長に関心をもたせ，自立への基礎を養い

ます。４年生の総合的な学習の時間「二分の一成人式」では，成長の連続性に気づくとともに，将来の

夢を描き，これからの生き方に関心をもつようになります。それを受け，６年生では，身近な大人の生

き方や様々な職業にふれながら，自分の将来のことを考える大切さに気付き，道徳の時間を生かしなが

ら自己に対する肯定的な自覚を深め，未来への夢や希望をもつ心情をはぐくみます。また次のステップ

である中学校生活に希望をもたせるように取り組むことも大切です。 
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小学校・中学校の連携（指導計画と展開例） 

§ 「垣根」を取り払い「串」でつなぐ小・中学校の連携 

 

１ 連携のための指導計画の作成について 

（１）「閉じられたキャリア教育」ではなぜダメなのか 

  野菜にも旬があるように教材にも旬があります。小学校での体験内容を中学校で把握

しないままに繰り返しの活動を行ってしまうと，ワクワク感が少なく効果のない活動に

なってしまいます。そのため小・中学校で情報交換などを行うことが大切です。 

  学校は集団生活による社会性を育てるところであり，その外側には現実の地域社会が

拡がっています。現実の社会や家庭に，働く者として巣立っていく場につながっている

のです。小・中学生が共に生活を共有している地域は，教材そのものなのです。このこ

とから地域の教材を小・中学校それぞれの視点から見ていくことが大切です。 

 

（２）小・中学校の垣根を通して見える共通性を探す 

  小・中学校では，それぞれ教育課程を作成しています。そこへ小・中学校連携のため

の行事を挟み込む余裕があるかと不安になるのも当然で，「無理のないところから始めま

しょう」ということが大前提です。 

  そのため，それぞれの教育課程上の学習内容の系統性に着目して，キャリア発達の学

習プログラムと照らし合わせながら，小・中学校に接続されている内容ごとにつないで

いくことが考えられます。当然のことながら，学習内容は小・中学校の系統性に配慮さ

れているため，たくさんのつながりがあることが分かります。その中から，最も連携し

やすく，無理のない内容から始めることがよいと思います。 

 

２ 串でつながる小４から中３の６年間のキャリア活動例 

 それぞれの学年での活動は既存のも

のを行い，ポイントを揃えて（串として）

つなげる方法があります。 

 串の１ 
 なりたい自

分の姿と，今

の自分へのま

なざしの串 

 串の２ 
 ふるさとと，

そこで働く人

たちへのまな

ざしの串 

 串の３ 
 かかわってく

れた人たちか

らのメッセージ

の串 

   
小学４年 

「二分の一成人式の取り組み」（総合） 

                            ２０歳の自分は            家の人から 

小学５年 

「私たちの暮らしを支える様々な仕事」（社会・総合） 

                                   農家・商店・工場… 

小学６年 

「夢実現プロジェクト 将来の自分を見つめて」（総合） 

                            ２０歳の自分は          仲間からの励まし 

中学１～３年 

「地域に学ぶ 自分たちのまちを知る 山梨を知る」（総合） 

                            地域の中で自分は  まち・市・山梨 

中学１～３年 

「働くことの大切さを体感しよう 職場体験学習」（総合学習） 

                           働くことと自分  職場体験をして 事業所の方々から 

中学１～３年 

「夢の実現に向けて 自分をみつめよう」（総合・道徳） 

                       ２０歳の自分は          仲間からの励まし 
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３ 「キャリア育成手帳 大人になったわたしへ」の作成と配布 

（１）小学校から中学校へ継続して使える記録 

  子どもたちが書きまとめるもの

は，学習カリキュラム上単年度の

ものが多く，数年間を継続して利

用するものは少ないです。もし，

小学校から中学校へバトンタッチ

され，その後も大切にされる子ど

もたちの活動の記録を連携してつ

くることができれば，それ自体が

自分の成長のあゆみの記録となり

ます。 

  「キャリア育成手帳 大人にな             

ったわたしへ」は，母子手帳のよ

うなものです。小４から中３の６

年間の串でつながるキャリア活動

の折りに，本人のあゆみや思いを

自ら記入したり，かかわった大人

や仲間たちに記入してもらったり

します。活動後に学校で一括保管

して卒業式に返し，また上級学校

の入学後に集約して活動時に使用

していく方法もあります。 

 

（２）例えば３つの串でつなげる 

  この手帳の記入欄は，次の３つの串によって構成されています。 

  串の１つ目は「なりたい自分の姿と，今の自分へのまなざしの串」です。未来の自分を見

付けるためには，過去の自分を振り返るアクションと，外部（社会）に働きかけるアク

ションを進める中で，それらを自分の中で結び付けさせて，今の自分のあり方や努力す

る方向などを考えさることが必要です。このようにして今の自分と関連付けさせること

が大切です。 

  串の２つ目は「ふるさとと，そこで働く人たちへのまなざしの串」です。ふるさとを知る

ことは，自分のアイデンティティーの確立にとって大切なことです。そして体験を通してそ

こで働いている人々や暮らしている人々の思いを直接見聞きすることは，勤労観や職業観の

獲得にとって切り離すことができません。また，多くの人たちによって自分の日常生活が支

えられていることへの気付きと感謝の気持ちをもたせることが，責任ある社会人への一歩と

なります。 

  串の３つ目は「かかわってくれた人たちからのメッセージの串」です。かかわってくれた

大人たちからの励ましの言葉や，活動報告し合った仲間たちからの言葉を記録させておくこ

とは，自分の目と他者の目を通した自分に対する再認識の機会となります。集団や社会との

つながりの中での自己肯定感の積み重ねは，よき社会人・よき働く者の育成にとって欠かせ

ません。 

 

（３）成人となる日に振り返って 

  自分だけでなく地域の方々や仲間たちの言葉が記された手帳が，小学校から成人になるま

で大切に保管され，折りにふれ自分のキャリアの足取りを振り返ることができたら，力強い

励ましの手帳となるかもしれません。成人の日は地域の小正月の行事の日でもあります。地

域の自治会での成人式などで，手帳を元にふるさとの人々が本人の成長を祝ってあげられた

ら，どんなに素晴らしいでしょう。 

               

キャリア育成手帳 

  

大人になった 

わたしへ 

 

  ○○ ○○ 

 

小学校 活動（単元）名

６年
１　将来の自分へ　（なりたい自分の姿と、今の自分へのまなざし）

2　わたしのふるさとへ　（または）　そこで働く人たちへ

3　共に学ぶ仲間から　（または）　かかわってくれた人たちから

キャリア育成手帳「大人へのわたしへ」

　（　　　　　　　　　　）へ

　（　　　　　　　　　　）から

 

        図版２ 
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§ 中学校におけるキャリア教育 

 
中学時代は心身の発達が著しく，自己と他者や社会との適切な関係を構築していく力を身に

付けていきます。そして，職場体験を中心とする計画的で系統的な体験活動から望ましい勤労

観や職業観等を育てます。この時期の生徒は，情報活用能力により進路や生き方を考え，将来

設計能力により自己の進路実現を実行していくことが大切です。次の図は，中学校キャリア教

育の全体的なイメージで，自らの生き方を実現する能力の育成を目指しています。 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全教育課程での取組＝教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動 
※ガイダンス機能の充実，ポートフォリオの活用 

夢をはぐくみ，自立して生きていく力を培う 

～夢の育成～ 

学年指導目標と主な学習内容 

３年生・自他の個性を尊重，円滑な人間関係 
・社会の一員としての義務と責任 
・将来設計達成への努力 

☆卒業生と語る会，進路計画，上級学校体験入学 
２年生・自分の言動が及ぼす影響の理解 

・社会の一員としての自覚 
・夢達成への現実問題の把握 

  ☆働く意義と学ぶ意義，職場体験，達人から学ぶ 
１年生・個性の理解 

・自他の違いの気付きと尊重 
・集団の一員としての役割理解 
・将来への漠然とした夢やあこがれ 

  ☆中学校生活ガイダンス，職業人インタビュー 

体制の充実 

・校内組織整備 

・校内研修の推進 

・共通理解 

・教員の資質向上 

カリキュラム開発力 

連絡・調整力 

キャリアカウンセリングスキル 

・評価・改善の仕組導入 

キャリア教育の基盤 

小学校との連携 

  学区内小学校 

高等学校との連携 

進路先高等学校 

保護者との連携 

家庭 PTA 

 

地域との連携 

  職場 地域 

・人間関係形成能力 ・情報活用能力 ・将来設計能力 ・意思決定能力 
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「現実的探索と暫定的選択の時期」にあたる中学校では，これまでの教育課程でも生徒が自分

を見つめ直したり，自分の夢を描いたりするといった活動がありました。しかし，一人一人が確

実に，将来の夢と関連して学びの意義と考えたり，自己と社会とのつながりと考えたりするため

には，そうした活動をキャリア教

育の視点からとらえ直すことが必

要です。そして，意図的で計画性

のあるキャリア教育の実施のため

の全体計画や年間指導計画の作成

と，定期的な改善が重要です。全

体計画や年間指導計画の作成は，

これまでの進路指導のように特定

の分掌や担当教員だけが携わるの

ではなく，全職員による計画的で

組織的な取り組みが大切になりま

す。そして中学校でのキャリア教

育は，生徒に社会的・職業的自立                          
に向けて必要な能力等を育て，図のように４つの発達課題を達成していくことになります。中学

校は教科担任制であることから，全教育活動を通じたキャリア教育の実践が大切ですが，それぞ

れの教職員が共通の視点で全校生徒に働きかけることで，教科・道徳・総合的な学習の時間・特

別活動等の全教育活動をキャリア教育が「つなぐ」ことになります。職場体験が学校と社会をつ

なぐ鍵とすれば，キャリア教育には組織そして校種間までも「つなぐ」効果が期待できます。 
次の１～５は中学校におけるキャリア教育を進めるための留意事項になります。 

 

中学校におけるキャリア教育を進めるための留意事項 
 
１．生徒の入学時の適応への配慮 

不安と期待をもって入学してくる生徒が，安心して学校生活を送ることができるよう，ガイダ

ンスの内容は十分に検討した上で実施することが大切で，中学校生活に適応できる環境づくりに

努めることが重要です。 
２．全教育活動における取組 

学校行事や総合的な学習の時間における体験活動，道徳の時間等は，生徒の内面的価値形成や

キャリア発達を促す上での有効な時間となります。キャリア教育に関わる内容に配慮した年間指

導計画や授業計画を工夫します。 
３．職場体験の位置付け 

職場体験等の啓発的体験学習は，キャリア発達を促す上で極めて有効です。キャリア教育では，

それらが 3 年間の系統的な計画と意図的な事前事後の指導のもとで実施されるようにします。 
４．キャリア・カウンセリングの充実 

キャリア発達における個人差を認識し，個々の生徒に応じた指導にあたる必要があります。キ

ャリア・カウンセリングは 3 年間の系統的な計画と意図的な事前事後の指導のもとで実施される

ことが大切です。 
５．卒業後の進路の円滑な移行への支援 

進路情報の提供，体験入学への支援，三者面談等の活動を含む教員の適切な指導・援助のもと

に，保護者との連携を密にし，十分な配慮のもとに対応する必要があります。 

中学校におけるキャリア教育の目標 
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中学校１年生の国語の指導事例（指導計画と展開例） 

わかりやすく説明しよう 

 
１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 

中学校の様々な学習場面において行われるプレゼンテーシ 
  ョンを行うためには，書くことと話すことの両面を育成する 

必要があります。しかしその前段階として，説明しようとす 
る事柄について，情報の「収集・選択・整理・表現」といっ 
た情報編集力を育成する必要があります。本教材は，特にこ 
の情報編集力のうちの情報の収集・選択を焦点化しています。    情報の収集 
情報編集力を育成することは，キャリア教育の４能力領域のうちの【情報活用能力】つ

まり「進路や職業等に関する様々な情報を収集・探索するとともに，必要な情報を選択・

活用し，自己の進路や生き方を考えていく能力」を育成することにもつながっていきま

す。その意味で中学校１年生のこの時期に「わかりやすく説明する」力を養うことが大

切です。 

 
（２）指導計画作成について 

全５時間の指導計画です。情報の収集方法として今回はマッピングを使いました。目

的に応じて情報の収集方法は異なることもふれていくとよいでしょう。また色別の付箋

を観点別に活用していくことも情報の収集・整理・分類に有効です。情報をうまく整理

できると生徒たちは意欲的に文章を書くことができます。 

 

２ 指導計画 

＜国語＞ 

学  習  内  容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

・身近な生活から伝えたい題材について考え

る。マッピングについて理解する。【１時間】 

・マッピングの方法について理解させる。 
◇情報収集・探索能力 

・伝えたい題材を一つ決め，書くために必要な

情報を見つけマッピングする。【１時間】 

・伝えたい題材を決め，情報を収集させる。 
◇情報収集・探索能力 

・伝える目的や相手に応じてマッピングの情報

を整理し，選択する。 
選択した情報を伝える順序を考える。  

【１時間／本時】 

・目的と相手を意識させ，必要な情報の順序を

考える。 
◇情報収集・探索能力 

・わかりやすく伝えるための工夫をして，文章

を書く。【１時間】 

・相手を意識させてわかりやすい文章になって

いるか考えながら書かせる。 
◇情報収集・探索能力 

・書いた文章を発表し，情報の選び方や考え方

について考える。【１時間】 

・グループごと互いに発表し，感想や意見を伝

えさせる。  ◇情報収集・探索能力 
◇コミュニケーション能力 

 
               

道徳の時間                 総合学習・特別活動の時間 

 
 
 
 
 

 
・1-(3)自らの判断で  

・1-(2)着実にやりぬく意思  

・2-(1)あいさつの大切さ 

総合学習 
・職場見学のための情報収集 
・職業講話 
特別活動 
・さまざまな職業を知ろう。 
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３  展開例（第３時／全５時間） 

（１）本時の目標 

   ・必要な情報を，目的や相手に応じて選ぶことができる。 

   ・選んだ情報を，相手がわかりやすい順序に構成することができる。 

（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

   ・マッピングした情報を取捨選択し，構成を考える。【情報収集・探索能力】 

（３）展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 
 
 
 
展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
終末 

１ 今日の目標を知る。  
・必要な情報を，目的や相手に応じ

て選び，伝える順序を考え構成す

る。 
２ 例題のマッピングから，目的や相

手に応じて必要な情報を選ぶ。  
【例題】《マッピングの情報例》   
ペンケース 赤色 大きさ－２０㎝く

らい 値段－８５０円 模様－犬の

絵   中身 －（鉛筆・消しゴム・赤ペ

ン・ボールペン） ハートのストラップ

なくした場所は体育館 
（相手）クラスの友だち  
（目的）なくしたペンケースを探し

てほしい。  
３ 例題で選んだ情報６個をカードに

書き，順序を並べ替える。 
 （例）ペンケース・赤色・犬の絵・中身・

（数種類）場所は体育館  
 
 
４ 自分が収集した情報を取捨選択

し，付箋に書き，順序を考える。  
                   

５ 相手にわかりやすく伝わるように

構成を考える。  
６ 話し合う  
 ・自分が書いた情報を並べ替えた付

箋の順序，構成の工夫について意

見を述べたり助言したりする。  
７ 授業をふりかえり，次時の授業に 

ついて知る。  

・情報を伝える相手，目的を

意識させる。  
 

・３５０字前後で説明するた

めに，情報は５・６個程度

であることを伝える。 

・例題の場合，聞く相手が理

解しやすくなる順序を考え

させる。 

・順序は入れ替え可能のもの

もあることに気付かせる。 

 

【マッピング（右頁）と情報を書い

た付箋（左頁）】 

・付箋を観点別に色分けさせ

るなどして伝える目的や相

手がどの程度の知識をもっ

ているかも考えて情報を選

ばせる。  
・材料をどのように収集，整

理したかについて考えるよ

う伝える。  
・大まかな情報を最初に，そ

のあとに細かな情報を述べ

るようにするとよいことを

伝える。  
・実際に文章に書くことを知

らせる。 

 
・マッピングを書

いた模造紙  
 
・目的や相手に応

じて情報を選ぶ

ことができる。  
【情報収集・探

索能力】  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・付箋に情報を整  
  理し順序を考え

ることができ

る。  
【情報収集・探

索能力】  
 

 
４ 他学年の学習とのつながり 

  本教材は小学校５・６年生の「考えたことなどから書くことを決め，目的や意図に応じ

て，書く事柄を収集し，全体を見通して事柄を整理する」に，また中学校２年生では「社

会生活の中から課題を決め，多様な方法で材料を集めながら自分の考えをまとめる」，そし

て３年生では「社会生活の中から課題を決め，取材を繰り返しながら自分の考えを深める

とともに，文章の形態を選択して適切な構成を工夫する」へとつながっていきます。        
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中学校２年生の総合的な学習の時間の指導事例（指導計画と展開例） 

働くことの大切さを体感しよう！  ～職場体験学習を通して～ 

 

１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 

ややもすると，子どもたちは「仕事は辛く，我慢しなければならないものだ」といった先

入観をもつ傾向にあります。この意識を変え前向きに職業にむき合わせるためには，実際に

職業を体験させたり，生き生きとやりがいをもって働いている大人から直接話を聞かせたり

することによって，「世の中にはこんな仕事がある」，「仕事にはこんなやりがいや面白さ

がある」などという新しい仕事に対する発見をさせる必要があります。職場体験学習によっ

て，子どもたちは学ぶことの意義を理解することにより，学習意欲が向上し，現実に立脚し

た確かな認識をはぐくむことができると考えます。 

（２）指導計画作成について 

指導計画の作成に当たっては，次の点に留意する必要があります。①活動が一過性の事業

にならないよう十分に配慮し，明確な目標のもと受入事業所や保護者との共通理解を図りま

す。②職場体験学習を体験および事前・事後の学習のみに終わらせるのではなく，学校教育

全体における位置付けを明確にすることや，他教科との連携を図ったプログラムを作成し実

施することが大切です。 

 

２ 指導計画 

＜総合的な学習の時間＞ 

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

事前学習【２時間】 

・職場体験学習の意義，概要の説明 

・職場体験場所の希望調査，依頼 

・体験学習の心構えを確認する。 

◇将来設計能力 

◇情報活用能力 

直前指導【１時間】 

・職場体験計画書の作成 

・職場体験先との事前打ち合わせ 

・体験を直前に控え，最終確認を行う。 

◇情報活用能力 

◇人間関係形成能力 

職場体験【夏休みの３日間の体験】 

（「３の（３）展開例」を参照） 

 

事後学習【４時間】 

・職場体験のまとめ，レポートの作成 

・お礼状（感想文）の作成・送付 

・職場体験学習発表会 

・体験のまとめと今後の取り組みの確認を行う。 

◇情報活用能力 

◇人間関係形成能力 

◇意思決定能力 

 

 

道  徳  の  時  間  

 

 

 

 

 

学  級  活  動 

1-(5) 自分の個性を見つめる 

2-(1) マナーについての学習 

4-(5) 働くことの尊さ 

 

 

学業と進路 

・学ぶことと働くことの意義の理解 

・進路適正の吟味と進路情報の活用 

・望ましい勤労観・職業観の形成 

・主体的な進路の選択と将来設計 

※ 保護者（家庭）や受入事業所との連携 

保護者（家庭）には「説明会への参加」「体験先の開拓」「体験中の支援」「体験報告会へ

の参加」などについて共通理解のもと，子どもたちの活動を支援していけるよう協力を依頼す

ることが必要です。受入事業所とは「ねらい」「体験内容や時間」「緊急時の対応」「傷害保

険」「お礼や報酬」などについて事前に打ち合わせておくことが大切だと思います。 
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３ 展開例（３日間の体験プログラム例） 

（１） 職場体験の目標 

・自分の興味・関心にあった職業を実際に体験することで，働くことの厳しさや喜びを実

感するとともに，職業の世界について理解を深め，自分なりの職業観や就業観を見出す。 

（２）３日間の取り組みではぐくむキャリア教育の能力 

・体験等を通して，勤労の意義や働く人々の様々な思いが分かる。        

・社会のしくみや職業に対する理解，他の人とのコミュニケーションの取り方や自己の

特性や資質の理解を深めさせる。 【情報活用能力】（職業理解能力） 

（３）展開 

 乗 馬 ク ラ ブ（例） 果 樹 農 家（例） 

１ 

日 

目 

・オリエンテーション 

 施設案内，体験内容，安全確認 

 あいさつや接客マナーの講習 

・簡単な接客補助 

・馬の飼育や飼育小屋の清掃 

・１日の反省（日誌への記入） 

・オリエンテーション 

 農場案内，体験内容，安全確認 

・収穫，運搬作業 

・選別，箱詰め作業補助 

・出荷作業 

・１日の反省（日誌への記入） 

２ 

日 

目 

・オリエンテーション 

 １日の体験プログラムの確認 

・乗馬体験の受付補助 

・商品の陳列やレジのアシスタント 

・飼育小屋・店舗の清掃 

・１日の反省（日誌への記入） 

・オリエンテーション           

 １日の体験プログラムの確認 

・収穫，運搬作業             

・選別，箱詰め作業       

・出荷作業                   

・１日の反省（日誌への記入） 

３ 

日 

目 

・オリエンテーション 

 １日の体験プログラムの確認 

『店舗との話し合いでプログラムを決定』 

・清掃 

・３日間の反省会（日誌への記入） 

・感想発表，事業所からのアドバイス 

・オリエンテーション 

 １日の体験プログラムの確認 

・収穫，運搬，選別作業 

・JA選果場での集荷作業 

・３日間の反省会（日誌への記入） 

・感想発表，事業所からのアドバイス 

 

 

 

 

 

 

 

水やり作業        餌の配合         調教訓練 

※職場体験の評価 

・体験を通し働くことの厳しさや喜びを実感することができた。 

・職業の世界について理解を深め，自分なりの職業観や勤労観を見出すことができた。 

 

４ 他学年の学習とのつながり 

  １年次においては自分の興味・関心に合致した職業について調べ，２年次には職業講話や職

場体験を実施し，働くことの大切さや尊さ，勤労観や職業観について実感する機会を設けます。

３年次では進路決定に向けての計画づくりや高等学校の体験入学等を通して将来の生活への心

構えを見いだすことができるよう，発達段階に応じた目標や取り組みを行うことが大切です。 
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（ ）中学校３年生の道徳の時間の指導事例 指導計画と展開例

～ＪＩＣＡの活動から学ぶ～夢を追い求める心

１ 学習内容と指導計画作成について
（１）学習内容について

夢や希望は，人間としてたくましく生きていくための原動力となります。そして，そ
れらを達成しようとする強い意志と着実な努力の積み重ねがあるからこそ，生き甲斐の
ある豊かな人生があるのだと思います。

多くの困難を乗り越え，自分の得意分野で活躍しているＪＩＣＡ隊員の体験談は，進
路選択が間近に迫った中学３年生の子どもたちにとって，多くの感動と刺激を受けるこ
とと思われます。そして，このような体験は，子どもたちにとって，将来の夢や就きた

， 。い職業に思いを馳せ 自分にふさわしい職業観を身に付けさせることにもなると考えます
また日本と他国とのつながりや異文化理解，さらに同年代の世界の子どもたちの生活

状況を知ることは，自分の身の回りの日常生活や学習環境を見つめ直すきっかけとなる
とともに，勤労観の育成にもつながる学習へ発展させていく契機ともなります。

（２）指導計画作成について
道徳の時間は 子どもたちの人生観をはぐくむ時間でもあります この指導計画では 生， 。 ，「

き方を学ぶ」ことを目的とし，子どもたちのキャリア発達に関連する題材を取り上げ，指導
計画を立てています。学年ごとの発達段階に応じた学習を通して，３年時の進路選択におい
て，主体的な選択ができるよう心の育成を図っていくことが必要です。

また 「人は人によりて人となる」といわれているとおり，仕事や職業を通して，人との，
コミュニケーションや社会に貢献することの大切さを理解させることが重要です。

子どもたちが自己と向き合い，振り返り，そして主体的に進路を決定することができる能
力を向上させるため，ゲストティーチャーを招いた授業を仕組むことは，将来設計能力の育
成にも効果的であると考えます。

２ 指導計画

＜道徳の時間＞

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇）

主 題 名：人間の強さと気高さ，生きる喜び ・内なる弱さや醜さと戦い，自己を奮い立た
内容項目：3-(3) せることで，自分を向上させようとする態

１時間 度を育てる。 ◇人間関係形成能力【 】

主 題 名：夢を追い求める心 ・目的や目標をもち，理想を求めて，力強く
内容項目：1-(4) 積極的に自己の人生を切り開こうとする実

１時間 践意欲を培う。 ◇将来設計能力【 】

主 題 名：目標に向かって突き進む強い意志 ・どんな困難にも屈せず，希望と勇気をもっ
内容項目：1-(2) て最後まで粘り強く，やり抜く態度を育成

１時間／本時 する。 ◇意思決定能力【 】

総合的な学習の時間 社会科の時間

・ＰＣを活用した調べ学習 ・世界の中の日本
・外部講師を招いての学習会 ・世界の国々の様子
・国際理解教育 ・ＮＰＯ関係の活動の様子や実態
・異文化理解の学習 ・貧困・格差問題
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３ 展開例（第２時／全３時間）
（１）本時の目標

・自己の生き方について考えるとともに，自らの意志と
責任において，主体的に人生を切り開いていこうとす
る態度を育てる。

・より高い目標を掲げ，夢と希望をもって着実にやり抜
こうとする向上心を養う。

（２）本時の目標ではぐくむキャリア教育の能力
・夢や希望をもって将来の生き方や生活を考え,社会の現

。実を踏まえながら,前向きに自己の将来を設計する
【将来設計能力】

ゲストティーチャーによる授業
（３）展開

学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料過程

導入 １ 講師の紹介 ・協力隊参加の動機，実践した過程 ・アイスブレーキング
・世界の挨拶 を説明する。
・クイズをする。 ・Hola・Jambo・ナマステなど
・ODA・JICAの説明 ・世界の人口についての質問 ・JICAパンフレット

。・なぜ国際協力が必要か考えさせる

展開 ２ 開発途上国と日本との ・事前授業で行った「幸せ度ウェビ ・事前に作成した「幸
関わりについて考える。 ング」を活用する。 せ度ウエビング」

・地球儀（班に１台）
・壁掛け世界地図

・自分にとっての「本当 ・物質的・精神的な幸せについて深
の幸せって何だろう？ く考えさせる。」
について考える。

・パラグアイの現状説明 ・衣食住や生活について知らせる。 ・日常の生活や学習と
・パラグアイの同年代の ・貧富の差や，いろいろな環境下で 将来の生き方との関

生活や学習環境につい 生きている同年代の問題をリアル 係を理解できたか。
【 】ての話を実態を聞く。 に提示していく。 将来設計能力

・教育を受けれない人たちはいった
いどうなるのだろうか，と問う。

・彼らは必死になって夢を追い続
け，たくましく生きていることを
伝える。

３ これらのことについて ・幸せには色々あるが，国や文化， ・班カード
話し合わせ，班ごとに発 衣食住等によって感じ方が違うこ
表させる。 とに気付かせる。

終末
４ あなたにとっての幸せ ・何が幸せで，何が不幸せなのかは ・将来の夢や希望を描

って何かを考えさせる。 人それぞれである。 き，自己の生き方を
考えるきっかけとな

・質疑応答 ・講師の先生に自由に質疑ができる っているか。
【 】雰囲気をつくる。 将来設計能力

・振り返りカードに記入 ・自分の人生は自分で切り開く強い ・キャリアポートフォ。
精神力と成し遂げようとする前向 リオ
きな姿勢を大切にしたい。

４ 他学年の学習とのつながり
１年時の職業調べ，２年時の職場体験，そして高等学校で実施されているインターシップ

との連携が考えられます。また，１年時の社会科との関連も考えられます。さらに，総合的な
学習の時間におけるＰＣを活用した情報活用能力の向上を目指す授業や国際理解教育などと関
連させる中で，人間関係形成能力の向上へと発展させることも考えられます。
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                                            中学校と高等学校の連携（指導計画と展開例） 
 

§  先 輩 に イ ン タ ビ ュ ー 
 
１ 学習内容と指導計画の作成について 
（１）学習内容について 

   中学生にとって，卒業後の進路を自ら選択することは大きな決断になります。その決断を

  適切に行うために，身近な先輩である高校生に，具体的な進路選択の経験をインタビューし，

  自分の進路選択の参考にします。インタビューの準備，実施，成果発表をグループで行うこ

  とにより，他者と協力しながら問題を解決すること，情報を収集し，まとめ，発表すること

  を経験します。高校生にとっては，中学生のインタビューを受けることを通じて，自分の進

  路選択を振り返り，今後の進路設計を再考することの契機になります。また，年少者に対し

  て，適切な態度で接することも必要になります。 

 
（２）指導計画の作成について 

   中学生は，インタビューを行うグループをつくることから始まり，質問項目の作成，イン

  タビューの実施，まとめ，発表までの役割分担を適切に行うことが大切です。先輩の所属校

  へは事前に協力を依頼し，インタビューが円滑に行われるようにします。生徒が収集した情

  報を適切に選択して，発表会を実施するまでが指導計画の内容です。高校生には，依頼を引

  き受けたら，予め回答を用意させます。また回答内容だけでなく，インタビュー時の態度や

  言葉づかいが，中学生の手本となるように十分配慮させます。相互に時間や場所の都合をつ

  けるため，余裕をもって準備をさせることも必要です。 
 
２ 指導計画 
 ＜中学校の特別活動＞ 

 学 習 内 容  指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

①作業グループと役割分担を決めインタビュー

の日時，場所の約束をする。 

 質問事項に答える。     【１時間】 

 

 ・先輩の校種が重複しないように調整する。 
 ◇人間関係形成能力 
 ◇将来設計能力 

②インタビューを実施する。 

               【１時間】 

     

 ・積極的に取り組むよう促す。 
 ◇人間関係形成能力 

③インタビューの内容をまとめて模造紙に記 
  入する。       【１時間／本時】  

 ・わかりやすく表現する工夫を促す。 
 ◇人間関係形成能力 ◇情報活用能力 

④グループごとに発表し相互に評価する。 

            【１時間／本時】 
 ・良い点を積極的に評価させる。 
 ・自分の進路目標を考える。 
 ◇人間関係形成能力 ◇将来設計能力 

 
 
 
 ＜高等学校の特別活動＞ 

 学 習 内 容   指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

① インタビューの約束を受け，予想される質問

に回答を用意する。 
 ・積極的にインタビューを受けるよう指示。 
 ◇人間関係形成能力 

②インタビューを受ける。  ・わかりやすく説明する工夫を促す。 
 ◇人間関係形成能力 

④発表会に参加し感想を述べる。  ・良い点を積極的に誉めさせる。 
 ◇人間関係形成能力 ◇将来設計能力 
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３ 展開例（中学校 第３・４時／全４時間） 

（１）本時の目標 

   ・先輩へのインタビューを行い，上級学校に関する情報を収集する。 
   ・共同作業を通じてコミュニケーション能力を育成する。 
   ・様々な上級学校の情報に基づき，よりよい進路選択をしようとする。 
（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

   ・適切に役割分担し協力しながら作業する。【人間関係形成能力】 
・上級学校の情報を収集，整理して理解しやすく表現する。【情報活用能力】 

・インタビューの内容を参考にして自己の進路目標を考える。【将来設計能力】 
（３）展開 

 過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

 導入 
 
 
 
 
 展開 
 
 
 
 
 
 
 
 終末 

１ 本時の作業内容の確認を 
  する。 
  ・インタビューした内容を 
   グループごとに確認する。 
 
２ インタビュー内容を整理

する。 
  ・模造紙に記入する。 
 
 
 
 
 
 ３ 次回行う発表の内容を確 
  認する。 

 ・作業分担を適切に行わせ 
  る。 
 
 
 
 ・情報の取捨選択をさせる。 
 ・伝える相手のことを考え， 
  文章，表，イラスト，写 
  真など様々な工夫を試み 
  させる。 
 ・時間配分に注意させる。 
 
 
 ・発表会の役割分担するよ 
  うに促す。 

 ・適切な役割分担がで 
  きる。 
  【人間関係形成能力】 
 
 
 ・グループの活動に積 
  極的に関わることが 
  できる。 
  【人間関係形成能力】 
 ・様々な表現の工夫を 
  することができる。 
  【情報活用能力】 

 導入 
 
 
 
 展開 
 
 
 
 
 
 
 
 終末 

 １ 発表の順序を決める。 
 
 
 
 ２ 自グループの発表を行

う。 
 
  ・他グループの発表を聞き 
   評価する。 
 
 
 
 ３ 相互評価の内容を聞く。 
  ・インタビューの感想をま 
   とめる。 

 ・発表順を決めさせる。 
 ・相互評価の方法を説明す 
  る。 
 
 ・発表のマナーを守らせる。 
 
 
 ・良い点を積極的に評価す 
  るように促す。 
 
 
 
 ・発表内容の講評をする。 
 ・今後の自己の進路選択の 
  参考とするように促す。 

 
 
 
 
 ・自分の役割を果たす 
  ことができる。 
  【人間関係形成能力】 
 ・自分の進路選択の参 
  考とすることができ 
  る。 
  【将来設計能力】 
 
 ・自分の進路目標を考 
  えることができる。 
   【将来設計能力】 

 
 
 



 36 

§  高等学校におけるキャリア教育 

  
高等学校は客観的に自分自身を受け入れながら自らの価値を明確にし，進路を決定していかな

ければならないという段階にあります。高校段階におけるキャリア教育の実践に当たっては，ま

ず高校生活への適応を十分に援助し，学ぶことの楽しさを味わうことができるようにするととも

に，インターンシップや奉仕体験などの種々の体験的な学習を通して働くことへの関心を高め，

主体的な進路選択が出来るよう，援助していくことが目標です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全教育課程での取組＝教科，総合的な学習の時間，特別活動 
※ガイダンス機能の充実，ポートフォリオの活用 

夢をはぐくみ，自立して生きていく力を培う 

～夢の実現～ 

学年指導目標と主な学習内容  

３年生・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 
２年生・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 

１年生・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 

 
 

 

 

 

体制の充実 

・学校全体の共通理解と職員研修 

・キャリア教育推進委員会等の校

内組織整備 

・キャリア教育を生かした教育課

程の編成 

・家庭，地域社会との連携と開か

れた学校づくり 

 
 

キャリア教育の基盤 

中学校との連携 

  

 
 

大学・専門学校 

との連携 

 
 

保護者との連携 

家庭 PTA 

 
 

地域との連携 
 

・人間関係形成能力 ・情報活用能力 ・将来設計能力 ・意思決定能力 



 37 

  
高等学校の段階は，社会的自立の具体化が迫られ，今まで以上に生徒が不安感や焦燥感を持ち

やすい時期でもあります。キャリアガイダンスやカウンセリングにより，生徒一人一人に対する

きめ細かな指導・援助を行うとともに，校内にキャリア教育を推進するための体制をつくり，す

べての教員の共通理解の下，学校の教育活動全体を通じてキャリア教育を進めていくことが重要

です。地域の状況，生徒の実態を踏まえ，育てるべき生徒像を明確にした全体計画を立案し，キ

ャリア教育を実践していくことが望まれます。 
また，高等学校におけるキャリア教育においては，体験的な学習を一層重視していく必要があ

ります。高校卒業後の進路は，中学校の時の進路選択に比べ，選択肢が多様となり，しかもその

選択のプロセスは，その後の生き方に大きく関わっていく経験となります。様々な体験学習によ

り自己の適性や能力について，正しく理解し，受け入れ，さらに伸ばそうとする気持ちを育てな

がら主体的に進路選択ができる力を育てていくことが大切です。そして，そのためには地域や関

係機関とも，互いに連携

をとりながら，キャリア

教育を推進していく必要

があります。 
山梨には，身近な教材

として作成された「山梨

に生きる」があります。

これを有効に活用するこ

とにより，ふるさとや地

域への関心も深める中で，

自己の生き方や社会的な

役割について考えさせる

ことができます。 
 
次の１～４は，高等学校におけるキャリア教育推進のための留意事項です。

高等学校におけるキャリア教育を進めるための留意事項 
 
１． 中学校との接続に対する配慮 

高校の場合，複数の中学校から生徒が入学してくるため，小学校，中学校でどのようなキャリア教育

が展開されているかを理解し，生徒の実態を掌握し，発達的な視点に立って教材を工夫することが大切

です。 
２．高度専門職業人への対応 

将来，スペシャリストとして活躍するための基本的な能力や態度の育成もキャリア教育に期待されて

います。優れた技術にふれ，体験の機会を得る中で自己の個性や特徴をとらえ，さらに伸長させようと

する意識をもたせながら，基礎的・基本的な知識・技術を養うことが大切です。 
３．上級学校への接続に対する配慮 

「学ぶ」楽しさや意義を理解し，「もっと学びたい」という意欲を培うこともキャリア教育に期待さ

れる一面です。高等学校でのキャリア教育が，進学先でどのように継続的に展開されているかについて

の関心をもたせる配慮も必要です。 
４．キャリア・カウンセリングの実施 

高校１年生，また，各学年の最初の時期には，新生活への不安を抱える生徒や生き方や在り方に悩む

生徒もいます。多くの進路情報を活用したキャリア・カウンセリングの視点から，生徒を支援していく

ことが大切です。 

高等学校におけるキャリア教育の目標 
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               普通科１年生の総合的学習の時間の指導事例（指導計画と展開例）     

未来を見つめる 「学問・職業別の進路を考える」 
               
１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 

将来の進路について多面的，多角的に情報を集め，その実現のために必要な準備をどのよ 
うに行っていくべきかを検討していきます。各学問分野において何を学び，将来それをどの 
ように生かすのか，具体的に将来どんな職業につくことができ，取得できる資格は何かにつ 
いても研究します。                    

 
（２）指導計画作成について 

この授業を通して，情報活用能力，将来設計能力などをはぐくむことを念頭において，指

導計画を考えていきます。高等学校においては「選択基準としての勤労観，職業観の確立」

が目標とされており，より実際的に職業につくことを意識して，学ぶべき学問を選択してい

けるように指導計画を作成します。 
 

２ 指導計画 

                                                                                                     

＜総合的な学習の時間＞ 

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

・職業について，その内容や必要な資格等につ

いて研究し，自分の適する分野を考える。複

数の職業分野について研究し，進路の方向性

をある程度絞るようにする。  【1時間】 

 

・興味，関心，適性をふまえていくつかの職

業分野を考えさせる。 
・情報機器の的確な操作の指導を行う。 
◇情報活用能力  
◇将来設計能力  

・職業に関連して学問別の進路について研究

し，自分の進路に必要な学問分野を考える。 

 具体的にどのような内容を学んでいくのか

についても研究する。  【1時間／本時】 

・職業と関連させ，興味，適性等も考慮して

具体的な学問分野を考えさせる。 
・情報を収集し，それを研究に有効に生かし

ていくための指導も行う。 
◇情報活用能力  
◇将来設計能力 

・大学シラバス研究。大学の講義内容と年間の 

スケジュールを調べ，進路実現のために適切

なものであるのかどうかを研究し，学ぶべき

適切な学問分野を選択していくようにする。                    

【1時間】 

・学問分野を考えたあと，複数の大学の講義

内容と年間スケジュールを研究させ，大学

間の講義内容の違いにも目を向けさせる。 
◇情報活用能力  
◇将来設計能力 

 

                     

                               
 

                 

 

 

 

 

   現代社会の時間  
 

    情報の時間 

自己実現と職業生活，社会参

加についても学び，自己形成の

課題を考察する。 

 情報通信ネットワークの活

用方法を習得させるととも

に，情報受信時に注意すべき

事項を理解させる。  
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３ 展開例（第２時／全３時間） 

（１）本時の目標 

   ・自己の在り方生き方を考え，職業に関連した学問別の進路について研究し，自分の進路 
に必要な分野を探求する。 

（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・学問別の進路について必要な情報を収集，分析，活用していくことができる。【情報活用能力】    
・本人の興味，関心と能力，適性をふまえつつ進路を考えることができる。 【将来設計能力】 

（３）展開 

過程 学習内容と活動 学 習 支 援 はぐくむ能力・ 資 料 

導入 
 
 
 
展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
終末 

１ 将来の職業として考えて

いる分野にかかわる学問分

野を検討する。 
 
２ 各学問分野ごとにグルー

プとなり，どのような事を

学べるのかを研究し，グル

ープ内で検討する。 
 
 
 
 
 
 
３ 実際に専攻する学問分野

について各自の興味・関心

や適性があるのかどうかを

考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 選択しようとする進路，

職業の社会における役割，

自分の満足度を考える。 
 

・職業に関する研究のために

インターネット等を利用で

きるようにしておく。 
 
・各自が考えている学問内容

が職業に実際に結び付くも

のなのかを考えさせる。 
・希望する職業に結び付く学

問分野が他にもないのかを

研究させる。 
・希望する職業に最も適当な

学問分野，学科は何なのか

を選び出すようにする。 
       
・専攻していく上で苦手とす

る教科等を学ぶことが必要

になってくる場合に，不得

意であってもそれを学んで

いこうとする意志があるの

かないのかを考えさせる。 
・同時に苦手分野に取り組ん

でも将来就きたい職業なの

かどうか，その職業が本人

にとって幸いな道であるの

かどうかも再考させる。 
 
・自分が積極的に取り組む姿

勢になれる進路であるの

か，その選択による周囲へ

の影響も考える。 

・必要な分野を的確に調べ

ることができている。  
 
 
・情報を適切に分析し，判

断材料として利用してい

る。  【情報活用能力】 
 
 
 
 
 
 
 
・進路希望の実現を目指し

て，課題を設定しその解

決に取り組める。 
【将来設計能力】 

 
 
 
 
 
 
 
 
・選択の基準となる自分な

りの価値観，勤労観をも

っている。 
【将来設計能力】 

 

４ 他学年の学習とのつながり 

  ２年生での「大学模擬講義」の受講に際して，具体的に進路として考えている分野の講義を 
選択することができる。また，「進路経済講座」においても，専攻しようとする分野が明確であ 
れば，将来設計をより現実的なものにすることができる。 
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工業科の２年建築実習の指導事例（指導計画と展開例） 

ものづくりから資格取得へ 

 

１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 

この実習は実物大での柱や梁の接合部（仕口）や柱と柱の接合部（継手）を実際に部

材を加工し組み立てます。加工するには切断する場所や，切欠きする場所を図面より読

み取り，線を引き（墨付け），その線に沿って加工します。 
資格「建築大工３級」には，実物大での屋根の骨組み（小屋組）の製作が実技試験で

ありますので，この実習が役に立つと思います。 
 

（２）指導計画作成について 

企業は専門性が高く，コミュニケーション能力があり，資格を備えた人材を期待して

います。実際の建物は仕上げ工事により，外見からは床の下，壁の中，天井の中など，

どのように部材が組まれているか分かりません。そこで，資格「建築大工３級」の取得

を目標に，企業が求める人材の観点から，１年次には在来軸組構法の軸組模型を製作し，

建物の軸組について理解させ，２年次には実物大での仕口・継手の加工実習をすること

で，ものづくりへの関心を深め，資格「建築大工３級」に挑戦させます。３年次には自

分で課題を決め自由製作をし，その製作工程を，コミュニケーション能力を高める目的

も含めて，発表会を開き後輩の前で発表させます。この実習から習得した技術・技能を

活かし，高校生ものづくりコンテスト「木材加工部門」への参加や，習得した技術・技

能を実社会で実際に活用できるよう指導計画を作成します。 
 

２ 指導計画 

【１年次】 

関連教科等 学習内容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

工業技術基礎【18 時間】 

 

建築製図  【３時間】 

建築構造  【１時間】 

教科外活動 【８時間】 

･ 床組，軸組，小屋組の理解 

･ 軸組模型製作 

･ 図面の見方 

･ 専門用語の理解 

･ 資格「建築大工３級」に向け大工

棟梁よる実技演習                      

・興味，関心をもたせ，専門用語

を覚えさせる。怪我をさせない

ように注意する。 

◇情報活用能力 

 
【２年次】 

関連教科等 学習内容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

建築実習 

【18 時間／本時】 

教科外活動 【８時間】 

 

 

･ 道具の正しい使い方，実物大での

仕口・継手の加工実習 

･ 資格「建築大工３級」にむけ大工

棟梁より実技演習 

･ 高校生ものづくりコンテスト「木

材加工部門」参加 

･ 資格「建築大工３級」受検 

・自分で考え自分で解決する力を

付けさせる。怪我をさせないよ

うに注意する。 

◇情報活用能力 

◇意思決定能力 
 
◇将来設計能力 

 
【３年次】 

関連教科等 学習内容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

課題研究  【42 時間】 

 

教科外活動 【３時間】 

･ 造形（自由課題） 
 
･ 課題研究校内発表会 

・各自の力を引き出す課題の選択   
◇人間関係形成能力 
◇情報活用能力 
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３ 展開例（第１～３時と第４～６時／１８時間） 

（１） 本時の目標 

・実物大による柱と梁の接合部（仕口）の図面から，部材に切断する場所，切欠きする場

所を読み取り，線を引く（墨付け），その部分を加工し，組み立て，完成させる。 
（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・時間内に完成させるためには，道具の準備から作業手順の検討，完成品の精度に至るま

で，総合的な計画性が必要になります。計画的に仕事を進め，実際の建物の一部を完成

することで，職業を理解し，試行的な体験ができます。 【情報活用能力】 
（３）展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 
 
 
展開 

 
 
 
 

 
終末 

 
 

 

１ 実習服の正しい着用 
 
 
２ 柱と梁の接合部（仕口）

の図面を見て，作業工程を

計画する。 
３ 必要な道具の準備 
４ 図面をもとに材料に切断

線を引く（墨付け）。 
５ 実習ノートへの記録 
・道具の保守・管理 

 ・作業工程の再考 
 ・片付け，清掃 

・事故防止のため，しっかり実

習服を着用しているか確認さ

せる。 
・巡回し無駄な動きがない作業

工程になっているか確認をす

る。 
・巡回し道具の確認をする。 
・切断線に間違いがないか巡回

指導をする。 
 
 
 
 

・実習服が整っている。 
 
 
・作業工程の計画が立て

られる。 
 

・道具が整っている。 
・切断線がしっかり引か

れている。 
・実習ノートがしっかり

書かれている。 
・片付け，清掃がしっか

り出来る。 

導入 
 

 
展開 

 
 
 

 
終末 

１ 実習服の正しい着用 
 
 
２ 必要な道具の準備 
３ 柱と梁の接合部（仕口）

の加工 
４ 組み立て 
 
５ 実習ノートへの記録 
 ・道具の保守・管理 
 ・作業工程の再考 
 ・片付け，清掃 

・事故防止のため，しっかり実

習服を着用しているか確認さ

せる。 
・巡回し道具の確認をする。 
・切断線に沿ってしっかり加工

しているか巡回指導をする。 
・巡回し怪我をしないように注

意をする。 
・高校生ものづくりコンテスト

「木材加工部門」への涵養 
・資格「建築大工３級」への涵

養 

・実習服が整っている。 
 

 
・道具が整っている。 
・正確に加工ができる。 
 

・組み立てが出来る。 
 

・実習ノートがしっかり

書かれている。 
・道具の保守・管理がし

っかり出来る。 
・片付け，清掃がしっか

り出来る。 
 

４ 他学年の学習とのつながり 

   高校生ものづくりコンテストへの参加や資格取得に向けての取組は自分自身の将来について

意識を高め，自分はどのような能力や適性があるのかを考えさせるのに，たいへん良い機会だ

と思います。 
工業科では，専門科目は各学年で履修するもの全てがコンテストや資格取得に関係しますの

で，コンテストでの入賞や各種資格取得に向け，学科試験や実技試験の対策としては１学年か

ら３学年までの専門科目の座学はもちろんのこと，ものづくりの基礎となる実習は絶対に欠か

すことはできません。そういう意味からも専門科目においては他学年の各学習がそれぞれ深い

関連性をもっています。 
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      農業科３年生の学校設定科目（デュアルシステム）の指導事例（指導計画と展開例） 

  
 
１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 

 この体験学習では，長期の現場体験を通して生徒自らが思考判断し，自ら問題を把握

し解決する能力を培うことや「学んだ専門知識が生かせる進路実現」「地域産業の担い手

育成」を基調とした勤労観，職業観を育成することを目的としています。 
     この体験学習を通して，仕事を円滑に遂行するために必要な【人間関係形成能力】，自

己の置かれた現状や問題を正しく判断し，仕事に反映する【情報活用能力】，スペシャリ

ストや自立を目指すための【将来設計能力】，仕事に対する責任と自覚を明確にするため

の【意思決定能力】についてのキャリア教育の４能力領域を横断的，総合的にはぐくん

でいきます。 
 

（２）指導計画の作成について 

地域産業や企業との協力体制を確立します。具体的には，ハローワークや山梨県中小 

企業団体中央会，建設業協会等の仲介による実習先企業の開拓を行います。現場実習と

いう性質上，まったく危険を伴わないものはありません。したがってこの学習の目的を

達成するための安全教育への十分な配慮は絶対に不可欠となります。企業担当者との作

業日程の確認を行う過程で，必要に応じて事前指導で「危険」についての認識を十分に

もたせる必要があります。 
 また学校側の適切な巡回指導は生徒の指導のみならず，企業担当者との信頼関係を深 
める機会ともなるので有効に活用したいものです。その反面，企業側での業務上の支障 
とならないような配慮も必要となります。 
 

２ 指導計画 

＜学校設定科目（デュアルシステム）６単位（３年次履修）＞ 

学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

１  企業実習事前指導（４日間） 
・デュアル説明，実習先事業所の選定指導 
・保険，各種手続き指導 
・危険回避のための安全指導 

・生徒の興味関心に基づいた研修先の選定，

危険回避のための安全教育の徹底 
◇情報活用能力，将来設計能力，意思決定能

力を総合的にはぐくむ 
２ 企業実習 

・５月から７月，８月下旬から 12 月（計

18 日間）【本時】 

・職員巡回指導（成果の確認と安全指導） 
◇人間関係形成能力，情報活用能力，将来設

計能力，意思決定能力を総合的にはぐくむ 
３ 企業実習事後指導（２日間） 

・レポート整理，礼状，感想文作成指導 
・各学科デュアル報告会 

・報告会に向けた資料の作成と発表の指導 
◇人間関係形成能力，情報活用能力を総合的

にはぐくむ 
 
              

２ 年 生      １ 年 生 

・インターンシップ（１単位） 
・総合実習等専門科目・ＨＲ 
・各種資格取得指導 
・現場・職場見学会 

・総合的な学習の時間（山梨に生きる等） 
・総合実習等専門科目・ＨＲ 
・現場・職場見学会 

デュアルシステム（長期インターンシップ） 
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３ 展開（企業実習の１日） 

（１）本日の目標（１校時から６校時） 

   ・現場実習を通して既習の専門知識の活用を試みることで，自ら問題を把握し解決す

る能力を培う。 
・所属集団の中での好ましい人間関係の在り方を学ぶ。 

（２）本日の授業ではぐくむキャリア教育の能力 

・チームワークを培う。 【人間関係形成能力】 

・現場でのプロの指導で得た知識を活用できる。 【情報活用能力】 
・専門技術習得における自己の生き方を考える。 【将来設計能力】 
・実習上で起こる問題点を適切に解決できる。 【意思決定能力】 

（３）展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 
展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
終末 

１ 実習内容打合せ，企業指導者の指導 
２ 現場実習（林道整備実習） 

森林科学科研修風景 
８寸釘を間伐材に打ち込み、林道の谷側へ

の土砂流失防止と林道の安定のために施工す

る。この箇所は地盤がゆるいため蛇篭に山石

や砕石を入れ覆土してから重機やトラックで

転圧し林道を安定させる。           
３ 巡回指導 
４ 日誌の作成，明日の研修内容の確認 

 

・内容，手順確認

業務安全上の注

意 
・巡回指導 

実習観察，安全

確保，服装態度 
・企業側担当との

情報交換 
・本日のまとめと

次回の実習内容

指導 
 

・関係者からの報

告 
【情報活用能力】 
・生徒の報告書

（日誌等） 
【将来設計能力】 
【意思決定能力】 
・巡視時の生徒の

活動状況判断 
【人間関係形成

能力】 
【情報活用能力】 
【意思決定能力】 

 
４ 他学年の学習とのつながり 

  専門高校における進路指導において，キャリア教育は重要な役割を担っています。これ

を効果あるものにしていくには，各学年で行われるキャリア教育の学習内容が系統的・有

機的に関連をもって行われることが肝要です。 

１年生では，キャリア教育の学年指導重点「職業人としてのマナーの確立と実習・現場

見学を通して勤労の意義を考える。」に基づき，ＨＲ，専門科目や総合的な学習の時間を活

用して，マナー講座，安全教育，社会人による各種講話，現場見学において，基本的な生

活習慣の確立や勤労意欲の高揚を図ります。２年生では，指導重点「短期企業実習を通し

て自己の目標，将来設計を立てる。」に基づき，ＨＲ，専門科目や総合的な学習の時間を活

用して，１年次の内容を発展させる中で，インターンシップを実施し，将来の方向性を考

えます。さらに各種資格取得により個々のキャリアを高めていきます。デュアルシステム

は，これらをベースとして実施されることが必要です。 
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商業科３年生の「課題研究」での指導事例（指導計画と展開例）

「課題研究」における現場実習

１ 学習内容と指導計画の作成について

（１）学習内容について

「課題研究」を構成する４項目のうちから 「(3)産業現場等における実習」として実施，

します。これまでの学習で得た知識と技術を，企業における実際の活動を通すことにより，

実践的な知識や技術とするための機会となります。そのため，各学科の目的や学習内容等が

できるだけ活かせるような職種での実習であれば，一層の効果が期待されます。

※「課題研究」の４項目 … (1) 調査，研究，実験 (2) 作品制作

(3) 産業現場等における実習 (4) 職業資格の取得

（２）指導計画の作成について

「課題研究」は専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決能力や自発

的，創造的な学習態度の育成が目標となりますから，１・２年生での学習内容が総合的に応

用できるような指導計画が必要となります。

実習先については，地域の産業の実態を考慮して，できるだけ幅広く設定するとともに，

地域や産業界などと連携を図ることが必要で，事前・事後の指導の充実等の工夫も重要とな

。 ， ， ， ，ります 特に 安全教育に関しては 実習中のみならず 移動中の事故等にも充分留意させ

できれば傷害保険等に加入させることが望ましいと考えられます。また，現場実習の成果に

ついては，分かりやすい報告書を作成させるとともに，成果を発表する機会を設けることも

必要です。

教員による巡回指導については，生徒への指導・観察はもちろんですが，各実習先の担当

者との意見交換や相互の信頼構築という観点からも貴重な機会となります。

２ 指導計画

＜「課題研究」２単位（３年次履修）＞

（ ） （ ）学 習 内 容 指導上の留意点 ・ と４能力領域 ◇

１ 現場実習ガイダンス（４月～７月） ・生徒の興味・関心に基づき，実習先事業

・現場実習の心構え 所を決定する。

・実習先事業所や職種についての事前学習 ・事前学習を徹底する。

・自己紹介書の作成 ◇情報活用能力 ◇将来設計能力

２ 現場実習（９月～１１月） 【本時】 ・巡回指導を充実させる。

・各事業所での実習（週１日，計１０日間） ◇人間関係形成能力 ◇意思決定能力

３ 現場実習事後指導（１２月～３月） ・事後指導を徹底する。

・お礼状の作成・発送 ・的確な報告書の作成とわかりやすい発表

・報告書の作成 の方法について指導する。

・現場実習体験発表会の開催 ◇人間関係形成能力 ◇情報活用能力

商業科の各科目 インターンシップ

・ビジネスに関する知識・技能の習得 ・短期間の就業体験

・諸活動に関する実践的な能力の育成 ・ビジネスマナーの習得

・職業人としての倫理観の醸成 等 ・コミュニケーション能力の育成
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３－１ 展開例１（実習先や職種について調べる （５・６校時））

（１）本日の目標

・実習先の業務内容や職種について調査し，実習に必要なデータとしてまとめることができる。

（２）本日の授業ではぐくむキャリア教育の能力

【 】・書籍やインターネットを利用して 必要な情報を収集することができる， 情報活用能力

（３）展開

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料

導入 １ 本時の学習内容を聞く。 ・利用可能な施設・教室を準

備し，利用について説明す

る。

展開 ２ 実習先や職種について調 ・個別指導により，内容を深 ・図書室やインターネ

べる。 めさせる。 ットが適切に利用で

・図書室を利用する。 きる。

・インターネットを利用す

る。

終末 ３ 調べた内容をまとめる。 ・適切なまとめができ

たか。

３－２ 展開例２（スーパーマーケットでの実習 （５・６校時））

（１）本日の目標

・商品に関する知識を深め，販売状況に応じた的確な活動ができる。

・顧客に対し適切に応対することができる。

， ， 。・トラブルが発生した場合は 指導者に報告するとともに 問題解決にあたることができる

（２）本日の授業ではぐくむキャリア教育の能力

， 。 】・自らの責任と判断に基づいて作業し 実習上の諸問題に適切に対応できる 【意思決定能力

【 】・顧客との円滑なコミュニケーションを図ることができる。 人間関係形成能力

， 。・販売活動のもつ社会的役割を理解し 自己の果たすべき役割の認識を深めることができる

【将来設計能力】

（３）展開

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料

導入 １ 実習内容の打合せ。 ・本日の担当部署と商品に関 ・本日の業務内容が理

企業指導者からの指導 する情報を説明する。 解できる。

２ 制服を着用 ・サービス業にふさわ

身だしなみを整える。 しい服装・身だしな

みができる。

展開 ３ 現場実習（品だし） ・販売状況を見なが

ら，的確に商品補充

４ 巡回指導 ・実習状況の観察 ができる。

・企業担当者との情報交換 ・顧客からの質問等に

終末 ５ 日誌の記入 適切に対応すること

企業指導者の指導 ができる。

４ 他学年の学習とのつながり

現場実習は，企業現場等での実際の活動であるため，１・２年生での学習内容の中に，ケー

ススタディやディベート等の体験的活動を取り入れることにより，より実践的な経験を積むこ

とが望まれます。さらに，現場実習に参加する生徒は，できるだけ１・２年生でインターンシ

ップを体験しておくと，導入がスムーズになると考えられます。
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総合学科１年生の学校設定科目（トライ＆フィット）の指導事例（指導計画と展開例） 
 

トライ＆フィット（系列選択を通して自己を見つめる）  
 
１ 学習内容と指導計画の作成について 

（１）学習内容について 
   各系列に関わる体験学習を通して，福祉・商業・工業について理解するだけでなく，自己の

適性を知り将来の生き方や進路について考えさせます。また，２年次からの系列選択や科目選

択を主体的・意欲的に行うための知識や能力を身に付け，総合学科高校の特色を十二分に生か

した，充実した高校生活を過ごすことのできる生徒を育成することを目標としています。 
 

（２）指導計画の作成について 

   科目「トライ＆フィット」とは，独自の学校設定科目であり，この名称は，英語の「ＴＲＹ

＝やってみる・ためしてみる」と「ＦＩＴ＝ぴったりあう・ふさわしい」を合わせたものです。

１年次にすべての生徒が，すべての系列の実習の一部を体験してみることによって，自分にふ

さわしい系列を実習の面から探っていきます。また，各系列のオリエンテーション，ガイダン

ス，体験を通して自分の興味，関心，適性を知るきっかけとします。 
 
２ 指導計画 

＜７系列のうち，福祉健康系列を例として＞  
 

学 習 内 容  指導上の留意点（・）と４能力領域（◇）  

福祉健康系列で勉強する内容・関係職種についての説明 
①コミュニケーショントレーニング          【２時間】 

・非言語的コミュニケーションについて 
 理解させる。   ◇将来設計能力 

②快適な睡眠の条件 
                                                【２時間】 

・正しいベットメーキング等の在り方を 
 学ばせる。    ◇情報活用能力 

③高齢者・障害者疑似体験 
                                          【２時間／本時】 

・ハンディキャップを施設と心の両面か 
 ら考えさせる。  ◇人間関係形成能力 

④点字に親しもう 
                                               【２時間】 

・視覚障害について理解させる。 
          ◇情報活用能力 

 
                                             

                                             

  
 
                              産業社会と人間（総合学科必修科目） 

              

・オリエンテーション  ・自己を知る 

                     ・職業・系列を知る      ・勤労観・職業観を育てる 
                       ・社会の中で生きること  ・ライフプラン作成 
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３ 展開例（第３・４時／全８時間）                        

（１）本時の目標 

      ・高齢者や障害者に考えられるハンディキャップを体験する。 
      ・どのようにすればそのハンディキャップを乗り越えられるのか，施設・設備と心の両面 

    からバリアフリー化を考える。 
（２）本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 
   ・様々な状況，立場におかれている人々とのコミュニケーションを図る。        

                                 【人間関係形成能力】 

（３）展開 
 

 過程  学習内容と活動  学習支援  はぐくむ能力・資料  

 導入 
 
 
 
 
 展開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 終末 

 １ 高齢者の身体機能の変化につ 
  いて考える。 
 
 
 
 ２ 疑似体験 
   ・高齢者疑似体験セットを使用 
   して実際に体験する。 
        ゴーグル 荷重チョッキ 
        ヘッドフォン 
        サポーター   おもり等 
 
 ３ 体験のまとめ 
   ・それぞれの体験，観察の結果 
   をプリントにまとめる。 
 
 ４ 発表 
   ・体験したこと，感じたことを 
   皆の前で発表する。 
 
 ５ まとめ 
   ・ハンディキャップを乗り越え 
   るためには，施設設備ととも 
   に心のバリアフリー化が大切 
   であることを学ぶ。 
   ・授業全体の感想を記入。 

 ・加齢による変化（身体面・心理面 
  ・行動面）の原因について説明し， 
  高齢者のハンディキャップに関心 
  をもたせる。 
 
 ・２人１組で，体験と観察（補助, 

  介添え）の両方をさせる。その 
  際，それぞれの体験に事前に課 
  題を指示しておく。 
 
 
 
 ・体験してわかったこと，観察して 
  わかったことをしっかりと分けて 
  記述させる。 
 
 ・体験ごとに，何人かの生徒に発表 
  させる。 
 
 
 ・生徒の発表をもとに，施設面での 
  問題点はなかったかを問い，また， 
  日ごろの生活を振り返る中で高齢 
  者，障害者に対しての接し方を考 
  えさせる。 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  それぞれの立場 
  における違いを 
  しっかりと把握 
  できる。 
  発表態度・聞く 
  態度 
 
 
  高齢者，障害者 
  の苦労の一端を 
  理解し，社会の 
  課題を考えるこ 
  とができる。 
  【人間関係形成 
  能力】 

 

４ 他学年の学習とのつながり 

  この半年間の体験を通して１年次の後半から専門科目の学習がはじまり，さらに２年次からは

より多くの専門教科の学習となります。将来を見据えた系列選択がなされたか否かが，専門教科

を学ぶ上でのモチベーションとなり，卒業後の進路決定にも影響が及んできます。 
   また，多くの資格・検定試験等に挑戦できる環境も準備されており，授業内容の定着について，

これらにトライすることで確認することができます。 
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              高校と他機関との連携事例（指導計画と展開例） 

§ 他機関との連携について  ～校外調査活動について～ 
 
１ 学習内容と指導計画のについて 
（１）学習内容全体について 
   高校において他機関との連携というと，①地域や上級学校に所属する外部講師による進路 
  ガイダンス・講演会・模擬授業・学習会，②学園祭・学校説明会など学校開放的活動，③PTA

の協力による交通安全指導など，④修学旅行など異文化との交流，⑤インターンシップ・企

業体験・ボランティア活動などがあり，⑥各種検定活動なども他機関との連携と考えられま

す。この単元の全体としてのねらいは「様々な学校外機関と連携して行う学習活動を，生徒

一人一人にキャリア育成という視点で意識させる機会する」ことにあります。ここでは，そ

の一事例として総合的な学習の時間における校外調査活動を取り上げました。これは生徒が

研究したテーマについて，現地で検証をするために企業や大学，研究施設などの学校外の機

関に出向いて行う学習活動のことです。 
 
（２）指導計画の作成について 

   ①活動計画の立案や情報収集などの事前学習の大切さを認識させること，②その機関の社

会的な意義やそこに生きる人々の人生観，職業観などを理解しようとする態度を身に付けさ

せること，③その機関に関わる人々と接するときに必要なマナーについて考え，実践させる

こと，④自己のライフプランと関連させて，学習活動全体をとらえ直すことなどを教えてい

きます。キャリア発達にかかわる能力について横断的に育てていきますが，特に学校外の機

関で生きる人々の人生観・職業観・価値観などにふれ，自己の将来設計能力を高めることが

最も重要です。 
 
２ 指導計画 

＜総合的な学習の時間＞ 

月 学 習 内 容 指導上の留意点（・）と４能力領域（◇） 

４月 学年共通学習 ・学年テーマと１年間の流れの理解 
５～７月 分野分け・個別課題設定・グルー

プつくり・共通課題設定 
・相互コミュニケーションの重要性 
・適切な課題を設定 
◇人間関係形成能力 ◇意思決定能力 

夏休み 個別課題研究・１次レポート作成 ◇情報活用能力 
８～９月 １次レポート発表 ・研究内容を理解し，学習を共有化 
10 月 グループごと校外活動調査の準備 

① １次レポートの検証，②調査 

場所の選定，③調査場所への依頼

の電話，④調査場所の決定，⑤計

画書の作成，⑥調査項目・質問事

項の検討  

・生徒が主体的な活動を行えるようグループご

とに充分な話し合いをもつ。 
・外部との連絡ではマナーに注意 
◇人間関係形成能力 ◇情報活用能力   
◇意思決定能力 

11 ～ 12
月 
     
 
 

・校外調査活動実施（午後から実

施，グループごとに現地解散）                                    
           【本時】 
・校外調査活動事後学習 
①調査活動先への礼状作成，②グ

ループ共通課題研究のまとめ 

・グループごとの計画に従い各交通手段を使っ

って，それぞれの調査活動場所に赴き調査を

実施。終了後は活動内容にあった礼状を作成 

調査活動を踏まえて研究をまとめ２次レポ

ートを作成。 

◇将来設計能力 ◇人間関係形成能力 
１～３月 ２次レポート発表会 

（分野予選→学年発表） 
・個人研究よりも深まった研究内容を理解し，

学習を共有化  ◇情報活用能力 
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３ 展開例（第１４～１６時間目／全３５時間） 
（１） 本時の目標 

       ・生徒が主体的に考え，選んだテーマに沿って依頼した地域の企業・事業所・学校などで， 
     グループごとの計画にしたがって調査活動を行うことにより，社会的関心を喚起し生き

る力をはぐくむ。 
（２） 本時の授業ではぐくむキャリア教育の能力 
       ・選んだ機関の存在意義，そこに生きる人々の人生観，職業観などを理解し，自己のライ

フプランにこれを生かすきっかけとする。 【将来設計能力】 
（３） 展開 

過程 学習内容と活動 学習支援 はぐくむ能力・資料 

導入 
４校時～ 
 
 

１ 全体で，午後の調査

活動の最終確認を行

う。 
 
・グループごとに本日の

調査計画を確認する。 
 
・昼食を各自でとる。 

・全体で本日の日程の

再確認，服装のチェ

ック，諸注意，健康

調査などを行う。 
・グループごとに出発

時間や持ち物などを

確認させる。（グルー

プは１班４人前後で

構成） 

・持ち物：計画書，筆記

用具，交通費，時刻表，

携帯電話など 
  
・校外調査の評価に関し

ては次の視点で，計画

書，活動報告書，反省

会などから総合的に判

断し決める。 
・グループの探究を深め

るために必要な見学・

体験等を計画・立案・

実施できたか。 

・自己のキャリア育成と

いう視点に立って，調

査活動をまとめること

ができたか。 

１３：００ ・学校出発 
 

・全員の出発を確認す

る。 
１３：３０～

１４：３０ 
・現地到着 ・突発的な事故や悪天

候などアクシデント

に対応できるように

各グループ担当教師

は準備・待機する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１３：３０～ 
１６：３０頃 

２ 現地調査 
・調査開始時の挨拶など

しっかりと行う。 
・調査活動中は真摯かつ

謙虚な姿勢を保つ。特

に，服装や言葉づかい

など注意を払う。   
・全体の流れの中で，事

前に用意した質問を，

適時を見つけて行う。 
・説明内容を理解するよ

う常に心がける。 
・特にその機関の社会的

な意義，職業選択の理

由，仕事のやりがい，

仕事をする上で気を付

けていることなどには

留意して説明を聞く。 
・終了時のお礼の挨拶を

する。 

・各グループ担当が終

了電話を受け付け

る。安全に帰宅する

ことを指示する。 
・全体の統括者は全員

が終了したかを確認

する。 

終末 
１５：３０～ 
１６：３０頃 

３ 調査終了時に，学校

へ活動終了の電話連絡

をする。 
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特別支援学校におけるキャリア教育 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

特別支援学校におけるキャリア教育の基本的な考え方 
キャリア教育のために新たな学習活動を設定していくのではなく，今まで学校で行われていた活動を

キャリア教育の視点で見直し，整理していくことが大切です。キャリア発達にかかわる四つの能力領域

の内容ばかりでなく，基礎学力や体力等もキャリア教育を支える重要な要素となります。 

また，特別支援学校には現場実習など社会的自立に向けたていねいな進路指導等，今まで培ってきた

実践とそのノウハウがあります。それらをさらに充実させること，また勤労観・職業観を身に付けさせ

るために，早い段階から意識して指導及び支援することが，キャリア教育を推進していくことになりま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

児童自身が自分の特徴に気付き，よいところを伸ばし，存在感を実感す

ることが求められています。一人一人の人格を尊重しながら，あいさつや

部活動等を通して，規範意識，社会的資質や行動力を高めるように指導・

支援します。 

  
意思決定能力 

  
将来設計能力 

 

  
情報活用能力 

 

 
人間関係形成能力 

○人とのかかわり ○集団参加  
○意思表現   ○あいさつ   ○清潔      ○身だしなみ 
 

   
○社会の決まり ○金銭の扱い  ○様々な情報への関心 

○習慣形成    ○夢や希望    ○役割の理解と分担 

○目標設定   ○選択   ○振り返り 

特別支援学校におけるキャリア教育の領域と能力 

人間関係形成能力 ・自他の理解能力   ・コミュニケーション能力 

相手の立場になって考えながら，よりよい人間関係をつくることができる力等 

 情報活用能力  ・情報収集・探索能力 ・職業理解能力 

学ぶことや働くことの意義や社会生活上での必要なルールやマナーを理解する力等 

 将来設計能力  ・役割把握・認識能力 ・計画実行能力 

自分の進路を考え，それにむけてよりよく生きようと努力する力等 

 意思決定能力  ・選択能力      ・課題解決能力 

自分の意思と責任を持ち，よりよい選択をしながら，課題を主体的に解決していこうとする力等 

 

四
つ
の
能
力
・
領
域
の 

発
達
段
階
と
指
導
内
容 

小  学  部 

押さえたい 
キャリア 
教育の 

ポイント 
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特別支援学校学習指導要領にも「キャリア教育」が位置付けられました。 

進路指導の充実（特別支援学校学習指導要領高等部 第１章第２節第４款の５(6)） 

生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選択することができるよう，校内の組織体制を整備し，

教師間の相互の連携を図りながら，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行い，キャリ

ア教育を推進すること。その際，家庭及び地域や福祉，労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図る

こと。 

 
一般就労 

福祉就労 

大学 

職業訓練校

専攻科等へ 

「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」にも勤労観・職業観の育成を目指した具体的

な内容を取り入れていく必要があります。そのため関係機関との連携を図りながら，目標を共

有化し，指導していきます。また高等部においては「個別移行支援計画」も作成し，卒業後も

継続して支援が受けられるように配慮します。 

中 学 部     高  等  部 
 

心身両面にわたる発達が著しく，自己

の生き方に関心が高まる時期であるこ

とを踏まえ，自分自身を見つめ，自らの

意思と責任で自己の生き方，進路を選択

することができるよう適切な指導や支

援を行います。 

 人間としての在り方生き方を模索し，自我を

確立し，価値観を形成するという時期を踏まえ，

自己と社会とのかかわりについて深く考え，将

来の生き方，進路を選択して，生徒たちにとっ

て望ましい自己実現ができるよう指導・支援を

行います。 

   
 
 
 

○職業との関係における自己理解 

○他者の考え，個性の理解  

○必要な支援を適切に求めたり，相談できる表現力 

○ＴＰＯに応じた言動 

○職業生活に必要な事柄の情報収集と活用 

○法や制度の理解，消費生活の理解 

○職業及び働くことの意義と理解 

○情報収集と活用○社会の仕組みルールの理解

○金銭管理 ○働くことの意義 

○役割の理解と実行○職業生活に必要な習慣形成

○将来の夢や職業への憧れ 

○生きがい・やりがい ○進路計画 

○社会生活において自分の果たすべき役割の理解と実行

○社会生活に必要な習慣形成 ○働く生活を中心とした

新しい生活への期待 ○職業の意義の実感と将来設計に

基づいた余暇の利用 ○将来設計に結び付く進路計画 

○目標の設定と達成への取り組み 

○選択（決定，責任） 

○肯定的な自己評価 

○産業現場等における実習などの経験に基づく進路選択

○実習や作業学習において行った活動評価 

○進路希望の実現を目指した目標設定と実現への取組 

○自己調整力 

 

小学校・中学校から転入学してくる場合は，それまで

の進路指導・キャリア教育がどのように行われてきたか，

また本人や保護者の希望を把握した上で個別の指導計画

を作成する必要があります。 

○自己理解 ○他者理解 

○協力・協同 ○社会生活に必要な意思の表現 

○場に応じた言動 
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           特別支援学校小学部 国語の指導事例（指導計画と展開例） 
 

 
１ 事例の概要と指導目標について 
(1)  対象児童：小学部２年の女子児童。医療的ケア（導尿）が必要で内反足です。周囲の人々と会

話をしたり，歩いたり走ったりすることができます。知的障害の教育課程＊で学んでいます。 

(2)  国語の年間指導目標 
①色，形，大きさや量，位置，方向，順序等の基礎的な概念を形成する。 

  ②単語と実物を結びつけ，50音表を使って単語を構成する。   
  ③平仮名の正しい書き方を理解する。 

２ 指導の展開例 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ キャリア教育ではぐくむ能力 

 

 

 
４ 他の学習や活動との関連 

 
 ＊「知的障害の各教科，道徳，総合的な学習の時間，特別活動並びに自立活動」で編成されています。 

・文字，言葉の意味，音声を結び付け，伝え合う言葉として獲得できる。【人間関係形成能力】  

・教材の意図や学習の手順を理解し，自ら操作して理解を進めることができる。【意思決定能力】 

・友だちや教師の名前を文字を使って構成し，実際の人物と対応させていくことにより，身近な人の
理解が深まり，自分から積極的にかかわりをもとうとします。会話を楽しむだけでなく，文字を獲
得し言葉とつなげることで，考えややりとりが広がります。 

・国語での文字学習と平行して，算数では１～５の数，１～10 の数の学習をていねいに行います。
数の量と順序，数字を同じ概念として捉え記号化を図ることで，物事をいろいろな概念によってま
とめたり，順序よく整理したりすることにつながり，課題を解決する基礎的な力が養われます。 

◇ 小学部１年の学習 
(1) 形や長さの型はめ：２～３分割された○△□の木片（型）を型はめ枠を使って構成する。長さ

の異なる木片（型）を同じ長さの枠に入れる。 
(2) 色や形の見本合わせ：二つの異なる色や形の選択肢の中から，見本と同じ色や形を選ぶ。次に

は，「Ｌ」や「Ｔ」など簡単な線分の形の見本あわせを学習する。 
＜留意点＞「同じ」を選ぶことと同時に，「違う」ものの存在に気付かせていく。線分の形につ
いては，選ぶ基準がどこにあるかを留意して学習を進める（鏡文字のようになることがある）。 

(3) 文字の見本合わせ：(2)と同じ方法で，二つのひらがな文字から見本と同じ文字を選ぶ。位置や
方向に留意して，「こ」と「い」，「た」と「に」などの似た形の学習につなげる。 

(4) 点結び（２～９点）：始点と終点を意識しながら点を結ぶ。さらに，位置や方向を意識しながら，
見本を見て直線や曲線を書く。 

(5) 単語の構成：見本を見て，身近な物の中から２～５文字の単語の構成を行う。提示された平仮
名タイルを見て，見本と同じ向きに並べる。 

   ＜留意点＞文字の形の差違のみでなく，単語の読みや意味との対応も合わせて学習する。 
(6) 文字を書く：見本を見て，重なりや丸まりのない簡単な形のひらがなを書く。 
◇ 小学部２年・１学期の学習 
(1) 単語の構成：動物，食べ物，色，生活道具，乗り物，友だち，

教員などの絵や写真などの中から見本の単語を選び，50音表の
中から文字を選んで２～５文字の単語を構成する学習を行う。
次には見本を見ないで，単語の構成する。 
＜留意点＞「ひこうき（ひこおき）」のように，発音と表記の
異なる単語に留意する。 

(2) 文字を書く：よく知っている物の絵や写真を見て，名称を確認    

   した上で，平仮名で書く。                  ▲５０音表から文字を拾う 
＜留意点＞５０音表を使った単語の構成を行うことで，文字の記号化と音声，意味とのまとま
りを理解することが基礎となる。さらに，清音だけでなく濁音や半濁音の学習へと進めていく。 

文字学習を通してコミュニケーション能力を育てる学習 
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   特別支援学校中学部 保健体育の指導事例（指導計画と展開例）  

 
１ 事例の概要と指導目標について 
(1)   対象生徒：中学部３年生の生徒（男子Ａさん，女子Ｂさん）。小学校高学年時に知的障害の支     

援学校に転入してきました。両名とも話し言葉はなく日常生活に介助が必要ですが，カードを

見たり音声を聞いたりして「同じ」ものを選ぶことができます。体育の学習は１年から３年ま

での縦割りグループで行っており，実態により３グループに分かれます。取り上げた授業は最

も障害が重いグループ（９人）の学習です。 

(2)   体育の年間指導目標 

①様々な運動を通して体の意識を高め，運動技能を習得する。 

②個の活動を発展させ，集団の中で自ら仲間とかかわりをもち取り組もうとする意欲を高める。 

２ 指導の展開例 

 
３ キャリア教育ではぐくむ能力 

 
４ 他の学習や活動との関連 

 

・友だちを意識して共に行動する学習は，実感することが難しい内容です。ここでの学習場面では

相手の動きや意図が棒を介して直接伝わってくることにより，相手の存在に気づき，自分の動き

を調整したり，工夫したりすることにつながっています。 

・直接的な関係つくりを土台に，他の教科や活動場面においても，特定の友だちを意識したり，一

緒に行動する，身振りや物を介してやり取りするなどの関係を育てていきます。 

・一緒に行う友だちを意識して自分の動きを調整することができる。【人間関係形成能力】 

・種目の内容に合わせて，体の動きの調整や工夫をすることができる。【意思決定能力】 

・活動の流れを意識して，友だちと一緒に落ち着いて取り組むことができる。【人間関係形成能力】 

◇単元１「スポーツ大会に参加しよう～種目練習～」 
(1)単元のねらい 
①協力して運動する楽しさや連帯感を味わう。 
②スポーツ大会の種目を理解する。 
③友だちが運動する様子を見たり，応援したりできる。 

(2)学習内容（女子Ｂさん） 
・種目「なかよしリレー」に取り組む（三人で横棒を持ってスタートし，コーンを回ってゴー

ルする）。 
・棒を離さないように友だちと歩調を合わせて走ったり，コーンを回る時には三人で歩調を調

整し合ったりする。 
・一緒に種目を行う友だちを覚えたり，棒をバトンにして順番に行ったり，また，スタートと

ゴールの位置などを意識する。 
・最初は担任が一緒に行うなどの支援を行う。活動を理解しグループの友だち同士で落ち着い

て活動する。待っている時には他のグループの様子を見たり，順番を意識して待つことがで
きるようにする。 

◇単元２「ボール運動」 
(1)単元のねらい 
①目標物に向かってボールを投げる，転がす，弾ませるなど 

の動きができる。 
②相手からボールを受け取る等の動きができる。 
③簡単なゲームを楽しむことができる。 

(2)学習内容（男子Ａさん） 
・「かごかつぎ」を行う（物干し竿にかごを吊し，かごの中にボ 

ールを入れ，肩に棒を担いで二人で運ぶ運動）。            
・ボールを渡してくれる相手を意識して見たり，かごからボール  ▲「かごかつぎ」動きを合わせて 

が落ちないように膝を曲げてそっと入れたりするなどの調整をする。 
・ゲームでは，ボールが落ちないようにペアの友だちと歩調を合わせて歩いたり，肩から棒が落

ちないように握りを調整したりする。 

友達と協力して運動を行う学習 
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特別支援学校高等部 総合的な学習の時間と産業現場等における実習の指導事例（指導計画と展開例） 

        一般就労に向けた進路学習           

１ 事例の概要と指導目標について 

(1) 対象生徒：中学校から特別支援学校高等部に入学した女子で，下の学年代替の教育課程＊で学 
んでいます。中学校では不登校傾向が見られ，主な障害は，脳性まひ，両足内反尖足です。  

(2)  年間指導目標：①②は総合的な学習の時間，③は産業現場等における実習の目標 
①自分自身に目を向け，課題解決への意欲を養い，具体的な手立てを考えることができる。 
②卒業後の進路を考え，自ら目標設定し，達成に向けた行動をとることができる。 
③学校行事や諸活動における取組を通じ，協調性と主体性を養う。 

２ 指導の展開例 

 

３ キャリア教育ではぐくむ能力 

 
４ 他の学習や活動との関連 

＊各教科の目標・内容を，当該学年よりも下の学年のものに換えて学習しています。 

◇総合的な学習の時間 
１年次 
・「自分のことを知ろう」 
 小学校，中学校，そして今の自分を『日中

活動』『余暇』『生活』の３点から整理する。
社会人になった自分を想像してみる。 

・「現場実習事後学習～できたことと課題～」 
 自己診断とともに，周囲から見た自分の評

価を知る。そこから次の実習や学校生活で
の具体的目標の設定につなげる。 

２年次 
・「現場実習事前学習～目標の設定～」 
 １年次の実習での課題解決に向け，具体的

な目標と，達成に向けた方策を考える。例
えば，『休まない』という目標を立て，生活
を見直して，自ら就寝時間を決める。 

・「職業ガイダンス」に参加 
企業担当者から，『社会人のマナー』を学ぶ。 

３年次 
・あいさつや返事，質問の仕方やメモの必要

性などを，実習などの体験と結び付けて意
識付け，学校生活全体で機会あるごとに取
り組む。 

・就労支援ワーカーの存在と役割を学習し，
面談や関係つくりを行う。 

 

・学習や活動を通して，仕事や働くことを実感できる。【情報活用能力】 
・社会人のマナーや社会人として必要な事柄を知り，学校生活の中で実践できる。【情報活用能力】 
・自分にできる仕事や役割，目標を見出し，確実に成し遂げようとする意識をもつことができる。  

【将来設計能力】【意思決定能力】 
 

・自分を肯定的にとらえ，自信をもって行動するためには，教科学習においても「できる」「わかる」
という実感をもつことが大切です。この事例では，数学の学習において実態に合わせた学習方法を
工夫しながら積み重ねたことが，自信を取り戻すきっかけになっています。 

・特別活動では，児童生徒会や学園祭，クラブ等の活動を通して,仲間を認め共に協力する大切さを
学びます。自分の気持ちを素直に伝えたり，感謝したりするやり取りにもつながります。 

・自立活動では，自分の障害を受容し，働く上での工夫や対応の方法を身に付けることを学習します。
たとえば，体のまひや拘縮予防のために自分でできる運動を身に付け，卒業してからも継続して行
えるように取り組むなどです。 

・就労支援ワーカーとの連携は，卒業後の就労生活における支援につながっていきます。 

◇産業現場等における実習 
１年次  

第Ⅱ期現場実習：居住地の福祉施設で初めての実
習を行う。休まずに２週間通い続けること，自分
にできる作業を見つけ，働くことを実感する。 

２年次  
・第Ⅰ期現場実習：指示に 

応じた行動や仕事の継続 
性を学ぶ。障害を受容し， 
働き方の工夫を考える。 
この事例では，まひのあ 
る左手を工夫して使い, 
作業の可能性を広げる。    

・第Ⅱ期現場実習：初めて企 ▲現場実習：みそを束ね 
業で実習を行う。正確性とともに少しでも多く
の製品を作ろうという意識の大切さを学ぶ。 

３年次 
・第Ⅰ，Ⅱ期現場実習：自分に合う仕事のある企業

での実習を重ねる。回数を重ねることで仕事に慣
れ，実績を重ねて就職につなげる。 

・求職登録や就職に向けた面接を行う。就労支援ワ
ーカーの支援を受けながら自分の言葉で返答し
たり,手続きを行ったりする。 
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特別支援学校高等部 生活単元学習と総合的な学習の時間の指導事例（指導計画と展開例） 

         福祉就労に向けた進路学習           

１ 事例の概要と指導目標について 

(1) 対象生徒：高等部知的障害が中程度の生徒 

基本的生活習慣はほぼ確立しているものの，身だしなみやマナーなどはあまり定着し

ていません。作業内容を理解できれば好きな作業や繰り返しの作業には集中して取り組

むことができます。１対１ではコミュニケーションがとれますが，集団指導の中では話

を集中して聞けないことがあります。  

(2)  年間指導目標 

①家庭生活や社会生活に自ら参加する意欲や必要な力を身に付ける。 

②自分の気持ちや考え，置かれた状況などを言葉で伝える。 

③相手の気持ちを考えて行動する。 

④働くことの楽しさを知る。 

２ 指導の展開例 

 

３ キャリア教育ではぐくむ能力  

 
４ 他の学習や活動との関連 

 
＊各教科等の目標や内容の一部を合わせて学習する形態の一つです。 

・公共交通機関の利用の仕方を知り，校外学習の計画を立てることができる。【情報活用能力】 

・校外学習で実際にバスや電車を利用し，次回につなげることができる。【意思決定能力】 

・現場実習に向けての課題を整理し，自分の目標を立てることができる。【意思決定能力】 

・現場実習を振り返り，次の実習への課題を見付けることができる。【将来設計能力】 

生活単元学習や総合的な学習で学んできたことを実践的に活用していく場として，産業現場等に

おける「実習」を約２週間にわたり，年に２回実施しています。実際の現場で働くことで，社会の

仕組みを知ったり，働くということについて改めて考える機会となっています。また，自分のでき

ることややりたいことを見つける場としても機能しています。 

◇生活単元学習＊ 

単元名 「公共交通機関を利用しよう」 

(1)単元のねらい 

 実際に体験しながら学習を積み上げ，自分の

力として定着させていく。生徒の実態を考慮

し，「社会の仕組み」の学習の中で，校外学習

を取り入れた本単元を設定し，生徒自身の自信

を高め，日常生活場面で実践できる力を育てて

いきたい。 

(2)学習の内容 

①公共交通機関（バス・電車）の仕組みを知る。 

②自分たちの希望をもとに，校外学習の計画を

立てる。 

③実際に公共交通機関の乗り方を体験する。 

④校外学習での買い物学習を通して，お金のや

りとりを体験する。 

(3)まとめ 

 事前学習の成果を実際の体験に生かしていく。 

◇総合的な学習の時間 

(1)現場実習事前学習 

①今回のねらい 

・実習先でのコミュニケーションの取り方

を知り，適切な伝え方を選ぶことができ

る。 

②学習内容 

・教師の劇を見ながら，正しいあいさつ，

返事，質問の仕方について考える。 

・自分で実際にあいさつや質問の場面を体

験してみる。 

(2)現場実習事後学習 

①学習内容 

・現場実習の様子をビデ 

オや写真で振り返る中 

で，自分の良かった点 ▲現場実習の作業体験 

や次への課題等を整理し，今後の学校生

活や次回の実習へとつなげていく。 
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               特別支援学校高等部の自立活動の指導事例（指導計画と展開例） 

 
１ 事例の概要と指導目標について 
(1)   対象生徒：小学部１年から支援学校に在籍した高等部３年の女子生徒です。自立活動主体の教育

課程＊で学んでいます。姿勢の変換や座位は可能ですが，移動は車いすで日常生活の全てに介助が

必要です。睡眠時に呼吸補助装置を装着する医療的ケアを必要とします。 

(2)  自立活動の年間指導目標： 

①学習活動において問題解決に向けて考えたり操作したりすることにより，認知面の発達を促す。 

②自分の体の動きを意識し，日常生活の基本的動作の向上を図る。 

③周囲の状況を自分なりに意識し，教師からの意図的な働きかけを受け入れてやり取りを増やす。 

  ④生活のリズムを整え，健康の維持増進を図り，安定した学校生活を送ることができるようにする。 

２ 指導の展開例 

 
３ キャリア教育ではぐくむ能力 

 
４ 他の学習や活動との関連 

 
＊教育課程の「各教科，総合的な学習の時間」の目標・内容を，自立活動のそれらに置き換えて学習してい

ます。自立活動の内容は，(1)健康の保持(2)心理的な安定(3)人間関係の形成(4)環境の把握(5)身体の動き
(6)コミュニケーションの６領域です。 

自立活動の学習を進路につなげていく取り組み 

◇自立活動 
(1)自立活動：課題 
タイル入れ（目と手の協応，見比べ，位置や方
向を意識した課題解決） 
・始点から終点までの一方向，始点から前後左 
右４方向の課題に取り組む。始点に置かれた
タイルに自ら手を伸ばし， 
終点を見てその枠をもう 
一方の手で触り，両手で 
位置と方向を確かめなが 
らタイルを滑らせて入れ 
るようにする。    ▲４方向からのタイル入れ 

(2)自立活動：モーション 
ストレッチ（身体意識，重心移動，身体各部位
の弛緩，変形・拘縮予防） 
・過緊張を緩め，体を動かすことにより変形や

拘縮を予防する。身体各部位を意識させると
ともに強い緊張を緩める。足底へのかかわ
り，立位での重心移動，両腕をあげるなど，
メニューを決めて毎日取り組む。 

・教材を見たりさわったりして目的をもって操作し，位置や方向を実感することができる。 
・自分の体の部位を意識し，他動的な動きにより力を抜いたり，意図的な動きをつくったりできる。 
・担任や身近な家族以外の大人からのかかわりを受け入れ，自ら応じていくことができる。 

【人間関係形成能力】，【意思決定能力】 

・現場実習は学校や家庭と異なる場なので，学校と同じプログラム内容やかかわりを準備することによ

って，生徒に必要なプログラムやかかわり方を実習先に知ってもらえます。また，生徒もはじめての

スタッフとのかかわりを抵抗なく受け入れて，自分らしさを示すことができます。 

・本人中心の生活を目指して，保護者や行政も含めて，卒業後かかわっていただく全てのスタッフが参

加した話し合いを重ねていくことが大切です。学校での成長や変化，健康やかかわりにおける細かな

留意点などを常に地域と情報交換することができ，卒業後のスムーズな地域生活につながります。 

◇特別活動：現場実習 
(1)学習の実際を伝える 
・授業で行っている「朝の会」や「課題」の教材

を実習先に持って行き，それらを使ってスタッ
フに学習内容を伝える。 

・ストレッチや食事など 
は，担任が内容をスタ 
ッフへ伝え、保護者の 
確認の元，実習先スタ 
ッフと行う機会をもつ。 

・健康に関する配慮点や ▲実習先のスタッフと 
体の動き，毎日行うス      食事をする 

トレッチの内容など，写真や図入りの資料を作
成し，実習先に渡して理解を求める。 

(2)実習先での生活を本人中心に考える 
・本人が取り組みやすい作業内容や支援の方法 
を伝えたり，本人に合わせた１日のプログラ 
ムを，学校と実習先で話し合って決め，実習 
で試行してみる。    
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  § 特別支援学校におけるキャリア教育に関連する事業・関係諸機関 

 

１ 相談支援事業  自分らしい生活，充実した日中活動，安心な地域生活を送るために 

(1) 各市町村相談支援事業（障害者自立支援法 地域生活支援事業：市町村直営または委託） 

・地域の福祉や生活に関する情報提供と相談，支援 ・日中活動や余暇の相談や支援  

・福祉サービスや手当ての相談や利用マネージメント ・就学，進路相談 ・卒業時の移行支援 

(2)  山梨県障害児(者)地域療育等支援事業（県内８地区に療育コーディネーター各１人を配置） 

・療育に関する相談，研修会の開催，専門機関との連携。   

(3)  山梨県相談支援体制整備事業（４障害保健福祉圏域に圏域マネージャーを各１人配置） 

・市町村に対する支援 ・圏域内の相談支援体制つくり ・困難ケースへの助言 等 

 

２ 就労支援  就労を目指す・継続していく・支える支援、転退職の相談  

 

(1)  障害者就業・生活支援センター（就労支援ワーカー２名と生活支援ワーカー１名が担当） 

・職場開拓，職場見学，職場体験の相談，情報提供，直接的な支援 

・就労先企業や会社との調整，雇用条件や公共職業安定所との相談，調整 

・通勤，服装や身だしなみ，職場の人間関係等の相談と支援 

・規則的で健康的な生活つくりや余暇活動，金銭管理に関する相談と支援 

(2)  山梨障害者職業センター 

・職業評価 ・職業準備支援（ワークトレーニング社） ・職場適応援助者（ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ）の派遣 

(3)  山梨県立就業支援センター 

・障害者を対象とした職業訓練（３ヶ月，１年） ・早期訓練アドバイザー 

 

３ 行政や公共機関による支援   申請や手続き，情報収集に関すること 
 

(1)  各市町村障害福祉担当課（保健福祉事務所） 

・サービスや手当てに関する相談・手続き・支給に関すること 

・地域生活支援事業の構築・運営・管理に関すること 

・身体障害者手帳，療育手帳，補装具，日常生活用具に関すること 

・地域自立支援協議会の主宰 

(2)  各公共職業安定所 

・求職登録 ・求人，求職に関すること 

(3)  山梨県発達障害者相談センター 

・発達障害に関わる専門的な相談･助言，関係機関への情報提供や研修会開催 

                               （※平成２２年３月現在） 

関係機関との連携のポイント 

◇連携は，児童生徒の希望を中心に，実態やニーズに応じて関係機関と協同関係をつくることが大切で

す。そのためには 

(1) 児童生徒の実態をきちんと伝えよう→個別の教育支援計画を活用しよう。 

・個人情報に配慮しながら情報を共有することが大切です。                      

(2) みんなで集まろう→関係者会議・ケース会議・ケア会議・サービス調整会議を開催しよう。 

・各関係機関で役割分担を明確にして，それぞれの視点からかかわってもらうことが大切です。 
(3) 必要に応じて早めに連携しよう→進路決定のためだけではありません。 

  ・地域の中で課題を共有し，成長に応じた支援を重ねていくことが大切です。各市町村の相談支援事

業担当者との連携を柱に，ライフステージに応じた連携を進めましょう。 
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Ｑ キャリア教育と進路指導の関係はどうなっているのでしょうか。 

 端的に表現すると，その包含関係は，キャリア教育＞進路指導と考えてよいと思います。 

 協力者会議報告書では「進路指導は，生徒が自らの生き方を考え，将来に対する目的意識をもち，

自らの意志と責任で進路を選択決定する能力・態度を身に付けることができるよう，指導・助言する

こと」とされています。そして，この進路指導を含め，それぞれの生徒のキャリア発達を意識し，生

徒に必要な様々な能力を育成することがキャリア教育です。 
 

Ｑ  学校教育における教科等とキャリア教育はどのような関係になるのでしょうか。 

 各教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動においては，各教科等の学習を通して，

自己の生き方を探究したり，将来就きたい職業や仕事への関心・意欲を高めたりすること，また，社

会や産業の変化，労働者の権利や義務についての理解を深める取組を通して，目指すべき職業や上級

学校の学部・学科を選択する力を身に付けることなどが考えられます。 

 職業教育においては，生徒が自己の目指す将来の職業やその分野に関する知識や技能を習得したり，

具体的な情報を得ることを通し，必要な資質・能力をより深く自覚し，専門的な知識・技能をより高

めようとする意欲や姿勢を身に付けることなどが考えられます。 

 道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動はそれらが教科の学習で学んだ成果等を様々な

体験活動や話し合い等を通して深化・発展，統合させたり，逆にその効果を教科の学習に還元し反映

させていくというねらいをもっています。このため，そこで展開される職業や進路に関連する学習活

動は，キャリア教育を進める上で，直接的かつ中核的な取組として最も重要な役割を担うものです。 

         (キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書 平成 16年１月 文部科学省より)      

 

Ｑ 学校全体でキャリア教育に取り組むためにどんな方法がよいでしょうか。 

 キャリア教育を全職員で取り組むためには，校内のさまざまな組織や会議に関連付けていくことに

より，無理なく推進していくように工夫しましょう。 

 たとえば，キャリア教育を確立するまでは，校内研究の一つの研究テーマとして設定し組織的に取

り組んでいくことも考えられます。また，継続して定着させるために，学校評価制度における自己評

価項目の指導重点として設定し，ＰＤＣＡの評価サイクルにのせていくこともよいことです。定期的

に行われる学年会議や，教科担当会議など，各教科等の指導の検討や，生活指導，進路指導の側面に

は，必ずキャリア教育の視点があります。日常的にキャリア教育の視点を意識しながら取り組んでい

くことが，最も大切であるといえます。 

 

Ｑ キャリア教育を保護者と連携して進めていきたいのですがポイントはなんでしょうか。 

家庭は児童生徒にとって心の居場所であり，社会生活の最小単位として，勤労観や職業観を身に付

たり，社会性をはぐくむために重要な役割をしています。小・中・高校生それぞれのキャリア教育の

基盤となるものですから，積極的に家庭と連携することが大切です。 

まず，家庭においては，親子の会話が大切です。自分の考えや伝えたいことを十分に相手に伝える

力(コミュニケーション能力)が大切です。そこでは，話題を将来の夢などに絞って意思決定を促すの

ではなく，どんな話題でもよいので，会話する回数が多いほどよいでしょう。主体的に今のキャリア

について語る子どもを受け止め，支援することがよいと思います。 
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Ｑ６ 小学校でキャリア教育を進めるにあたって大切なことは何ですか。 

 小学校の低学年では，五感を磨き，感性豊かな子どもをはぐくむことです。意欲や関心は，子ども

たちの豊かな感性があってこそ，湧き出るものです。「やってみたい」「楽しそう」「わくわくする」な

どの意欲や関心が，やりがいや成就感につながります。 

 中学年では，代償なしで課題に取り組む態度を育てていくことが大切です。活動の中に喜びややり

甲斐を見付ける経験を積みつつ，やり遂げた満足感や，ほめられたときの自尊感情の高まりなどが将

来の勤労観や職業観の基礎となります。 

 高学年では，将来の夢や仕事について前向きに，見通しをもって取り組む姿勢と価値付けが大切で

す。夢が叶わなくても，取り組む姿勢や力は必ず新たな挑戦への力となります。自分の人生を見つめ

ることによって，他者の生き方を尊重するようになり，また，目標に向かって努力する態度が身に付

き，ひいては，いじめや不登校の減少や学力向上にも結び付くと言われております。 

 

Ｑ 教師一人一人がキャリア教育を推進するには，どんな取組が必要でしょうか？ 

 まずは，先生方一人一人が，キャリア教育を正しく理解することから始めましょう。 

 目の前にいる児童生徒の活動を「キャリア教育の目」で見て，適切にその場面を発見し支援・評価

することが大切です。そのためにはキャリア教育の全体計画において，具体化され，実態にあった

指導内容に精選することが大切です。 

 キャリア教育を推進するためにも，この手引きを職員会議や校内研修会などで活用して下さい。学

校全体で，キャリア教育に関する共通理解を図り，それを基に，担当学年や各教科等において，どの

ような場面でキャリア教育に取り組めるかを検討し，できることから実践してください。 

 たとえば，各教科の授業の学びの成果が将来の自分にどのようにかかわってくるのか考えさせる場

面を入れるなどすれば，授業の学びの実感を強化し，自分の将来の糧としてとらえていく姿勢が育つ

と思います。このようにして，学力向上とキャリア教育は，相反するものではなく，相乗効果のある

ものといえます。なお，「キャリア教育アドバイザー」養成講座で研修された先生方には，各校のキ

ャリア教育推進の中核となっていただけることを期待しています。 

 

Ｑ 児童生徒の活動をキャリア教育の視点で評価する具体的なアドバイスがほしいです。 

 評価については，二通り考えられます。まず，育てたい資質や能力，態度を意識しながら「子ども

の変容・成長」を評価することです。次に，それに基づいて「活動そのもの」を評価することです。 

 評価に当たっては，教師が一人一人の変容・成長をしっかりと見取っていくことが大切です。ポー

トフォリオやアンケート，評価カードなどを工夫しながら，個々に把握し，結果はできるだけ返して

あげたいものです。また，自己評価も効果的です。 

 「子どもの成長を促した，反対に成長に結び付かなかった要因は何か？」に焦点を当てて実践を振

り返り，キャリア教育の取組を改善していくことが大切です。 

 様々な生き方があることを知ったり，自分のよさが人との出会いの中で引き出されていくことを実

感したりして，「自分は～ができた」「こんなこともできそうだ」と自分のよさや可能性に目を向け，

自ら選択決定する力を高めていけるよう，人とかかわる場の設定や自己への気付きを促す評価を工夫

しましょう。 

自分が受容されているという安心感や，理解してくれると思える相手への信頼感は，日常生活での

励ましや言葉かけによって確かなものになっていきます。どのような能力が身に付いたか，あるいは

高まったかということだけではなく，「現時点での自分の力をどれだけ発揮できたか」ということも大

事にして，振り返りをさせたり，言葉かけをしたりしましょう。 
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全体計画や年間計画作成で留意することとしては，次のようなことが考えられます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
次の図は，全体計画の例です。まず各学校の目指す子ども像，児童の実態，キャリア教育の

指導目標，必要な諸能力を掲げます。そして学年における指導目標と教科・領域等の指導内容

を示して，学校全体での系統的で計画的なキャリア教育実践を目指します。 
 

・幼稚園や保育園，中学校，家庭や地域等との連携を考える。 

・児童や保護者の実態やキャリア教育の課題を踏まえる。 

・各学年の指導目標を定め，系統的・計画的に計画する。 

・教科，道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動との関連を考え横断的に計画する。 

・全体計画の実施に必要な基盤や配慮事項を明らかにする。 

・実施状況についての評価を計画し，修正できるようにする。 

みんなと仲良くなろう 働く人たちから生き方を学ぼう 未来に向かって夢や希望をそだてよう

地域人材の活用
………

小中高と連携したキャリ
ア教育充実
………

・学校の教育活動全体を
通して，道徳的な心情，
判断力，実践意欲と態度
などの道徳性を養う。
………

・学級や学校にお
ける生活の充実と
向上をめざし，生
活上の諸問題の解
決，……

・学年や学級の所
属を離れ，共通の
興味関心を追究す
る活動を行う。…
…

その他
学級活動

○○小学校キャリア教育全体計画

学級・学年経営の充実
………

基本的生活習慣の確立
………

キャリア教育について教
職員の共通理解
………

家庭・社会との
連携した体験活
動の充実
………

・勤労の尊さや生
産の喜びを体得す
るとともに，ボラ
ンティア活動など
……

・学び方やものの考え方
を身に付け，問題解決や
探究活動に，主体的・創
造的に取り組む態度を育
て，……

・児童による自主
的実践的な活動が
助長されるように
する（ＪＲＣ活動
など）。

キャリア教育推進のための基盤

・体験的な学習や問題解
決的な学習を重視する。
・児童が学習課題や活動
を選択したり，自らの将
来について考えたり，…

総合的な学習の
時間

友だちづくりを中心に，自分やまわりの友だちな
どに関心を高め，自分の役割や身のまわりの仕事
に一生懸命かかわろうとする態度を養う。

様々な働く人と積極的にかかわる中で，学ぶこと
や働くことの大切さや苦労が分かり，自分のよさ
を生かした学習や活動を行おうとする態度を育て
る。

いろいろなことに挑戦したり，学んだりして，夢
を描くことの楽しさ・大切さに気づき，将来への
夢や希望をふくらませながら自分の能力を高め，
計画的に生きようとする意欲や態度を育てる。

教科領域等における指導内容

児童会・クラブ活動 学校行事

各教科 道徳 特別活動

課題解決能力
・意思決定に伴う
責…

学年指導目標
低学年指導目標 中学年指導目標 高学年指導目標

職業理解能力
・様々な体験を通
し…

役割把握
認識能力
・生活や仕事上の
多…

計画実行能力
・目標とすべき将
来…

選択能力

・様々な選択肢に
対…

幼稚園・保育園，中学校との連携

自他の理解能力
・自己理解を深め
……

コミュニケーショ
ン能力
・多様な集団・組
織…

情報収集
探索能力
・進路や職業に関
す…

キャリア教育の指導目標

自らの将来を具体的に見据え、主体的な進路選択のできる生徒の育成
人間関係形成能力 情報活用能力 将来設計能力 意思決定能力

キャリア教育の目的 学校教育目標 教育関係法規
・一人一人のキャリア発達
を支援する。
・学ぶことや働くこと，生
きることの尊さを実感さ
せ，学ぶ意欲を向上させ
る。
・将来の社会的自立・職業
的自立の基盤となる資質・
能力・態度を育てる。
・望ましい勤労観・職業観
を育てる。

　確かな学力
豊かな心

たくましい体
をもつ児童の育成

日本国憲法
学校教育法
学習指導要領
山梨県学校教育指導重点

目指す子ども像 児童の実態・保護者のねがい

自ら考え工夫する子（知）
友達を思いやる子（徳）
元気に活動する子（体）

素直で明るく，活動的な児童が多い
人間関係形成力が低い児童が見られ
る
学校教育への保護者の関心は高い
保護者の学力向上への願いが大きい
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