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本稿では、日本の学校教育における子どもの進路決定に関する取り組みの変遷と、その整理から浮かび上がる現況の課

題抽出を行った。そのうち、今後いっそうの拡大と深化が期待される学校教育全体を通じた進路指導・キャリア教育の枠組み

を得る手がかりとして A 中学校の実践を紐解くことで、教師と生徒双方にとって成果の感じられる種々の手立ての解明を試

みた。具体的な示唆としては、文部科学省の掲げる「基礎的・汎用的能力」の育成を目指す枠組みの下、当該校に在籍する

生徒の抱える実際上の課題を把握し、その育成を全教育活動において持続的・精力的に実施することにあることが見出され

た。さらに、各能力に適した育成の場を見出し、それを学校全体での取り組みの基盤を整える一助とすることの大切さも確認

された（本稿ではその主たる役割が特別活動－学級活動に見出された）。本稿における考察を基にして、今後も学校の教育

活動全体を通じた進路指導・キャリア教育の在り方について探究していきたい。 

 

 

はじめに 

 

学校の全教育活動は、教育基本法や学習指導要領に基づき、同一の理念及び目的の下に位置づけ

られている。だが、実際の授業は各教科・各領域において定められた個々の目標に基づいて構想・

実践されるものである以上、日々授業を受ける子どもたちにとって、学校教育の全体を俯瞰する学

びを獲得することはともすると困難といえる。 

そのような課題の解消に資する一つの手立てとして、これまで文部科学省［文部省］によって学

校教育全体を貫く視点が提供されてきた。道徳教育、人権教育、食育など、学校教育では様々な教 

―――――――― 
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育活動が取り組まれているが、本稿が着目したいのは、近年その役割がいっそう重要視されるキャ

リア教育である。 

なぜキャリア教育が重視されているのか。これまで、答申等を通じてその要因があげられてきた

が、なかでも本稿は、社会においてますます他者と良好な人間関係を構築する力が求められている

諸状況に注目する。 

その理由は、次の三つにまとめられる。第一点目として、いずれにしても子どもたちは、就学期

間を終えて社会に出ることがあげられる。社会に出れば、自分一人だけで仕事を進めることは稀に

なり、仕事の質・量の両面において他者との協働が求められる以上、人間関係を構築する力が必要

になる。第二点目として、子どもの発達過程における学校教育の位置づけとその役割があげられる。

特に、現在9割以上の子どもが進学する高等学校まで視野に入れるならば、子どもたちは6歳（幼

稚園から含めるならば 4 歳）から 18 歳までという長期にわたって学校に通うことになる。その期

間の長さだけでみても、人間関係の構築において学校教育が果たす役割には無視できないものがあ

るのである。そして最後に第三点目として、人間関係を構築する力が全教育活動において培われて

いることがあげられる。新学習指導要領において掲げられた「主体的・対話的で深い学び」、具体的

には対話［グループワーク］の重視はその証左と言える。 

以上を総合すると、進路指導・キャリア教育を中心に学校の教育課程を編成する効果が浮かび上

がってくる。すなわち、①近年における社会及び子どもの実態に基づくものであること、②学習指

導要領の目指す能力観（特に人間関係構築）に沿うものであること、③学校の全教育活動を貫く視

点を有していること、以上三点があげられるのである。 

諸実践を比較検討したところ、これら三点をカバーする諸実践として、関東地方に所在するＡ中

学校の実践が示唆的であることが見出された。以下、Ａ中学校の掲げた「伝え合い、つながり合う

活動」を参照することで、学校の教育活動全体を通じたキャリア教育の展開について検討していく。 

 

 

１. 学校教育における子どもの進路決定からみたキャリア教育の課題 

 

（１）日本の学校教育における進路指導・キャリア教育の変遷 

子どもの進路決定において学校の果たす役割は大きい。いや、両者は切っても切り離せない関係

にある。現代ではそのような印象をもたれる方が多いことと思う。 

だが、日本の歴史を振り返ると、学校において子どもの進路決定に関わる取り組みがなされ始め

たのは、大正時代の末期になってからであった。つまり、明治初期に近代教育制度が発足してから、

50年を経て子どもの進路決定に関する組織的な取り組みが学校で開始されたわけである。以下、子

どもの進路決定における学校教育の役割に焦点を定める形で、日本の学校教育史に時期区分を見出

してみたい 1）。 

記録を辿ると、子どもの進路決定に関する初の実践は、大正12（1923）年に東京府赤坂高等小学

校でなされたことが見出される。それを契機として東京や大阪など大都市に所在する高等小学校に

拡大した実践は、その2年後の大正14（1925）年に日本全体での取り組みへと結びついた 2）。進路

決定における学校教育の役割が本格的に位置づけられたのは、さらにその2年後であり、それ以後
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子どもの進路決定に関する取り組みは「職業指導」と呼ばれるようになった 3）。その主たる目的は、

第一次世界大戦に起因した好景気が停滞した時代状況の中で、子どもに就職先を紹介（後に上級学

校への進学指導）することにあった。以上のように学校において子どもの進路決定に関する取り組

みが開始・拡充された時期を、日本の学校教育における進路指導・キャリア教育の第Ⅰ期と位置づ

けておく。 

そのような職業教育の枠組みが大きな転換を見せたのは、戦後であった。学校教育全体を包含す

る民主主義的教育の実現を目指し、戦時下における国家主義的教育の払拭と職業教育の目的・目標

の拡大がなされていった。特に注目すべきは、「学習指導要領職業指導編」（試案）に見出される。

そこでは、従来行われていた就職先の紹介あるいは上級学校への接続のような「直接的な」職業指

導を超えて、個々の職業・職種に関する理解や職業選択に資する能力の獲得といった目標が掲げら

れた 4）。このように、子どもたちによる職業選択の自由が尊重されたこと、そして日本の現状と職

業の現状及び動向を基にして職業・職種に関する理解が目指されたことは、子どもの進路決定の転

換点とみなされる。これを進路指導・キャリア教育の第Ⅱ期と位置づけておきたい。 

 次なる転換は、子どもを取り巻く社会状況の変化に伴って生じた。特に、昭和32（1957）年に出

された中央教育審議会答申「科学技術教育の振興方策について」の中で「進路指導」という名称が

用いられたことは、子どもたちの進路決定において、就職先の紹介よりも上級学校への進学が主た

る位置を占めるようになったことを物語っている 5）。 

それに加えて、昭和44(1969)年に出された「中学校学習指導要領総則」等を端緒として学校教育

における取り組みにいっそうの体系化がなされた点も特徴的である。すなわち、①教育活動全体を

通じた進路指導の実施、②それを補充・深化・統合する場としての特別活動（当初は特別教育活動）

の設定、以上 2点が明示されたのである 6）。教育課程における進路指導の位置づけが現在にまで引

き継がれていることを踏まえるならば、ここにあげた変革は進路指導・キャリア教育の第Ⅲ期と位

置づけることができよう。 

 さらに、昭和末になると、進路指導の目指すところにさらなる拡大が見られるようになる。特に、

受験学力の獲得に傾斜した進路指導を超えて、人としてどのように自分を見つめ自分の人生をつく

っていくことが大切であるかということに関して焦点が当てられてゆく。なかでも、昭和62（1987）

年に出された教育課程審議会答申「幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善

について」（いわゆる「在り方生き方答申」）及びそれを基に作成された中学校及び高等学校学習指

導要領は注目に値する。この前者の中で用いられた「人間としての在り方生き方」という言葉を通

じて、①進路決定と各教科・各領域の学習との広い結びつき、及び②（現在のキャリア教育に通じ

る）職業選択と人間としての生き方の双方に関わる進路指導の理念が確認できるからである。以上

の通り、子どもの進路決定が「人間としての生き方」を含むものであることが示された時期を進路

指導・キャリア教育の第Ⅳ期としておく。 

 以上を通じて、日本における子どもの進路決定に関する取り組みを四つの時期に分けることがで

きた。教育課程上の枠組み変更という点では、これに第Ⅴ期を追加する向きもあるかもしれない。

平成11（1999）年以降の公的文書では、新たに「キャリア教育」という名称が用いられているから

である。 

だが、子どもの進路決定における学校教育の役割に焦点を定め、表1の通り整理してみると、キ
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ャリア教育のねらいは発展・拡充されてきた従来の諸実践に即したものであるという見方も成り立

つのではないだろうか（表1参照）。 

 

表1 日本における子どもの進路決定に関わる諸施策の変遷 

 就職先の紹介 進学のための指導 職業観の獲得 全教育活動における指導 

第Ⅰ期 

1920年代～ 

1940年代半ば 

〇 〇 × × 

第Ⅱ期 

1940年代末～ 

1950年代末 

△ 〇 〇 × 

第Ⅲ期 

1950年代末～ 

1980年代末 

△ 〇 

△ 
（昭和33年版では「農
業」「工業」「商業」「水
産」と「特別教育活
動」、昭和44年以後は
「特別活動」において） 

△ ⇒ 〇 

第Ⅳ期 

1980年代末～ 

現代 

△ 〇 〇 〇 

 

表1は、主に学習指導要領の内容を手がかりとして、「就職先の紹介」「進学のための指導」「職業観

の獲得」「全教育活動における指導」の四項目に関する記載の有無をまとめたものである。あくまで

も全体像を把握するための概略的な整理に過ぎないが、学校教育で行われているキャリア教育がい

かなる変遷を経て現在の形に至っているかについて確認できる。時代を経るにつれて、進路指導・

キャリア教育の内容が段々と拡充・深化していっていることがうかがえるはずである。以上を小括

すると、“個別の職業／就職先／進学先に偏ることなく”、“職業それ自体に関する理解の獲得”を目

指すとともに、さらに“具体的な学習を学校の全教育活動を通じて行う”ことを掲げているものと

して、キャリア教育を位置づけることができる 7）。 

 

（２）今後取り組むべき進路指導・キャリア教育の課題 

 先の通り、日本の学校教育における進路指導・キャリア教育の変遷を整理してみると、現在取り

組まれているキャリア教育は、種々の面で従来の課題を乗り越えるものとして位置づけられること

がうかがえる。だが、その一方で、さらなる拡充・深化が求められる項目が見出されるのも事実で

ある。 

中でも、文科省［文部省］等によって示された文書からみて、今後いっそう精力的に進められる

項目は表 1の右端に据えた「全教育活動に指導」であるといえる 8）。その取り組みの手順あるいは

枠組みに関しては、以下の通り、望月が文科省等の諸資料に基づき行った整理が示唆的である 9）。 

 

①日々の教育活動をキャリア教育の視点で「つなぐ」 
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②教育活動にキャリアの要素を「注ぎ込む」 

③特定の教科が教育活動の「要」となる 

 

①は、各教科・各領域におけるキャリア教育の実践を「つなぐ」ことに焦点を定めたものである。

特定の教科・領域をつなぐ方法もあれば、全教育活動をつなぐ方法もあるが、その「結び目」には

キャリア教育の掲げる目的（例えば、人間関係の構築や働くことの意義、社会の支え合い等）ある

いはその目指す能力があげられることになる。②は、各教科・各領域の学習活動をキャリア教育と

して培われる能力を基に構成するものである（具体的には、人間関係の構築を目指す場合には、各

教科におけるグループワークの充実を図るといったことがあげられる）。③は、キャリア教育の掲げ

る目的あるいはそれの目指す能力を特定の教科・領域を要にして行うものである。 

 さて、ここで検討しておきたいのは、これらの相違点である。いずれも、学校の全教育活動にお

いてキャリア教育が展開されることに変わりはない。だが、その位置づけは大きく異なる。特に、

本稿の「はじめに」で示した通り、子どもの立場から学校の教育活動を捉えようとしたときにその

違いが顕著に見出される。すなわち、②や③は、各教科・各領域においてキャリア教育の掲げる目

的やそれの目指す能力の一端を見出すことはできるものの、学校教育の全体像を俯瞰しようとする

場合には十二分に力を発揮するものではないのである。 

 特に子どもによる学びの全体像の獲得に焦点を定めたとき、最も注目したいものとして①があげ

られる。だが、そのように各教科・各領域をつなぐキャリア教育の実践の在り方が提唱される一方

で、例えば文部科学省等のあげる実践例は、個別の教科・領域をつなぐものであり、学校の教育活

動全体をキャリア教育の視点で構築したものではない。つまり、子どもが学校の全教育活動を包括

する視点を得る上では、やや課題が認められるわけである。 

  

 

２． A中学校におけるキャリア教育実践の検討 

 

そのような視点から、本稿では学校の教育活動全体をキャリア教育の視点で包括した実践例の収

集に努めた。それも特に、当該学校に在籍する子どもの実態に即して学びの全体像獲得を目指す取

り組みを見出すことを目指した。 

以上の方針に基づき全国の諸実践を参照したところ、関東地方に所在する A中学校の実践が見出

された。A中学校の実践は、一般的に各学校で作成されているキャリア教育の全体計画の主旨を超

えて、各教科・各領域における日々の教育活動のすべてをキャリア教育の視点でつなぐ教育課程を

編成し、それを実行した点が特徴的である。さらに重要な点として、その「つなぐ」視点に同校の

生徒の抱える具体的な課題が据えられていたことがあげられる。 

A中学校の実践を参照することにより、キャリア教育ならではの取り組みの再確認と今後のさら

なる発展への示唆が得られることが期待される。以下、同校の諸実践について検討していきたい。 

 

（１）生徒の実態を踏まえた教育課程の編成 

 まずはじめに、子どもの進路決定を巡るＡ中学校の課題認識について押さえておきたい。A 中学
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校は、平成23（2011）年に出された中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業

教育について」等の公的文書を基にして、現代日本の抱える子どもの進路決定に関わる諸課題とし

て、少子高齢化、産業・経済の構造的変化、雇用の多様化・流動化等をあげている。さらに、厳し

い就職状況の中で生じる若者の早期離職の要因として、人間関係を構築する力の低下や、コミュニ

ケーション能力の不足、意志決定の困難さ、自己肯定感の欠如等をあげた上で、それらを生む一因

が人間関係形成・社会形成能力の不十分さにあることを示している。 

 以上の通り、子どもの進路決定に関する諸課題を把握する土台として、日本の若者一般に関わる

総論を提示した後、同校の生徒の課題として次のような記述を行っている 10）。 

 

本校の生徒は，主体的に学校行事の企画・運営を行い，縦割り班による体育祭の実施等，異年

齢間の交流を通して，様々な行事にも積極的に取り組んでいる。しかし，これらの活動の中で，

自己表現が苦手なため友人関係を上手に築くことができない生徒が見られるとともに，キャリ

ア教育に関するアンケート調査でも，コミュニケーション能力が不足しているという分析結果

が出た。このことから，本校の生徒においては，仲間と協力して学ぶ楽しさを知り，他者との

つながりを意識して活動に取り組む姿勢をもたせることが必要であり，「人間関係形成・社会

形成能力」を基盤としたキャリア教育の推進が，未来を切り拓くために重要であると考えた。 

 

ここには、教師側からみた同校の生徒の課題として「自己表現が苦手なため友人関係を上手に築く

ことができない生徒が見られる」があげられている。これが先に掲げた若者一般に通じる課題と符

合するものであることは見ての通りであるが、さらにその課題の主たる要因と目される生徒の実際

の姿があげられている点が注目される。 

ここではさらに、引用文の冒頭に述べられている内容から察するに、従前より同校では人間関係

形成・社会形成能力を培う取り組みが行われていた点に注目しておきたい。すなわち、「生徒による

主体的な学校行事の企画・運営」「縦割り班による体育祭の実施」「その他行事における異年齢間交

流」といった同能力の発現と認められる状況が種々の場面でうかがえるにもかかわらず、そこに一

定の課題が見出されているわけである。 

 このことから本稿が注目したいのは、人間関係形成・社会形成能力の獲得にさらなる可能性を追

求した同校において、通常行われている学校行事における生徒の活動実態のみでは、その達成は不

十分であるという見解が保持された点である。同校の実践を参照する意義は、その点にある。すな

わち、在籍する生徒の課題を見出した上で、さらなる能力の獲得をいかにして成し遂げようとした

か、それにあたって同校が考慮した点はいかなるものであったのかという点が重要である。続いて、

そのことについて紐解いてみたい。 

 

（２）A中学校における進路指導・キャリア教育の方針とその基盤 

では、A 中学校ではいかなる手順で全教育活動において進路指導・キャリア教育を実践したのだ

ろうか。ここでは、二つの視点からそのことについて迫ってみたい。一つは、子どもの実態の把握

に基づく進路指導・キャリア教育の全体構想（以下の①）、もう一つは、授業実践の実際の展開（以

下の②）である。 
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① 子どもの実態の把握に基づく進路指導・キャリア教育の全体構想 

 Ａ中学校では、上述の通り、人間関係形成・社会形成能力を同校に在籍する生徒の課題と位置づ

けた。それは、キャリア教育を通して育成すべき「基礎的・汎用的能力」の一端をなすものである

ことは周知の通りであるが、同校が目指したのはそれらすべての育成であったことを最初に述べて

おきたい。すなわち、同校の生徒たちに人間関係形成に関わる課題が顕著に認めた上で、それを単

独で育成する教育課程の編成に努めたのではなく、あくまでも「基礎的・汎用的能力」のすべての

育成を目指したのである。 

そのためにＡ中学校が描いた進路指導・キャリア教育のデザインの最たる特質は、人間関係形成・

社会形成能力を他の3つの能力の基礎に位置づけた点にある（図1参照）11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 A中学校における進路指導・キャリア教育のデザイン 

 

図1に示した通り、本デザインに見出される顕著な点は、第一に、人間関係形成・社会形成能力を、

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を支えるものと位置づけた点

にある。このように進路指導・キャリア教育で育成すべき能力観を構築することにより、同校の生

徒の実態に即した教育活動を行えるのみならず、文科省の重視する子どもの進路決定に必要な能力

の獲得をあますところなく目指すことができる。さらに第二に、そのような能力が育成される時間

を図の両端に明示することにより、計画で終わることのない実際的な効果の目される教育課程の編

成が目指されている。 

 

② 授業実践の実際の展開 

 そのように構想された進路指導・キャリア教育のデザインはいかにして実際の教育活動として展

開されたのだろうか。その点において、A 中学校がまず重視したのは、以下の通り、勤務する教師

の意識を共通させることであった 12）。 

 

キャリア教育を推進するには，教師がキャリア教育の視点を踏まえた指導の充実が求められる。
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そこで本校では，キャリア教育の視点から各教科の単元を重点化し，他教科との関連を踏まえ

た体系的・系統的な指導計画を作成するとともに，目指すべき生徒の姿を明確にして指導の充

実を図ることとした。 

 

学校の全教育活動を通じた進路指導・キャリア教育の実践は容易に行えるものではない。特に、各

教科・各領域の学びの特性の強い中学校にあっては、実践前における理念・目標の統一が重要であ

ることがうかがえるはずである。その具体的な手立ては、「教師によるキャリア教育の視点の確認」

と「目指すべき生徒の姿の明確化」に見出される。以上がおろそかにされた場合、学校の全教育活

動における実践は十分な効果を発揮しない恐れがある。学校全体を通じた事前の取り組みの重要性

を押さえておきたい。 

 さらに、A 中学校の特質は、各活動に携わる生徒の姿を念頭において計画が立てられている点に

も認められる 13）。 

 

また，キャリア教育の視点を生かした指導として，生徒が仲間と協力して学ぶことの楽しさを

知る経験を重ね，生徒同士のつながりを深められるよう，グループでの学び合いを実践するこ

とにした。さらに，ボランティア活動や小中連携等，教育活動全体に視野を広げ，地域，学校

間のつながりも深めていくこととした。 

 

具体的な手立てとしては、「グループでの学び合い」等が示されているわけであるが、重要なことは、

そのねらいとして「生徒が仲間と協力して学ぶことの楽しさ」に注目されている点があげられる。

特に、人間関係を構築する力の獲得それ自体を目的とするのではなく、「楽しさ」を知るための手段

としてそれを位置づけている点が注目される。そのような視点が教師のみならず生徒にも共有され

ていることで、同校における主体的な取り組みの基盤形成に結びついたと目される。 

 最後に、学校の全教育活動における進路指導・キャリア教育の実際について参照してみたい。本

稿では、A 中学校において作成された種々の資料のうち、キャリア教育年間指導計画を取り上げる

こととする（特に第1学年のものに注目する）。 

 この度参照している実践事例では、第一に、進路指導・キャリア教育を柱として全教育活動が編

成されていること、第二に、人間関係形成・社会形成能力の育成が中心に据えられていること、以

上を主たる要因とする形で、特別活動の重要性が際立っていることが認められる。とりわけ役割を

担ったものは学級活動である。人間関係形成・社会形成能力の育成が目指されている以上、これは

当然の帰結であるとはいえ、A 中学校の作成した年間指導計画では、まず年度当初の時点で子ども

たちによる人間関係構築の基盤を形成し、それを通じてすべての月において最低1つの教科・領域

で同能力の育成が目指されている点が秀逸である。 

 以上の取り組みの結果として、A中学校の第1学年の教員のまとめの中で、「各教科の授業実践の

中で、グループでの学び合いを教師が積極的に取り上げたことで、生徒の協力する姿、生徒同士で

サポートする姿が多く見られるようになった」及び「係活動や当番活動等においても、互いに協力

して素早く準備・片付けが行うことができるようになり、人間関係形成・社会形成能力を高めるこ

とができた」という成果が報告されている 14）。 



打越・宮本：学校教育全体を通じた進路指導・キャリア教育の展開 

 - 315 - 

 

 



茨城大学全学教職センター研究報告(2021) 

 - 316 - 

その成果は、生徒に対して行われたアンケートにも表れている。一例として、質問項目「学校で

グループ活動のとき、協力して活動することができる」に関する回答結果を示すならば、以下の通

りであった（図2参照）15）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 「基礎的・汎用的能力」に関するＡ中学校でのアンケート 

（人間関係形成・社会関係形成能力） 

 

図2から確認できる通り、「とてもよくあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」「どちらかとい

えばあてはまらない」「まったくあてはまらない」という四件法で年度を変えて実施されたアンケー

トにおいて、前二者の肯定的な回答を行った生徒の数が9割を超えるという記録が示された。 

 このように、教員と生徒双方において目に見える形で成果が表れていること、課題として出され

ていることが、「卒業までの発達段階を視野に入れ、キャリア教育の視点を生かした授業展開を充実

させていく」といったさらなる教育活動の充実に向けたものであることを踏まえるならば、A 中学

校における学校の全教育活動を通じた進路指導・キャリア教育の実践は、同校の生徒の抱える課題

に符合したものであったことが認められるはずである。 

 

 

おわりに 

 

以上、本稿では、学校教育全体を通じた進路指導・キャリア教育の在り方について探究してきた。

参照したA中学校の実践は、日本の学校教育における子どもの進路決定に関する取り組みに視座を

与えてくれるものであった。同実践で企図された実践の全体的な枠組み構想に到るまでの視点や指

導計画編成上の手立てを踏まえつつ、今後も各教科・各領域における進路指導・キャリア教育の実

践について探究していきたい。 

 

 

注 

 

1) 本稿の執筆における政策の変遷に関しては、以下の書籍を参照した。佐藤史人他編著．2018．
『新時代のキャリア教育と職業指導』（法律文化社）、望月由起．2021．『学生・教員・研究者に役
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とてもよくあてはまる。 どちらかといえばあてはまる。 どちらかといえばあてはまらない。 まったくあてはまらない。
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立つ進路指導・キャリア教育論』（学事出版）． 
2）最初の法令は、大正 14（1925）年に出された「少年職業紹介ニ関スル件依命通牒」であった．

これにより、職業指導において職業紹介機関と学校が協力することが開始された。 
3）その後、昭和2（1927）年になると、「児童生徒ノ個性尊重及職業指導ニ関スル件」が訓令とし

て通達され、就職先の紹介に加えて、上級学校への進学も学校における職業指導の取り組みに含

められることになった．このように、職業指導において個性尊重が重視されるようになった背景

について、吉田は、昭和に刊行された職業行くに関する研究書を基に、「増田幸一（昭和 28 年）

は，このように大正末期から昭和初期にかけて職業指導が学校と社会で発達した理由として，①

産業能率増進の運動の活発化 ②社会生活における安全の保持 ③教育における個性尊重 ④心

理学応用部門の発展 ⑤上級学校への入学難現象の対策などをあげている」とまとめている。吉

田辰雄．2002．「わが国の職業指導の成立と展開」『アジア・アフリカ文化研究所研究年報』37，
17．  

4）「学習指導要領職業指導編」（試案）－Ⅰ総論－１．職業指導の目標には、以下の10個の目標

が掲げられている。 
 
（ａ）各種の職業および職業人についての理解をもたせること。  
（ｂ）就職および進学の機会についての理解をもたせること。  
（ｃ）労働愛好の精神および態度を養成すること。  
（ｄ）職業および職業生活における研究的態度を育成すること。  
（ｅ）基礎的職業技能および応用の能力を養うこと。  
（ｆ）個性の自覚とその伸長をはかること。  
（ｇ）適当な職業を選択する能力を養成すること。  
（ｈ）適切な相談をすること。  
（ｉ）適切な就職指導をすること。  
（ｊ）適切な輔導をすること。 

 
当時中学校の職業科において行われた指導の理念について、一点補足しておきたい。同文書に

掲げられた目標の一つに「職業一般についての理解」があげられている。これを踏まえると、

（ａ）にいわれる「各種の職業および職業人についての理解をもたせること」は、子ども一人ひ

とりが取り得る“現実的な”進路に限られた職業のみを意味するものではなかったことが認めら

れる。 
その証左として、昭和26（1951）年に出された「学習指導要領一般編（試案）改訂版」に

は、「中学校の生徒の大部分は、学校を終ると直ちに実務について、あるいは家事を助け、ある

いは、産業・経済の一部を担当するのであるから、その実務について学んでおくことはきわめて

たいせつなことである。しかし、中学校の程度では生徒の経験の範囲も狭く、個性もまだ正確に

わかっていないのが普通であるから、生徒の生活経験を広め、職業に対する適性を発見させる意

味が重要視されなければならない。したがって必修の時間においては、農業とか工業とかいう名

前にとらわれないで、ある程度まで広い範囲の仕事について学ぶ必要がある」と記されている。 
また、説明の枠組みを新たなものとしつつも、同様の内容が昭和32（1957）年に出された「中

学校学習指導要領職業・家庭科編」（特に、第3章 職業・家庭科の内容－第6群）にも示され

ている。 
以上を踏まえると、「試案」で示された理念は、現在のキャリア教育の目指す職業そのものに関

する理解と全く異なる次元にあるものではなく、同一線上に位置するものと目される。 
5）昭和33（1958）年版中学校学習指導要領では「農業」「工業」「商業」「水産」と「特別教育活動」
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において、昭和44（1969）年版以後は「特別活動」において子どもの進路決定に関する学習内容

が取り上げられている。学習指導要領において、昭和末に至るまでの間（本稿でいうところの第

Ⅲ期）は、職業それ自体に関する理解に重点が置かれない形が取られている。 
6）昭和24（1949）年における文部省通達「新制中学校の教科と時間数の改正について」における

特別教育活動の位置づけ、さらには昭和33（1958）年・昭和35（1960）年における学習指導要

領改訂を経て、進路指導の主体は特別活動（特に学級活動）において実施されるようになった． 
7）キャリア教育がこのような機能を備えるに至った背景については、平成16（2004）年に出され

た「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」他、幾多の論者の論考に表

されている。具体的には、①近年における就職・就業を巡る変化、②若者の勤労観の変化、③生

活状況の変化に集約される。 
8）本稿では、国立教育政策研究所生徒指導研究センター．2009，「キャリア教育って結局何だ？：

自分と社会をつなぎ、未来を拓くキャリア教育」及び文部科学省．2011．「中学校キャリア教育の

手引き」（教育出版）を参照した。また、中学校のキャリア教育が、職場体験に特化されてしまっ

た傾向を指摘し、進路指導・キャリア教育のさらなる発展のために全学年でのカリキュラム・マ

ネジメントの取り組みの重要性を強調する立場も認められる。それについては、以下を参照。日

本キャリア教育学会編．2020．『新版 キャリア教育概説』（東洋館出版社），80-85． 
9）望月、前掲書、95-101． 
10）茨城県鹿嶋市立平井中学校．2012．「生徒一人一人の未来を切り拓くためのキャリア教育の在

り方～伝え合い、つながり合う活動の実践を通して～」（研究紀要），1．なお、本稿で参照した同

校の実践は平成23、24年に行われた実践である。必ずしも新しくない実践を取り上げた理由は、

本文に述べた通り、現在のキャリア教育にも示唆的であることにある。また、他の理由として、

同校の実践が平成25年度キャリア教育優良学校、文部科学大臣表彰を受賞していることにある。

その教育実践上の意義については、キャリア教育優良教育委員会，学校及び PTA 団体等文部科

学大臣表彰「平成25年度「キャリア教育優良教育委員会，学校及びPTA団体等文部科学大臣表

彰（第 7 回）」推薦理由」（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1342366.htm）

を参照。 
11）茨城県鹿嶋市立平井中学校，前掲，2． 
12）同上． 
13）同上． 
14）茨城県鹿嶋市立平井中学校，前掲，20． 
15）茨城県鹿嶋市立平井中学校，前掲，35．なお、同論文によれば、アンケートの調査日は、第1
回目が平成23年11月18日、第2回目が平成24年7月17日、調査対象は、第1回目が同校の

生徒334名、第2回目が294名であった。 


