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第27回 秋田県教育研究発表会資料

学習や生活に目標をもち実践できる生徒の育成

－ 中学校学級活動とキャリアカウンセリングを連動させた取組 －

総合教育センター研修員

藤里町立藤里中学校 教諭 近藤 明子

学級活動では学習や生活における新たな目標を考える場面があるが，それが実践に結び

付かない生徒も少なくない。そこで，この目標を具体的な行動目標にし，達成への動機付

けを強め実践できるようにする手立てとして，学級活動に続きキャリアカウンセリングを

行った。またその効果をより高めるために，キャリアカウンセリングはグループ単位で実

施した。この取組を通して，生徒たちは自ら設定した行動目標を実践できるようになると

ともに，キャリア教育で育成したい基礎的・汎用的能力の特に自己理解・自己管理能力を

高めることができた。

キーワード：キャリアカウンセリング，自己効力感，グループ，自己理解・自己管理能力

Ⅰ 主題設定の理由

キャリア教育の推進とともに，生徒のキャリア発達を支えるキャリアカウンセリングの充実が説か

れている。「中学校キャリア教育の手引き」（文部科学省2011）では，「キャリアガイダンスとキャリ

アカウンセリングは密接不離の関係にあり，これらを相互に関連して計画的に行うことに意義がある」

と述べている。

一方，本研究の協力校であるＦ中学校第２学年（31名）は，自分のすべきことに対して前向きに考

え主体的に行動することを苦手とする生徒が多いことが，諸調査から明らかになった。

そこで本研究では，日々の学習や生活に具体的な行動目標をもち，それを実践できる生徒を育てる

ために，学級活動とキャリアカウンセリングを連動させた指導を試みた。中学校の学級活動では自己

理解を踏まえた上で学習や生活における新たな目標を考える場面がある。その学級活動に続き，その

時の気持ちや普段の自分の考え方，こんな自分になりたいという思いを語り，自己理解を深め，そし

て具体的な行動目標について意志決定するキャリアカウンセリングを行った。

このような学級活動とキャリアカウンセリングを連動させた指導を行えば，生徒一人一人が，自ら

の目標を達成しようとする意欲を高めることができるのではないか，ひいては目標達成に向けて実践

できるようになるのではないかと考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究仮説

学級活動とキャリアカウンセリングを連動させた指導を行うことにより，学習や生活に具体的な行

動目標をもち，それを実践する生徒を育てることができるのではないか。

Ⅲ 研究内容

１ キャリアカウンセリングを効果的に行うための手立て

(1) 自己効力感（self-efficacy）とグループの活用

バンデューラ(1997)は，自己効力感とは「自分には予測される状況を管理するのに必要な行動を計

画したり実行したりする能力がある」という信念であり，これが「人間の動機と達成に著しく寄与し

ている」としている。また自己効力感を強める要素として制御体験，代理体験，社会的説得，生理的

・感情的状態の四つを挙げている（図１）。生徒たちが目標を設定し，その達成のために行動するに

はこの自己効力感を強めることが大切と考える。特に代理体験と社会的説得では他者との関わりが大

きく影響することに注目し，本研究ではグループ単位のキャリアカウンセリングを行うことにした。
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もちろんこれは，話合いで各自の目標を決めるとい

うものではない。友達の話により自己理解を深めると

ともに，「こんなふうにしたら頑張ることができたよ」

とアドバイスを受けることで「自分もやればできる」

と思うようになるのではないか，選択肢が広がること

で自らの可能性に希望を見いだせるのではないか，そ

して実践に向けて勇気付けられるのではないか。この

ようにキャリアカウンセリングの効果を一層高めるた

めのグループの活用である。 図１ 自己効力感を強める四つの要素

これらのことを踏まえ，グループによるキャリアカウンセリングでは次の手立てを講じた（表１）。

表１ 自己効力感を強めるためのグループのよさを生かす手立て

グループ編成 自己開示しやすい関係にあるもの同士を，日常の観察により判断し，教師が編成する。

開始時
グループで行うねらいを明示する。
○ 具体的でほどよい困難さの目標を本人が決定できるようにアドバイスし合おう。

カウンセリング
他の生徒の考えや成功例を引き出すような問いかけをする。【代理体験】
○ 他の皆はそんな時どうしてる？ ○ 皆で△△さんによいアイディアを出してあげよう。

終了時 本人が目標を設定した後に，メンバーから励ましのメッセージを送る場を設定する。【社
会的説得】

(2) グループによるキャリアカウンセリングの主な質問や言葉がけ

宮城(2004)は，キャリアカウンセリングの最も重要な機能は 表２ 自己理解が必要な６項目

自己理解の支援であるとし，具体的に６項目を挙げている（表

２）。学校でのカウンセリングは一度で全項目に触れることは難

しいので，テーマに合わせた的確な質問が大切である。鈴木（2

000）は，相手の自発的行動を促すための技術として，相手から

答えを引き出すポイントや会話例を提示している。またR.E.ホ

ワイト(2004)は，目標を達成するために相手が行動を起こすよ

うな質問や問いかけを紹介している。これらの先行研究から，

在りたい自分の姿を思い描いたりよりよい方法を考えたりでき

るような質問や言葉がけを選び，他の生徒の考えを引き出す質問と合わせてキャリアカウンセリング

の流れを構成した（図２）。

図２ グループによるキャリアカウンセリングの主な質問や言葉がけ

２ 題材と基礎的・汎用的能力の関連

Ｆ中学校第２学年で「中学校キャリア教育の手引き」

を参考にキャリア教育アンケートを行ったところ，キャ

リア教育で育てたい基礎的・汎用的能力のうち，「自己

理解・自己管理能力」に関する項目で肯定的回答が少な

く，自分のすべきことに対して前向きに考え行動するこ

とが苦手な生徒たちの様子がうかがえた。そこで本研究

では，この「自己理解・自己管理能力」と関連性が高い 図３ 題材と基礎的・汎用的能力の関連
題材を扱うこととした（図３）。 参考：実業之日本社「中学生活と進路第２学年」

ａ 自分は何をしたいのか，どうありたいのか，そしてそ
れは何故か（欲求と動機）

ｂ 自分は何に興味・関心があるのか，何が好きなのか
（興味関心，嗜好）

ｃ 自分は何ができるのか，強みは何か・ 弱みは何か，
自己特性はどこにあるか（能力，才能，強み・弱み，
特性，スキル，知識，経験）

ｄ 自分は何を大切にしながら働きたいのか，生きてい
きたいのか（価値観）

ｅ 自分の役割と責任は何か，何を周囲から期待されて
いるのか（役割・責任・期待）

ｆ 上のａ～e をふまえて，自分は具体的に何をすべきか，
行動すべきか （行動計画）

• 成功する体験であり，四つの中で最も自己効力感
に影響を及ぼす。

? ※過去に同じか，似たようなことをうまくやれた。

制御

体験

• 他者の行動を観察することで自己効力感は増す。

? ※同じような状況の人が努力して成功するのを見

? て，自分もできるのだと思う。

代理

体験

• 周囲の人からの励ましや言語的サポート，方向付
けを受けることも自己効力感を高める。

? ※人から「あなたならできる」と言われる。

社会的

説得

• 生理的な反応も自己効力感に影響する。

? ※リラックスや不安などの情緒状態が影響する。

生理的・
感情的
状態
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３ 学級活動とキャリアカウンセリングの連動について

生徒たちは１学期に２回の職場体験学習

を行っている。ここでの学びを生かせるよ

うに，学級活動では現在の学習や生活が将

来と結び付いていることに気付き，自分の

考え方や在り方は今のままでよいのかと模

索する場面を設定した。それを踏まえた上

で考えた目標を，キャリアカウンセリング

で吟味するとともに，現段階で考え得る選

択肢を明確にし，具体的な行動目標につい

て最善の意志決定をするようにした（図４）。

検証①，②の全体の計画は表３の通りで

ある。 図４ 研究の構想

表３ 全体の計画（検証①，②）

検証①「職業人から学ぶ～中学校生活のまん中で」 検証②「学ぶことの大切さと自分の学習」

○目指す生徒の姿～職業人として必要な資質を考 ○目指す生徒の姿～学ぶことの意義を理解すると

えた上で現在の生活や学習を見直し，目標をも ともに自分の学習習慣や学習方法を見直し，目

ってそれを実践することができる。 標をもってそれを実践することができる。

事前 自己理解を促すためのエゴグラムアンケー 事前 中間テストの際の学習方法について振り返

トを行う。 る。

学級活動 １ 職場体験の写真を見ながら，その時の 学級活動 １ 学習に関する過去のアンケートを見て

導入 ことを想起する。 導入 学習への意欲について振り返る。

展開 ２ 職場体験学習を振り返り，職業人とし 展開 ２ なぜ学ぶことが大切か考える。

て大切な資質は何か考える。 (1) 個で考える。

３ 将来を見据えて自己を振り返る。 (2) 資料をもとに班ごとに話し合う。

(1) エゴグラムから気付いた自分のよいと (3) 考えを発表し合い，学ぶ意義とその意

ころや改善したいところをまとめる。 義の多様性について理解する。

(2) 理想の職業人像と現在の自分を比べ， ３ 自分の学習習慣や学習方法で改善した

生活や学習で頑張っていく目標を考え い点やもっと努力したい点を考え，新

る。 たな目標をもつ。

終末 ４ 教師の話を聞く。 終末 ４ 教師の話を聞く。

放 課 後 ５ キャリアカウンセリング（１グループ 放課後 ５ キャリアカウンセリング（１グループ

50分前後，のべ５日間） 50分前後，のべ４日間）

事後 振り返りの活動～実践できなかった原因を 事後 振り返りの活動～実践できなかった原因を

考えたり目標を見直したりする。 考えたり目標を見直したりする。

Ⅳ 検証と考察

１ キャリアカウンセリングの実際 □展開３(1)エゴグラムから気付いた自分のよいところや改善したいところ

(1) 自己理解の深まり

図５の生徒Ａは，学級活動展開３(1)の段階で自分

の内面の弱さと向き合っている。キャリアカウンセ

リングでも，「今の私，積極的じゃなかったな，残念 □展開３(2)生活や学習で頑張っていく目標

だったなと思うのはどんな時？」「具体的にはどんな

ことができるかな？」等の問いかけに，「分かってい

るけど他の人の反応を見てから挙手している。」「自 □カウンセリング後に設定した目標

分はあまり積極的じゃないので少しずつでもできる

ようになりたい。」「挙手したいけど挙げない。もど

かしい。」と，他の人の反応を気にしたり間違いを恐 図５ 検証①での生徒Ａの記述より
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れて消極的になったりする自分を素直に語っていた。最後に設定した目標に「人の反応を気にしない

で失敗を恐れずに」という言葉があるのは，自分の弱さを克服したい気持ちが表れている。またカウ

ンセリング後には「今まで話せなかったことが話せてやる気が出た。」と記述している。自己を語る

機会を得たことで実践への意欲を呼び起こしたのではないか。

(2) 目標の具体化

学級活動で考えた目標は，本人の力に合っていな □展開３ 学習習慣や学習方法の目標

かったり抽象的だったりする場合がある。図６の生

徒Ｂも，当初の目標に「効果的な勉強法」「工夫して」

とあるものの具体的な考えには至っていない。「自分

のどんな姿を想像しているのかな？」「本当に必要な

こと，やれそうなことは何だろう。」と問うと，本人 □カウンセリング後に設定した目標

からは付箋紙やメモという言葉が出された。そこで

「付箋紙はどうやって使う？」「メモを取るとはどう

いうことかな？」と問いかけたり，他のメンバーに

アドバイスを求めたりして，本人が新たなことにチ 図６ 検証②での生徒Ｂの記述より

ャレンジする自分の姿をイメージできるようにしていった。最終的に生徒Ｂは，新しい試みを具体的

に挙げるようになった。

２ キャリアカウンセリング後の実践への意欲

キャリアカウンセリング後のアンケートでは，「目標達成に向けて実践しようという意欲は高まり

ましたか」という質問に対し，検証①と②では題材が異なるもののほぼ同じ結果を得た（図７）。学

級活動とキャリアカウンセリングを連動させた取組により，意欲を喚起することができたと考えられ

る。生徒たちは次のような感想を述べていた。

・決めたことをしっかりとやり，少しでも変わるようにしたい。

・今までは克服しようとだけ思って実践しなかったけど，今回の面談で

改めて考えることができたし，意欲が高まったのでよかった。

・自分の目標が分かったし，その目標が達成できるものだということも

分かった。

・やっぱり今でも勉強は嫌いだけど，今日の面談でいつもよりちょっと

頑張ってみようかなと思えた。 図７ 実践への意欲

３ グループを活用した効果

キャリアカウンセリングでグループを活用した効果に

ついて確認したところ，肯定的回答が多かった（図８）。

【質問項目】

ア 友達の話によって，自分の考え方や普段の行動など

について理解を深めたり，新しく気付いたりするこ

とがあったか。【自己理解の深まり（キャリアカウ

ンセリングの効果）】

イ 友達の話によって，今の段階で自分ができそうなこ

との選択肢が増えたか。【選択肢の広がり（キャリ

アカウンセリングの効果），代理体験】

ウ 目標を最終決定するとき，友達の話は参考になった

か。【代理体験】

エ 最後の友達からの励ましのメッセージで，目標に対

する意欲が高まったか。【社会的説得】 図８ グループに関するアンケート
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本研究のグループ編成は自己開示のしやすさを優先し，人間関係を考慮したものにしている。検証

②のように題材が学習に関する場合でも，生徒の感想は「英語が苦手だったけど得意な人に勉強方法

を教えてもらうことができてよかった。逆に僕は数学のことを教えることができてよかった。」「自分

の話以外でも，『なるほど』とか『やってみたい』と思ったものがありました。」とあり，グループは

うまく機能したと考える。なお，題材に対する個々の状況や発言の得手不得手等，他の観点も加味す

ることにより，グループの効果はさらに生かされると考える。

４ 目標設定後の実践の様子

検証①ではキャリアカウンセリングのおよそ１週間後

に，目標達成に向けて実践できているか確認した（図９

上）。実践できていない生徒たちは「目標が具体的にな

っておらず行動に表すことができなかった。」「いざとな

ると困難度が高かった。」と述べている。このような生

徒たちも成功体験を得るには，振り返りと目標の修正を

長い期間で複数回行うことが必要だったと感じた。

そこで検証②ではキャリアカウンセリングの１週間後

と２週間後に実践の確認（図９下）と個別の支援を行っ

た。

実践している生徒たちからは，今回の取組を今後の生 図９ 目標設定後の実践の様子

活や学習に生かしたいという前向きな感想も見られた。

・私は，今回苦手なことに挑戦しました。今まで，得意なことを伸ばしていこうとか苦手なことをやってみよう

としても，できないことが多くありました。今回目標を立てて実践してみて，苦手なことに積極的に取り組も

うという意識が出てきたし，実際にできるようになったのでよかったです。このことは続けられるようにして，

勉強だけではなく，部活動などでも苦手なことに挑戦していきたいです。

・今回の取組で休日の時間の取り方を改善できたと思う。勉強の時間を長くして，集中して勉強できた。少し，

間に遊びや休憩の時間を入れたので，より継続して勉強することができ，自分なりにまとめて勉強すること

ができた。テスト勉強や長い期間の休みにこの経験を生かして勉強に取り組みたいです。

一方，実践していない生徒たちには，その理由として二つのタイプがあった。一つ目は，キャリア

カウンセリングで高まった意欲が持続しない場合である。このような生徒には，「目標を書いて机周

辺に貼る」のように実践するための工夫について考えるよう促したり，キャリアカウンセリング後も

声をかけ励ましたりして，こつこつと継続していけるような支援が必要と感じた。二つ目は，設定し

た目標が本人にとって難しかった場合である。このような生徒には，振り返りの段階で目標を修正す

る機会をもった。このように，キャリアカウンセリングやその事後において，生徒一人一人の状況に

応じた支援が必要と考える。

また，図９において検証①の１週間後と検証②の１週間後を比較すると，検証②の方が実践の状況

が思わしくなかった。キャリアカウンセリング後には意欲が高まっていても，苦手意識のある題材で

は実践することに困難が伴うという様子がうかがえる。また，１週間後より２週間後の方が実践の状

況が向上しており，振り返りの活動が動機付けの強化につながったと思われる。題材によっては，意

欲を維持するために学級全体への働きかけを工夫する必要があると考える。

５ キャリア教育で育てたい基礎的・汎用的能力の変化

前述のキャリア教育アンケートにおいて特に低かった「自己理解・自己管理能力」の変化を確認し

たところ，忍耐力やストレスマネジメントに関する項目⑤「気持ちが沈んでいる時や，あまりやる気

が起きない物事に対する時でも，自分がすべきことに取り組もうとしていますか」については，７月

→検証①後→検証②後で徐々に伸びている（図10左）。

一方，前向きに考える力や主体的行動に関する項目⑥「不得意なことや苦手なことでも，自ら進ん

で取り組もうとしていますか」については，７月より向上が見られるものの，検証①後に伸びて検証

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１週間後

検証①

実践している

どちらかというと実践

している

どちらかというと実践

していない

実践していない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２週間後

１週間後

検証②

実践している

どちらかというと実践

している

どちらかというと実践

していない

実践していない
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②後で下がっている。検証

②は生徒たちにとって苦手

な題材で，前述の通り目標

設定後の実践の様子が検証

①の時より思わしくなかっ

たことと関連しているので

はないだろうか。 図10 基礎的・汎用的能力の変化

また，「人間関係形成・社会形成能力」の，他者の個性を理解する力に関する項目①「友達や家の

人の意見を聞くとき，その人の考えや気持ちを受け止めようとしていますか」にも向上が見られる（図

10右）。キャリアカウンセリングをグループで行ったことで他者を受け入れ共感することの大切さを

実感したと思われる。

これらのことから，学級活動とグループによるキャリアカウンセリングを連動させた取組は，キャ

リア教育の基礎的・汎用的能力を育むための方策の一つになり得ると考える。

Ⅴ 成果と課題

１ 成果

・学級活動とグループによるキャリアカウンセリングを連動させた取組により，目標達成への動機付

けを強め，その結果生徒たちは実践することができていた。そして今後の生活や学習に生かしたい

という前向きな姿勢も見せていた。

・キャリアカウンセリングをグループで行うことにより，自己理解の深まりや新しい気付き，課題に

対する自己効力感の高まり等が見られた。

・キャリア教育で育てたい基礎的・汎用的能力の，自己理解・自己管理能力の向上が見られた。２回

の検証がこの能力につながるような展開だったので成果が現れたと思われる。本研究の取組は，基

礎的・汎用的能力を育むための方策の一つになり得るものと考える。

２ 課題

・グループによるキャリアカウンセリングで目標達成に向けて意欲が高まっていても，その持続性に

は個人差があるので，生徒一人一人の性格や状況に応じた言葉がけや励まし等の支援が必要である。

また題材によっては学級全体に対する働きかけも工夫する必要がある。

・振り返りの段階で目標の修正を行ったが，大切なのはキャリアカウンセリングの段階で自分に適し

た困難度の目標を設定することである。自己理解を深める手立てについて，更なる研修が必要だ。

・学級活動の授業をした週にキャリアカウンセリングを行ったグループに比べ，翌週に行ったグルー

プは，目標に取り組もうとする意欲が若干低くなっていた。学級活動とキャリアカウンセリングの

一連の取組はなるべく短期間で実施することが望ましい。学級活動の授業を週の初めに行いグルー

プ間の時間差を小さくする工夫や，複数の教師による学年部全体の取組等により対応したい。
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