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平成23年度の「学びの提言」で着目したのは「持ち味」。「持ち味」を大切にしながら

キャリア教育を進めていくことについて，話しました（図１）。

図１

図２

Ⅰ はじめに －昨年度の「学びの提言」より－
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例えば，ふるさと教育のような秋田県教育の「持ち味」や，秋田県の児童生徒の「持ち

味」など，様々な「持ち味」に気付き，生かし，伸ばすあきた型キャリア教育，すなわち

「校種を貫き，一人一人の持ち味に寄り添うキャリア教育」，「教室の中だけではなく，

教室の外でも生涯にわたって一人一人の持ち味が輝くキャリア教育」，「一人一人のキャ

リア発達にふるさと秋田の持ち味が息づくキャリア教育」を推進することで，持ち味を大

切に自ら未来をひらこうとする高い志を育てることを提言しました（図２）。

そして，未来をひらく第一歩を踏み出すに当たり，各学校や先生たちがそれぞれの「持

ち味」を生かして取り組めることとして，家庭・地域等とヨコのつながりを強める手立て

を「発信」，学年間・校種間を貫いてキャリア発達を共有するタテのつながりを強める手

立てを「蓄積」として提案し，総合教育センターとしても，ホームページや研修講座等で

の情報の「発信」や，各学校の推進状況の「蓄積」に努めてきました（図３）。

図３
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１ 成果

平成24年度は，前年度以上に教育活動の柱としてキャリア教育を掲げる学校が多くなり

ました。総合教育センターのキャリア教育に関わる研修講座を受講する先生たちの姿も，

たいへん熱心なものでした（図４，５）。

さらに，本県において，東北地区中学校進路指導研究大会も開催され，小学校の県大会

と併せ，提案性のある授業提示や研究発表がありました（図６）。

また，校内研修会でキャリア教育の推進を取り上げる学校も増え（図７），キャリア教

育と向き合い考える機会や，実践・交流の機会が多い１年になりました。

図４ 図５

図６ 図７

Ⅱ 秋田県のキャリア教育 －平成24年度の推進状況－
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平成24年３月30日の，総合教育センターキャリア教育プロジェクトのホームページ（図

８）開設以来，平成25年２月１日現在アクセス数は1,420件に上り，キャリア教育への関

心が高まってきていることが分かります。

４月は，１年の始まりということで，「全体計画や年間指導計画作成」の参考にするた

め，８月は，「校内研修会等夏季休業中の研修」を進める参考にするため，11月は研究大

会や授業研究会の時期ということもあって，「情報収集」のために，という閲覧理由が多

くなっています（図９）。

図８

図９
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また，総合教育センターを会場に，平成23年に引き続き２回目の開催となったキャリア

教育推進フォーラムには，県内ほぼ全ての学校，教育機関が参加し，積極的な意見交換が

行われました。このフォーラムに参加した425校の先生方に「キャリア教育に関するアン

ケート」に協力いただき，64.7％（275校）から回答が集まりました（図10）。

平成24年度の，各学校におけるキャリア教育と関わらせた取組は，特に総合的な学習の

時間，行事，学級活動において，70％を超える学校で推進されています。また，各教科や

道徳も計画立案が進み，実践に向けて進んでいることが分かります（図11）。

図10

図11
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さらに，キャリア教育に取り組

んでみて，「児童生徒にとって有

意義である」「望ましい進路指導

ができそうな期待感がある」とい

う，肯定的な回答が３分の２に上

りました。

しかし一方で，「分かりにくい」

「未知数である」「いずれ忘れ去

られる」という，否定的な意見も

28％あり，課題も見えてきました

（図12）。

２ 課題

図13はキャリア教育を推進する上で課題と思われる項目です。「キャリア教育に関する

アンケート」では，この中から１番目の課題と２番目の課題をうかがいました。

小学校では，「プログラムの開発及び設計」と「教員間の共通理解」が多い結果でした

（図14）。同じく中学校でも，「教員間の共通理解」と「プログラムの開発及び設計」（図

15），高等学校では，「教員間の共通理解」と「職場体験等の受け入れ先の確保」（図16），

特別支援学校も同様になっています（図17）。

図12

図13
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どの校種も共通して，まずは「教員間の共通理解」が，キャリア教育推進上の課題であ

ることが明らかになりました（図18）。

図14 図15

図16 図17

図18
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では，何を共通理解したらいいのでしょう（図19）。

平成23年11月に国立教育政策研究所より，パンフレット版の「キャリア教育を創る 学

校の特色を生かして実践するキャリア教育」が示されました。この２～３ページに「ＰＤ

ＣＡでみるキャリア教育推進状況チェックシート」が掲載されていますが，例えばこのよ

うなものを活用しながら，まずは，自校の立ち位置を共通理解する必要があります（図20）。

図19

図20
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自分たちの学校は，今，目標

設定や計画立案の段階（Plan）

にあるのか，それらを基に実践

を進めていく段階（Do）にある

のか，それらを振り返り評価す

る段階（Check）にあるのか，改

善・充実を図る段階（Action）

にあるのかを共通理解し，そし

て，その段階に必要な研修内容

を共通理解しなくてはなりませ

ん（図21）。

これは，平成24年度の総合教育

センターのキャリア教育に関わる

所内，所外の研修講座を活用した

66校の，研修前後のキャリア教育

推進状況の変容です（図22）。４

段階評価の平均値について研修前

後を比較すると，全ての項目にお

いて，研修後の数値が高くなって

います。

さらにその変容幅だけをグラフ

に示すと，「教員の意識向上，共

通理解」「年間指導計画作成や見

直し」「体験活動の充実」につい

て変容幅が大きくなっているこ

とが分かります（図23）。

研修がキャリア教育を推進す

る上で効果があるのは言うまで

もありませんが，特に県内各校

種の課題である「共通理解」に

関して，大きな成果を上げてい

るという部分に注目することが

できます。

図22

図21

図23
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図24は，自校の立ち位置を共

通理解した後，Planの段階の校

内研修会を実施して，共通理解

を図った例です。

４月，キャリア教育担当が作

成した全体計画を基に，キャリ

ア教育そのものについての理解

も含めた校内研修会を行い，自

校の方向性を確認して，７月の

校内研修会では，全体計画を踏

まえて，キャリア教育年間指導

計画を作成しました。全学年が研

修会として一斉に行ったところ

に，「共通理解」として意義があ

ります。夏休み明けから学校全体

としてDoの段階に歩みを進めまし

た。

平成24年度はこのような校内

研修会が多くの学校で行われま

した。

図25，26は，Doの段階で共通

理解を図った例です。

由利本荘市立由利小学校では，

キャリア教育の方向性や計画に

いて，すでに校内での「共通理解」，

さらには小・中学校の「共通理解」

が図られていることを踏まえて，

６月の校内研修会では振り返りカ

ードの実践例紹介，７月には小・

中学校の情報交換の研修会が実施

されました。夏季休業中（８月）

の校内研修会では，１学期の成果

と課題を振り返るとともに，児童

の振り返りについても情報共有す

る機会を設定したとのことです

（図25にある「ドリームファイル」

図24

図25

図26
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についての詳細は後段で）。

Checkの段階を経て，またPlanの段階に立ち戻って実践を積み重ね，11月に行われた研

究会では，授業提示，実践報告等，１年間のキャリア教育のヤマとなる研修を設定しまし

た。そして，12月，２月に児童の変容を見て，Action，そして次年度のPlanへとつながっ

ていきます。

図27はCheckの段階で共通理解

を図った例です。

男鹿市立船川第一小学校では，

すでに前年度内に作成済みだっ

た全体計画と年間指導計画を４

月に再検討した後，キャリア教

育の実践が動き始めました。指

導案へのキャリア教育の視点の

明記，キャリアノートの活用時

期や方法等についての共通理解

等を踏まえて蓄積してきた実践

を，１月の校内研修会において，

全学年から発表することで，全職員で１年間の成果と課題を共有し，Action，そして次年

度のPlanへとつなげました。

自校の立ち位置を「共通理解」し，その立ち位置に応じた研修によって，全体から部分

へと，さらにきめ細かく共通理解は進んでいくものと考えます（図28）。

図27

図28
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そしてもう一つ，大切にしたいのが「持ち味」の共通理解です。自校の持ち味，先生た

ちは共通理解しているでしょうか。そして，その持ち味に愛着をもち，誇りに思っている

でしょうか（図29）。

例えば，「昨年もこの地域素材

を使ったから」「このゲストティ

ーチャーを招いたから」という，

授業づくりのスタートではなく，

「これをおいて他にはない」「こ

れこそ，我が校ならでは」とい

う自校の持ち味に，まずは先生

たち自身が愛着と誇りをもつこ

とです。そして，児童生徒も愛

着と誇りをもち，さらには，み

んなが心から持ち味を共有して

いる実感をもつこと，まずはイ

ンナーブランディングを確実にす

ることも大切です。それが自信につながり，教室の外でも「問い」を発する姿につながっ

ていくのではないでしょうか（図30）。

これまでの実践を否定し，新しいものを生み出すことではなく，そもそももっている「持

ち味」をキャリア教育の視点から捉え直し，充実を図っていくことが大切なのです。県立

秋田高等学校は，「持ち味」に気付き，生かして共通理解し，キャリア教育の歩みを進め

ました（図31）。

図29

図30
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高橋校長先生のお話です。

本校の第一目標は「品性の陶冶」で，まずは人間を育てましょうということです。

勉強も部活動も，とにかく人間を育てるためにやりましょうというのが，本校の一番

の根幹です。

本校のキャリア教育の「共通理解」においては，校歌を使っています。二番の歌詞

に「わが生わが世の天職いかに」という言葉があり，これを玄関や教室などに掲げて

います。つまり，生徒に，たえず「自分は将来何のために生きていくのか」，「その

ためには何を勉強するのか」，逆に言えば，「今勉強しているのは何のためか」を意

識してもらうのです。

本校の一番の売りは，授業を通していかにキャリア教育を進めるかということです。

教員が，（授業の中で）人生や社会について触れるなど，キャリア教育的な視点や意

識をもつだけで，（その効果が）全く違ってきます。また，生徒もそういう意識をも

って授業を受けると，（意識しないで受ける場合とは）全く違います。

キャリア教育に生かせる愛着ある「持ち味」，誇りある「持ち味」，皆さんの学校では

何でしょうか。

図31
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共通理解を踏まえた各学校におけるあきた型キャリア教育の充実のために，これからの

実践に向けて，短期的な視点から二つ提案します。

「持ち味」を大切にして進めるあきた型キャリア教育で育てていくのは，自ら未来をひ

らこうとする高い志です。それに迫る手立てとして，一つは，「持ち味を大切にした体験

活動の充実」，そしてもう一つは，「持ち味を大切にした『発信』と『蓄積』の充実」で

あると考えます。

１ 持ち味を大切にした体験活動の充実

ではまず「持ち味を大切にした体験活動の充実」についてです（図32）。

図33は，先に示した「キャリア教育に関するアンケート」から，体験活動に関わる取組

の成果についての結果をまとめたものです。

ボランティア活動や体験入学等，体験活動を取り入れることが，キャリア教育を進める

上で有効であるとする結果になっており，あえて言うまでもなく体験活動の効果は明らか

です。

図32

Ⅲ あきた型キャリア教育の充実のために

－14－

秋田県総合教育センター　平成24年度　研究紀要



これまでも，各教科等におい

て，体験活動を取り入れた学習

については，どの学校も，どの

先生も工夫しながら様々進めて

きました。それらをキャリア教

育の視点，特に，愛着と誇りの

ある，自校ならではの「持ち味」

という視点で捉えた体験活動の

充実によって，より実感を伴っ

たキャリア教育を進めていける

ものと考えます。

県内の中学校では，これまで地

域の事業所が限られていたり，

交通機関が限られていたりする

中でも，各学校の努力によって

ほぼ全てで職場体験活動が行わ

れています（図34の写真は，潟

上市立羽城中学校の職場体験の

様子）。

この貴重な校外での体験活動

を，より実感を伴ったものにす

るために，特に，事前と事後の

指導の充実が求められます。一

人一人の生徒が，職場体験に臨

む必要感をもつこと，自分の役

割と社会とのつながりを意識す

ることなど，発達の段階に応じ，

ねらいをさらに明確にして体験

活動を仕掛けていきたいもので

す（図35）。

図33

図34

図35
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事後指導において，新聞やレポ

ートの形式で振り返りをする学校

も多いでしょう。キャリア教育の

視点で，自分の「持ち味」と夢と

のつながりが実感できる振り返

り，また，自分の夢と社会とのつ

ながりが実感できる振り返り，さ

らに，社会の一員としての自己有

用感が実感できる振り返り，そし

て，自ら未来をひらいていこうと

する意欲につながる振り返りにな

るような指導でありたいものです。

そして,「持ち味」と未来がつな

がるよう，計画的・系統的にねらいと評価を一体化することが大切です（図36）。

高校生のインターンシップも，

社会の関心事です。小学校や中学

校とは違う，高校生という発達の

段階ならではのダイナミックな取

組や，専門高校ならではの，また，

進学校ならではの「持ち味」を生

かした取組によって，職業的自立

・社会的自立を目指す体験活動で

す（図37）。

図38にあるグラフは，平成24年度の県内59公立高校における，インターンシップ及び

ボランティアの計画の割合です。

インターンシップと並び，社会の一員としての自己有用感を実感する体験活動として，

ボランティア活動もたいへん有効なものであると言えます（図38の写真は，東日本大震災

の被災地である岩手県で活躍する，県立羽後高等学校の生徒のボランティア活動の様子）。

職業人という視点だけではなく，地域や社会の一員という視点は，キャリア教育を進める

上で外せません。高校生という発達の段階では，地域や社会の捉えも広がり，自分の力が

広く役に立つことを，ボランティア活動によって実感できるのではないでしょうか。

図36

図37
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２ 持ち味を大切にした「発信」と「蓄積」の充実

次に，「持ち味を大切にした『発信』と『蓄積』の充実」についてです（図39）。

図38

図39
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平成23年度は，家庭・地域等とのヨコのつながり，学年間・校種間を貫くタテのつなが

りについて，たし算のイメージで提案しましたが，これからは，より様々な角度から捉え

て，キャリア教育の歩みを効果的に進めるかけ算のイメージです（図40）。

まず，「発信」についてです。

平成23年度は，校内で自校の「持

ち味」を把握し，共通理解したら，

これを学校限定ではなく，家庭・

地域等に向けてPlanもDoもCheck

もActionも発信したいということ

を提案しました。

ＰＤＣＡをさらに効果的・具体

的に機能させるためには，家庭・

地域等からの評価や提案等を大い

に活用する，双方向的な発信であ

ることが大切になります。

また，キャリア教育が家庭･地域

・事業所等にも効果が認められる双方向的な教育活動であることも，引き続き発信してい

く必要があります（図41）。

図40

図41
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「キャリア教育に関するアンケ

ート」によると，現在は，校報や

学年通信等による発信方法が多い

状況です。これを双方向的にする

ために，返信をいただけるような

内容や，システムの工夫が求めら

れるでしょう。

また，今は少数ですが，「その

他」として，学校ホームページ，

キャリアノートの持ち帰り，地域

のイベントへの参加，廊下掲示，

外部との会議等による発信方法も

ありました。キャリア教育は，学

校だけで決して完結することはな

いので，外部とどのようにつなが

っていくのかを，それぞれの学校

の実態に応じて考えていく必要が

あります（図42）。

大仙市立協和中学校や，大館市

立第一中学校のように，ホームペ

ージに「キャリア教育」という言

葉を示す学校や，学校評価の項目

にキャリア教育を盛り込んでいる

事例も増えてきました（図43）。

ＰＤＣＡを家庭・地域等と共有

するために，学校評価をホームペ

ージに掲載している男鹿市立船川

第一小学校のような例もありま

す。

学校評価を大いに活用し，その

中で，「キャリア教育」という言

葉を積極的に用いながら，双方向

的な発信を進めていくことが大切

です（図44）。

図42

図43

図44
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続いて，「蓄積」についてです。

平成23年度は，指導要録やキャリアノート等に，キャリア発達を踏まえた具体的な活動

について記載し，小，中，高と途切れなく共有していくことを提案しました。これからは，

より「一人一人に寄り添いながら」という視点に着目したいと思います（図45）。

図46は，先に紹介しました由利本荘市立由利小学校で，共通理解を図りながら活用して

いる「ドリームファイル」です。

単なる情報の蓄積ではなく，児童

と教師との関わりや，仲間や地域

との関わりによって促されてきた

キャリア発達の足跡が，丁寧に蓄

積されています。一つ一つの活動

がうまく運んだという評価以上

に，一つ一つの活動によって一人

一人の児童生徒の基礎的・汎用

的能力がどのように変容したかと

いう評価の在り方と，その蓄積を

大切にしたいものです。

また，書き言葉として残す「蓄積」以外にも，一人一人のキャリア発達に寄り添う視点

として，形としては残りませんが，言葉掛け等の日々の「蓄積」も大切です。

図45

図46
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平成24年度総合教育センター研

修員の近藤明子先生（藤里町立藤

里中学校教諭）の研究では，目標

設定の支援や実践の見取り等にお

けるキャリアカウンセリングに着

目し，学習や生活に目標をもち実

践できる生徒の育成を目指しまし

た（図47）。

この研究も含め，第27回秋田県

教育研究発表会においては，各校

種からふるさと教育やキャリア教

育に関わる研究発表が８件ありま

した（図48，49，50，51）。

これらの研究発表のうち，「学びの提言」に続いて行われた実践交流発表４校の資料は，

次ページからのとおりです。

図47

図48 図49

図50 図51
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に か ほ 市 立 院 内 小 学 校
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鹿 角 市 立 十 和 田 中 学 校
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秋 田 市 立 秋 田 商 業 高 等 学 校
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県 立 能 代 養 護 学 校
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高い志を育てるあきた型キャ

リア教育は，各学校，各地域，

そして秋田県全体の「共通理解」

のもと，オール秋田の先生たち

の手によって歩みを進めます。

さらなる充実のために，総合教

育センターも引き続き力になっ

ていきたいと思います。

目指すは，「持ち味」を大切

にし，自ら未来をひらこうとす

る高い志をもった児童生徒の姿，

そして，その児童生徒を育てる

高い志をもった私たち教師の姿

です。

キャリア教育に終わりはありません。教師として歩む道を選んだ私たちは，一人一人の

児童生徒に寄り添い，時に少し先を歩いたり，後ろから見届けたりしながら，この道を邁

進していきたいものです。

Ⅳ おわりに －ともに高い志を－
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研究協力校・協力者

今年度の提言をまとめるに当たり，次の皆様からご協力をいただきました。

【教育委員会】

秋田県教育庁高校教育課

秋田県教育庁義務教育課

潟上市教育委員会

【学校等】

由利本荘市立由利小学校

男鹿市立船川第一小学校

潟上市立羽城中学校

藤里町立藤里中学校

大館市立第一中学校

大仙市立協和中学校

県立秋田高等学校

県立羽後高等学校

【研修講座等の受講者】

学校支援講座

キャリア教育推進研究講座Ⅰ・Ⅱ

キャリア教育推進フォーラム

中学校新任進路指導主事研修講座

参考文献

教育基本法 平成18年改正

学校教育法 平成19年改正

教育振興基本計画 平成20年

秋田県教育委員会（2011）あきたの教育振興に関する基本計画

秋田県教育委員会（2012）キャリア教育推進フォーラム資料・アンケート

秋田県教育委員会（2012）平成24年度学校教育の指針

秋田県教育委員会（2012）高等学校用キャリアノート（例）「My Memory」

秋田県教育委員会（2012）小・中学校用わか杉っ子のキャリアノート「あきたでドリーム

（AKITA de DREAM）」

秋田県総合教育センター（2012）研究紀要43集（平成23年度研究紀要）【学びの提言】
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国立教育政策研究所（2009）「自分に気付き，未来を築くキャリア教育」－小学校におけ

るキャリア教育推進のために－ （小学校教員向けキャリア教育推進用パンフレット）

国立教育政策研究所（2009）「自分と社会をつなぎ，未来を拓くキャリア教育」－中学校

におけるキャリア教育推進のために－（中学校教員向けキャリア教育推進用パンフレッ

ト）

国立教育政策研究所（2010）「自分を社会に生かし，自立を目指すキャリア教育」－高等

学校におけるキャリア教育推進のために－（高等学校教員向けキャリア教育推進用パン

フレット）

国立教育政策研究所（2011）教育委員会向けキャリア教育支援資料「キャリア教育の更な

る充実のために －期待される教育委員会の役割－」

国立教育政策研究所（2011）小・中・高等学校における基礎的・汎用的能力の育成のため

に「学校の特色を生かして実践するキャリア教育」

国立教育政策研究所（2012）キャリア教育をデザインする「今ある教育活動を生かしたキ

ャリア教育」－小・中・高等学校における年間指導計画作成のために－

中央教育審議会（2011）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答

申）

広島県教育委員会（2008）わたしのキャリアノート～夢のスケッチブック

福井県教育委員会（2011）私の夢カルテ

文部科学省（2008）『小学校学習指導要領』

文部科学省（2008）『中学校学習指導要領』

文部科学省（2009）『高等学校学習指導要領』

文部科学省（2009）『特別支援学校学習指導要領』

文部科学省（2010）『小学校キャリア教育の手引き』

文部科学省（2011）『中学校キャリア教育の手引き』

文部科学省（2011）『高等学校キャリア教育の手引き』

文部科学省（2010）『生徒指導提要』

文部科学省・国立教育政策研究所（2012）平成24年度全国学力・学習状況調査【 小学校 】

報告書

文部科学省・国立教育政策研究所（2012）平成24年度全国学力・学習状況調査【 中学校 】

報告書
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センター研究 １ 

高い志を育てるあきた型キャリア教育の充実のために 
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