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神奈川県立総合教育センター長期研究員研究報告 10:49～54.2012 

 

教科・科目で行うキャリア教育 

－ 日常の授業を通して － 

  

黒 柳 幸 子

１

 

 新学習指導要領では、高等学校普通科でのキャリア教育推進が明記されるが、その実践は必ずしも十分とは言え

ない。今日キャリア教育に求められるものは、社会的・職業的自立に向けた教科・科目における取組みであり、勤

労観・職業観の形成のみに留まらない。本研究では、教科・科目の授業に外部教育資源を取り入れ、キャリア発達

と教科目標達成の両方が図り得ることを検証した。またコーディネートシステムが果す役割についても考察した。 

 

はじめに 

 

教育・雇用・労働を巡る新たな課題が生じる近年、

後期中等教育の役割は、その重要性を一層増しつつあ

る。特に、高等学校における体系的なキャリア教育の

推進は、若者の社会的・職業的自立支援に向けて喫緊

の課題の一つであろう。 

さて、2011年１月の中央教育審議会答申において、

従前のキャリア教育への取組みは、勤労観・職業観に

焦点が絞られがちで、教員の受け止め方や、学校にお

ける実践内容・水準にばらつきがあることが課題とし

て指摘されている。 

この課題を踏まえ、同答申はキャリア教育を「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」と定義し、学校教育と職業や人材育成との関

連付けを図ることを重要であるとしている。 

本稿では、答申の趣旨を踏まえて、若者の社会的・

職業的自立に向けた教育活動として外部教育資源活用

授業を提案し、その効果を検証するため、１において

本研究がどのような問題意識に基づくかを示し、２に

おいてはキャリア発達と教科目標達成が両立し得るこ

とについて仮説を述べる。３、４では、検証授業につ

いての準備と実際を示し、最後に５でその結果から成

果と課題を考察する。 

 

研究の内容 

 

１ 研究のねらい 

 「現実的探索・試行と社会的移行準備の時期」（国

立教育政策研究所 2011）とされる高等学校において解

決すべき課題の一つは、キャリア教育実践の機会の設

定・充実である。また、社会の変化への対応の観点か

ら、「教科等を横断して改善すべき事項」（中央教育 

審議会 2008）として、教科・科目等の教育活動全体を 

 

 

 

 

通じた取組みが求められている。 

 さて、教科での取組みについては、神奈川県立総合 

教育センターが、教科の学習内容とキャリア教育のね

らいを照らし合わせ、キャリア教育の視点を意識して

教科の学習活動を行う授業実践例を示す等、様々な視

点からの実践が試みられており、今後も更なる実践 

が求められるところである。 

本研究では、教科教育の目標である「基礎的・基本

的な知識・技能の習得」が、社会的・職業的自立に向

けての重要な要素であることを踏まえ、教科・科目の

目標に沿いつつ、キャリア諸能力の育成を意識して行

う学習活動により、キャリア発達と同時に教科目標が

達成される可能性を検証する。具体的には、教科・科

目の授業に外部教育資源を取り入れた授業の実践効果

を検証し、コーディネート例を提案する。次に、学校・

学科の特色や、多様な生徒の実態に適合可能な汎用性

を追究することで、キャリア教育の定着の新たな可能

性を探る。 

    

２ 仮説 

教科指導を通じたキャリア教育実践の効果を検証す

るために、以下の仮説を設定した。 

    

    

    

    

    

    

    

    

３ 検証授業の準備 

(1)教科の選定について 

 「キャリア教育における外部人材活用等に関する調

査研究協力者会議」の報告書である「学校が社会と協

働して一日も早くすべての児童生徒に充実したキャリ

ア教育を行うために」（文部科学省 2011 以下、「報告

書」）の巻末資料からは、高校における外部教育資源を

活用する取組実績は、総合的な学習の時間に多く見ら

教科・科目の目標に沿いつつ、「基礎的・汎用的能

力」等のキャリア諸能力の育成を意識して行う学習

活動は、生徒のキャリア発達を促すとともに、教科

教育の目標である「基礎的・基本的な知識・技能の

習得」「学習意欲の向上」等につながる。その手立て

の一つとして、外部教育資源の活用は有効である。 

 

 

１ 神奈川県立湘南台高等学校 

  研究分野（キャリア・シチズンシップ教育） 
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れ、それに理科、家庭、地歴・公民と続くことが分か

る。よって、あえて実践の少ない教科で検証を行うこ

とが研究の幅を広げると考え、「伝え合う力を高め言語

感覚を育成する」国語科、「実践力の育成と体力の向上

を図る」保健体育科、「概念や原理・法則を理解し事象

を考察し表現する力を養う」数学科を選定した。 

(2)コーディネートについて 

「報告書」では、キャリア教育で外部との連携・協

働が難しい理由として、情報不足や教員の負担感を挙

げるとともに、産業界が学校に対して高いハードルを

感じている点を指摘している。また、小学校を中心に

ワークショップ等の教育活動を行っている、社団法人

神奈川県建築士会子どもの生活環境部会のメンバーか

らの聞き取り（2011 年 11 月）では、「学校に参入する

際には個人的な人脈作りから始めなければならず、特

に高等学校への参入が難しい」と指摘された。そのこ

とから、教育を支えようとしている外部と、援助を必

要としている学校を結びつけることが、連携・協働へ

の解決すべき課題であると考えられる。    

そこで、現在、経済産業省の支援を受け、全国規模 

第１表 コーディネートについて 

【既存の県内コーディネートシステムの利用】 

県立産業技術短期大学校内に置かれた人材育成支援センタ

ーに連絡を取り、「能力開発スタッフバンク情報」名簿を利

用した。県が運営する人材バンクのこの名簿には、職業訓練

指導や地域における技術の普及・振興等の指導を担うことが

できる人材が登録されており、原則有料で学校を含む諸機関

が講師や技術指導等に活用ができる。人材育成支援センター

から提供頂いた公開可能な登録者情報をもとに、建築設計事

務所に連絡を取り、数学の授業への協力を依頼した。 

【その他の県内機関の利用】 

既に出前授業の実践経験と、問い合わせへの窓口を持つ企

業等の中から選定した。効率的なこの方法により、国語の授

業を新聞社に依頼した。保健体育に関しては、インターネッ

ト検索により単元のねらいを実現できるような団体を探す方

法によった。これにより、社団法人に依頼することができた。 

第２表 授業形態について 

 ねらいと形態 

国

語 

「言葉による創造的な活動により自己表現能力を育て

る」をねらいとする。 

・単元の流れに沿って、講師が場面場面で指導にあた

る一斉授業形態 

保

健

体

育 

「運動への自己の適した関わり方を見つける」をねら

いとする。 

・丁寧な技術指導を実現するＴＴ（ティーム・ティー

チング） 

数

学 

「生きた情報を受け取り、導入効果を高める」をねら

いとする。 

・授業進行を全面的に講師に任せる一斉授業形態 

で「キャリア教育コーディネーター」の育成が進んで

いることや、「報告書」が提示する校内に連携担当のコ

ーディネーター役を置いた二つの実践事例を参考に、

今回は筆者が校内コーディネーターとして学校と外部

の間に立ち、授業計画を試みた。なお、校内コーディ

ネーターとしての外部教育資源へのアプローチは、第

１表のとおりである。 

(3)授業形態について 

単元目標の達成を図る意味から、各教科担当教員と 

も協議し、それぞれの教科目標を踏まえた形態をとる

こととした（第２表）。 

    

４ 検証授業の実際 

(1)国語科「現代文研究」における取組み  

現代文研究は、第３学年の自由選択科目群に置かれ 

た２単位の学校設定科目で、語彙力や読解力の育成の 

他に、説明文や紹介文の書き方にも重点を置き授業展 

開している。生徒は１年次に「国語総合」を、２・３ 

年次には「現代文」を履修し、基本的な理解力や表現

力を身に付けているが、伝わりやすく書くこと、話す 

こと及び自ら進んで表現する姿勢に欠けることが、国 

第３表 「現代文研究」 指導計画 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元名：インタビューを通して人物紹介の記事を書く 

    （検証授業は４時間目） 

受講対象者:県立湘南台高等学校第３学年選択者 17 名 

講師：神奈川新聞社湘南総局長 佐藤 浩幸氏 

 主な指導内容 評価規準 

第 

一 

次 

    

１ 

 

 

 

２ 

○インタビュー下書

き用紙,資料を配布、

単元の授業計画説明 

○グループ決め 

○インタビュー 

○記事作成 

◎資料から必要な情報を集める

ための方法を身に付け、必要な情

報を読み取っている。【読む能力】 

◎わかりやすく正確かつ個性豊

かに文章を表現している。【書く

能力】 

第

二 

次 

３ ○記事作成 ◎語句の意味・用法を的確に理解

し、意味を確かめ必要に応じて適

切に用いている。【知識・理解】 

◎情報を集め表現することに関

心を持ち、身に付けようとしてい

る。【関心・意欲・態度】 

 

 

４ 

 

[外部講師を招いた

取組み] 

○新聞社の仕事と役

割について説明 

○人物紹介を書く上

での国語表現的なポ

イント説明 

○記事作成 

○質疑応答 

第 

三 

次 

 

５ 

 

６ 

○記事の完成 

○記事の発表 

○アンケート実施 

○学習の振り返り、

まとめ 

◎発表内容が他にしっかり伝わ

るように、わかりやすく話すこと

ができる。【話す・聞く能力】 

◎語句の意味、用法を的確に理解

し、内容を伝えるために語句を選

んで発表している。【知識・理解】 
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単元名：積分の応用（検証授業は１，２時間目） 

受講対象者：県立湘南台高等学校第３学年選択者19名 

講師：（株）アスデザインアソシエイツ 

建築家 山口 明宏氏 

 主な指導内容 評価規準 

第 

一 

次 

１ 

  

 

 

２ 

【講師を招いた取組み】 

○設計・建築に係る仕

事、数学の活用例の説明 

○視聴覚教材による作

品紹介 

○ワークシートを利用

した数学演習 

○質疑・応答 

◎実事例から積分法の活用

例に触れ、積分のよさを学ぼ

うとしている。【関心・意欲・

態度】 

◎社会における数学活用の

場面を通して日常の事象を

数学的に考察することがで

き、数学のよさを見出すこと

ができる。【数学的な見方や

考え方】 

第 

二 

次 

３ 

 

 

４ 

 

○面積定義の振り返り 

○既習の「土地の面積の

求め方」を参考に、２次

関数 y＝x

２

と x 軸、直線

x＝1 とで囲まれた図形

の面積の求め方の解説

○演習 

◎区分求積法を用いて、数列

の和の極限と面積の関係に

ついて考察することができ

る。【数学的な見方や考え方】 

◎区分求積法について理解

することができる。【知識・

理解】 

第 

三 

次 

５ 

 

６ 

○曲線で囲まれた図形

の面積の求め方の解説 

楕円 

サイクロイドで囲ま

れた図形 

○演習 

 

◎積分法の有用性を認識し、

基本関数の積分公式や置換

積分法、部分積分法などを用

いて様々な面積を求めるこ

とができる。【表現・処理】 

◎楕円、サイクロイド等で囲

まれた面積の求め方につい

て理解する。【知識・理解】 

語を学習する上での課題の一つとなっていた。 

授業の計画にあたっては、国語の教科目標のうちの 

「国語を的確に表現し的確に理解する能力の育成」「伝

え合う力を高める」を重視し、書く力、聞く力、話す

力、考える力を身に付けさせることにより、キャリア

諸能力の育成を図ることとした。具体には、新聞記者

を授業に招き、第三者の視点から人物紹介記事を書く

という６時間の単元を設定した。また、新聞を利用す

る授業に係る小学校第４学年用教科書の該当箇所を生

徒に示して、既習の内容をいかす授業を目指した（第

３表）。 

(2)保健体育科「体育」における取組み 

第２学年の「体育」は３単位の必修科目で、年間に

２種目を選択できる。教科の課題としては、生徒はお

おむね興味・関心をもって授業に取り組んでいるもの

の、生涯にわたってスポーツを継続するという意識を 

さほど強くはもっていないことが挙げられていた。 

授業の計画にあたっては、基本技術指導とともに、

保健体育の教科目標のうちの「生涯にわたって豊かな 

スポーツライフを継続する資質や能力を育てる」「公 

正、協力、責任、参画などに対する意識を高める」を

重視し、他者理解能力やコミュニケーション能力など 

第４表 「体育」 指導計画 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

のキャリア

諸能力の育

成を図るこ

ととした。 

具体には、

神奈川県車

いすテニス

協会から講

師を招き、 

                                                            身体条件の

違う相手とのゲームを体験することで、仲間と連携す

ることの大切さや、勝敗を争う楽しさを味わわせるこ

とに重きを置いた（第４表）。 

(3)数学科「数学Ⅲ」における取組み 

「数学Ⅲ」は、第３学年の必修選択科目群に置かれた

４単位の科目で、進路希望に沿って選択した生徒が多

い。科目の課題としては、生徒の多くが学びを通じて

創造性の基礎を培っているという意識をもてないでい 

第５表 「数学Ⅲ」 指導計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元名：テニス（検証授業は３時間目） 

受講対象者：県立湘南台高等学校第２学年選択者26名 

講師：神奈川県車いすテニス協会 

会長 岡村 道夫氏 プレーヤー 小嶋 謙氏 

 主な指導内容 評価規準 

第 

一 

次 

１ 

  

２ 

○競技の特性につい

ての説明 

○基本技術指導 

○ルール説明 

○ゲーム 

◎競技の特性や技術の構造を

理解している。【知識・理解】 

◎自分の能力に応じた課題を

設定し、その解決を目指して

練習している。【思考・判断】 

第 

二 

次 

 

３ 

 

 

 

 

【講師を招いた取組

み】 

○講師、教員による

デモンストレーショ

ン 

○車いすテニス体験 

○基本技術指導 

○講師より車いすテ

ニスについて講義 

◎互いに教え合い協力しなが

ら練習やゲーム運営ができ

る。【運動の技能】 

◎テニスに関心をもちラリー

を続ける楽しさを共に味わう

ことができる。【関心・意欲・

態度】 

第 

三 

次 

 

４ 

以

降 

○ゲーム 

○学習の振り返り 

 

◎テニスの特性を理解し、既

習の技能を活用して、正規に

準じたルールに基づきゲーム

ができる。【知識・理解】 

◎技能を高め工夫し練習や試

合にいかすことができる。【運

動の技能】 

 

第１図 体育授業風景 
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ることが挙げられていた。 

授業計画にあたっては、数学の教科目標のうちの「事

象を数学的に考察し処理する能力」、「それらを積極的    

に活用する能力を育成する」を重視するとともに、数

学を活用する事例から、数学の有用性や面白さに気付

かせ、役割把握・認識能力や職業理解能力などのキャ

リア諸能力の育成を図ることとした。その際、数学の

活用に関して、低気圧や高気圧の性質を理解させる手

立てとして二次方程式の解の公式を扱い、「その意味を

考えることにより二次方程式が実際に役立つことを述

べる」とする先行研究（黒柳 2005）や、「学習し身に

付けたものを、日常生活や他教科等の学習、より進ん

だ算数・数学の学習へ活用していく」（中央教育審議会 

2008）という算数・数学科の改善の基本方針を踏まえ

て、身近な生活課題への対応を題材とした（第５表）。 

    

５ 成果と課題 

(1)生徒アンケートの結果 

アンケートでは、授業を通じて得たこと、今後の学

習に何が必要かについて、選択肢設問と自由記述で回

答を求めた（受講生徒は３科目合計55人）。 

第２図の集計結果Ⅰでは、検証授業を通して生徒が 

得たことの上位は、「知識」（３科目合計人数27人）、「新

しい発見」（21人）、「活用することへの興味」（人数15

人）が主なものであった。 

第３図の集計結果Ⅱでは、検証授業後に生徒が今後

必要と認識した学習は、圧倒的に「基礎的な学習」（３    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第２図 集計結果Ⅰ「授業から得られたこと」 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第３図 集計結果Ⅱ「今後必要と思われる学習」 

科目合計人数31人）であった。 

(2)成果 

ア 設定した仮説について 

第２図、第３図に特徴的に現れているのは、生徒の 

関心が、キャリア発達に関する「将来への手がかり」

や「社会に対する考え」といった項目以上に、「知識」

や「基礎」に向かったことである。 

また第２図からは、「知識」だけでなく、「新しい発

見」を通じて、「活用すること」への興味にまで生徒の

関心が及んだことがうかがえる。 

第３図からは、生徒は学習における「基礎」の重要 

性を認識したことが分かり、この認識は、後述の第６

表に示した、生徒の「楽しかった」「分かって良かった」

｢もっと知りたい｣等の記述を考え合わせると、今後の

学ぶ意欲につながるものと推測される。 

さらに、第６表の生徒記述からは、外部との関わり

によって、生徒が自己のキャリア形成に向けて進んで

学ぼうとする意欲を高める等、「キャリア・プランニン

グ能力」の育成につながった可能性を読み取ることが

できる。また、外部との関わりによる体験と発見が、

生徒の他者理解を促し、コミュニケーションの大切さ

を実感させる等、「人間関係形成・社会形成能力」の育

成につながったことも推測される。 

 以上の集計結果から、設定した仮説について、以下

のことが言えると結論づける。 

教科・科目の目標に沿いつつ、キャリア諸能力の育

成を意識して行う学習活動は、生徒のキャリア発達を

促すとともに、教科教育の目標である「基礎的・基本

的な知識・技能の習得」「学習意欲の向上」につながり、

キャリア教育・教科教育両方の目的を達成する活動と
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0000

5555

10101010

15151515

20202020

25252525

30303030

アアアアイイイイウウウウ
エエエエ

オオオオカカカカキキキキ

国語国語国語国語 体育体育体育体育 数学数学数学数学

知識知識知識知識    

発見発見発見発見    

活用活用活用活用    

人人人人    

ア：基礎的な学習 イ：関連する分野の学習 

ウ：専門的な学習 エ：特になし オ：その他 

0%0%0%0%

10%10%10%10%

20%20%20%20%

30%30%30%30%

40%40%40%40%

50%50%50%50%

60%60%60%60%

70%70%70%70%

アアアア イイイイ ウウウウ
エエエエ

オオオオ

国語国語国語国語 体育体育体育体育 数学数学数学数学

基礎基礎基礎基礎    

人人人人    

活用活用活用活用    

発見発見発見発見    

知識知識知識知識    

関連関連関連関連    

専門専門専門専門    

0000

5555

10101010

15151515

20202020

25252525

30303030

35353535

アアアア イイイイ ウウウウ
エエエエ

オオオオ

国語国語国語国語 体育体育体育体育 数学数学数学数学
基礎基礎基礎基礎    

関連関連関連関連    

専門専門専門専門    

ア イ ウ エ オ カ キ 

ア イ ウ エ オ 



- 53 - 

（教員の自由記述）（教員の自由記述）（教員の自由記述）（教員の自由記述） 

・キャリア教育の教科指導の中での実践を考える時、 

現役の職業人との協働のプログラムは、何よりも望 

んできたことだが、年間の指導計画との関係や、協 

力者の確保、プログラム全体の中での位置付け、準 

備期間や調整業務等を考えると実行することを躊躇 

していた。指導者自身が、これまでにない効果を実 

感することができた今回の経験を踏まえ、今後も、 

職業人との交流を起点とした生徒個々が自分の生き 

方やキャリアについて考える、表現を中心とした授 

業を積極的に創っていきたい。 

・キャリア教育には多くの課題がありますが、特に 

教科的な視点が欠けているように思います。知識の 

集積ばかりではなく、社会性（コミュニケーション 

能力）や課題への対応力など、生徒のキャリアプラ 

ンニングに結び付ける機会が教科指導の場面でもあ 

って然るべきです。生徒の心を揺さぶり、自分の 

将来に光がふっと灯るような授業ができたら・・・ 

私の本望です。 

なる。その手立ての一つとして、外部教育資源の活用

は有効である。 

イ キャリア教育定着の可能性について 

外部教育資源を取り入れた授業に対し、検証授業を 

行った教員からは、生徒の受講姿勢、課題への取組み、

成果物等全般にわたって良好であったとの講評を得

た。すなわち、外部教育資源活用授業は、学習指導要

領を踏まえて行う学習活動として、教科目標を充分達

成でき、同時にキャリア発達をも促すものであること

が確認され、このことはキャリア教育定着の一つの道

筋になると考えられる。    

今回の様々な形態の授業実践から、外部教育資源活    

用授業は、生徒の実態に合った形態をとることによっ

て、大きな効果を上げることがうかがえる（第６表）。

また、数学における実践のように、勤労観・職業観の

育成を前面に出すことで授業内容への興味・関心を喚

起する等、授業のねらいと育成すべき能力をいかに捉 

第６表 授業形態と効果 

（（（（（ ）内数字は人数、生徒記述は一部要約）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えるかが重要であることも確認できた。 

次にあげる教員及び外部講師のアンケート自由記述

から、今回の実践は、教員及び講師にとって、これか

らのキャリア教育の在り方を深く考えさせるきっかけ

となったことがうかがえる。それは、教員としての新

たな発見と効果の実感が、今後の指導の深まりと主体

的な取組みに発展する可能性と言える。また、講師の

側にあっても、学校教育への理解が深まったことによ

り、学校と今後の積極的な関わりへの道筋を実感した

ことも成果の一つであろう。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ウ コーディネートについて 

校内にコーディネーター役を置くことは、各校の実 

態に即した取組み、学校内外間の協働の円滑化に効果

的と言える。また、授業のねらいと「生徒の知りたい

こと」の焦点を結び合わせ、受講への動機づけを生徒

に十分に行い、外部教育資源との丁寧な情報交換と調

整を行うことが、より豊かな学びの創出に必須である

ことが確認できた。    

 国 語 体 育 数 学 

 

形  

態 

[[[[一斉一斉一斉一斉授業授業授業授業]]]] 

教師教師教師教師（１）・講師（１）・講師（１）・講師（１）・講師

((((１１１１))))    

＊教員が主導する

形式 

[[[[ＴＴＴＴＴＴＴＴ]]]]    

教師教師教師教師（１）・講師（１）・講師（１）・講師（１）・講師

((((２２２２))))    

＊集団を２つに

分ける形式 

[[[[一斉一斉一斉一斉授業授業授業授業]]]]    

講師講師講師講師((((１１１１))))    

＊講師が全面的

に主導する形式 

 

 

確 

認 

し 

た 

効 

果 

記事作成作業にお

いて、丁寧な個別

指導や、情報のや

り取りが可能であ

った。 

プロの記者の指導

により、課題への

動機付けが強ま

り、表現への関心

が高まった。 

多面的で弾力的

な基本技術指導

が可能であった。 

現役のプレーヤ

ーと触れ合い、

多様な他者と自

分との結び付き

や、生涯スポー

ツへの関心が高

まった。 

実社会での活用

例を紹介するこ

とにより、導入

効果を高めるこ

とができた。 

建築に係る多様

な職業を知り、

社会との関わり

に関心が向かっ

た。 

効 

果 

を 

確 

認 

で 

き 

る 

生 

徒 

の 

記 

述 

例 

・友達の知らない

部分を詳しく知っ

て、楽しかったし

勉強になった。 

・相手の意見をま

とめるのは難かし

かったが、自分と

違う考えが分かっ

て良かった。 

・仕事について詳

しく話を聞くとい

うことはできない

ので、良い経験に

なった。 

・スポーツにも

色々な形がある

ことを知ること

ができた。 

・みんなと同じよ

うに楽しめるの

ですごいと思っ

た。 

・一緒にスポーツ

ができて楽しか

った。 

・他にどんな障害

者スポーツがあ

るか聞きたい。 

・職業について

もっと詳しく知

りたい。 

・良い経験にな

った。 

・あの家が欲し

くなった。 

・とてもいい授

業でした。 

 

 

（外部講師の自由記述）（外部講師の自由記述）（外部講師の自由記述）（外部講師の自由記述）    

・外部の方が公的機関や学校などの授業へ入り込む 

のは非常に困難です。（中略）社会人講師のテーマ選 

びはご苦労も多いとは思いますが、ぜひ他校に広が 

るように、今回の授業を次に活かし展開していただ 

きたいと思います。 

・これから進めていくには教科目標（いかに意義が 

あったか）との綱引きだと思います。職業としての 

楽しさ、面白さを伝えながら教科目標も達成するカ 

リキュラム作りは高校数学の中でも十分できると強 

く確信させていただいた授業でした。 
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(3)今後の課題 

高等学校におけるキャリア教育の推進には、なによ

りも教員の意識の醸成を図っていくことが必要である。

そのためには、実践を重ねながら、推進への具体の手

立てへの議論を深めていくことが重要と考えられる。 

 例えば、外部教育資源の活用推進の障壁の一つであ

った情報の得にくさへの対処に取り組むことである。 

神奈川県においては、今回利用した人材育成支援セン

ター以外では、ＮＰＯ等のボランタリー活動を支援し

ている「かながわ県民サポートセンター」が相談窓口

の一つとして挙げられる。また、ハローワークと連携

し若者の就職活動を支援している「かながわ若者就職

支援センター」では、高等学校への出前授業の紹介を

行っている。その他、県内に限らず、各業界団体のほ

とんどが公益法人として社団法人、協会等の組織を構

えて業界のＰＲに努めているため、特定の職種職業に

関する情報や知識の提供について、学校からの要請に

応えてくれるものと思われる。こうした学校と外部を

つなぐ機関等へのアプローチから、情報の蓄積、校内

組織の立ち上げへと深化させることが必要である。 

また、新学習指導要領の実施により、今まで以上に 

学習内容の精選と、キャリア教育をカリキュラムの中 

に位置づけることが求められる。そのためには、生徒

の発達段階に応じて目標や内容を設定し、他の教育活

動と関連付けることが、キャリア教育を「特別でない

取組み」とするための鍵となるだろう。 

 

おわりに 

 

今回の実践から、キャリア教育の充実に向けて、教

科・科目の専門性をいかしつつ、授業内容を実社会と

関連付け、教科等を横断し教科教育の閉鎖性を乗り越

えて取り組むことは、今求められている授業改善につ

ながるとの実感を得た。このことは、キャリア教育実

践の機会の設定・充実とともに、教科・科目等の教育

活動全体を通じた取組みを推進する可能性の一つと

考えている。    

これからも、若者の社会的・職業的自立に向けた教

育実践事例を多く積み上げ、「キャリア教育とは何か」

という問いの答えに近づいていきたい。 
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