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秋田県教育委員会委嘱キャリア教育実践モデル校事業	 

本校のキャリア教育への取組 
~ Can-Do リストを活用した効果測定とキャリアノートの活用について~ 

秋田県立由利高等学校	 
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2 年部	 教諭	 山城	 	 悠	 
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	 本校は平成 24 年度から 3 年間、秋田県教育委員会からキャリア教育実践モデル校として指定され、

普通科教育を中心に行い進学希望者が多いという状況の中で、職業社会が求める能力をどのように生徒

に身につけさせていくか、それまでの取組を見直し有効な手立てを探ってきた。本稿ではこの 3 年間の

取組を振り返り、各種行事や総合的な学習の時間に関する具体的な取組とその課題についてまとめた。

また、キャリア教育の効果測定のために独自に開発した「キャリア教育 Can-Do リスト」の実施と分析、

分析結果の活用について報告している。さらに本校のキャリア教育の中心として位置づけている総合的

な学習の時間をはじめ 3 年間の高校生活のあらゆる場面で利用する「由利高校版キャリアノート」の開

発に至る背景と活用の実際についても触れている。3 年間の種々の取組から本校が抱える課題を明確に

することで、本校生徒が職業社会で必要とされる能力を身につけ、確実なキャリア発達を成し遂げるた

めの指導体制確立を目指すものである。	 
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１．事業指定３年間の取組	 

	 

（１）平成 24 年度	 

	 本校は創立 90 年を超える伝統校であり、地域と共に歩み、これまで多くの優秀な人材を輩出してき

た。また、運動会をはじめとする学校行事や部活動への取組も盛んで、素直な生徒が多く、目標と誇り

を持って学校生活を送っている。また、特別活動において伝統的に行われている活動を通して、良好な

人間関係の構築や時と場所に応じた振る舞いができ、基本的なルールを守りながら生活している。さら

に、多くの教員がこのような指導を日常から徹底しているとも言える。また、昨今の多様な進路希望か

ら学校が行っている進路指導は多岐にわたり、キャリア教育に関連する行事等は年度の経過と共に増加

している。そこで本事業がスタートした段階で、新しい取組を増やすのではなくこれまで行ってきた取

組を整理したり、目的や意義を再確認した上で効果的な形に再構築したりするような方向性を定めた。	 

	 事業指定を受けるまで、日常の業務では「キャリア教育」という言葉があまり出現することはなかっ

たが、モデル校に指定されたこと、県教育委員会が県内高等学校に対して全体計画の作成を呼びかけた

ことで少しずつキャリア教育が浸透してきた。本校では教育目標やこれまでの学校の歴史、生徒の気質

や進路希望、地域社会との関係などを考慮してキャリア教育全体計画を作成した。この作成で考慮した

ことはすべての教育活動がこの 1 枚の計画に含まれるようにしたことである。よって学年別の取組や目

標の他に各教科の授業や特別活動、各分掌における目標も掲載した。完成した全体計画は、すべての内

容を集約したものとなったが、あまりにも情報

量が多いため個々の教員が日常の業務において

どんなことに目を向けるべきか明確でないとい

うことが後に指摘されている。全体計画の作成

に続き、全教員にキャリア教育に取り組む目的

やその内容について共通理解を図るために、職

員会議での説明や校内でのポスター掲示なども

行った。	 

	 当初考えていた方向性であるキャリア教育に関わる学校行事や進路指導の内容などを再構築するた

めには、それらが生徒のキャリア発達にどのような効果を与えているか、どんな目的のもとで行われて

いるか、他の行事等とどんな関連性を持たせて連続性のある指導を行えているか、様々な視点から点検

する必要を感じた。例えば、本校は 9 割以上の生徒が進学希望であるが、これまで行ってきた入学時か

らのキャリア教育が進路選択にどのように影響を与え、進学先でも目標を持ち続けて取組を継続してい

るか検証したことはなかった。また、インターンシップなどの校外での活動に取り組む際に、それまで

の校内での活動がどのように影響しているか、または校外での活動がその後の校内での活動にどんな変

化をもたらしているかについても検証したことがなかった。さらに、教員は「社会で求められる力」を

個人的に捉えて、それまでの指導経験に沿って様々な場面で生徒に伝えている。しかしその力は、何に

取り組めばどんな場面で発揮できるのかということを、生徒に明確に伝えることができない暗黙知のよ

うなものである。よって生徒にとっては非常に曖昧な能力を求められていることになる。そこで生徒の
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キャリア発達を評価するための、キャリア教育の効果測定尺度として質問形式の調査ができないか考え

た。そこで、学校生活の具体的な場面を想定して、自分自身を振り返り自己評価することができるよう

なものを目指して「キャリア教育 Can-Do リスト」［資料 1］（以下、Can-Do リスト）を作成した。この

作成までの流れや作成手順、活用方法については２（３）で詳述する。この年度内に Can-Do リストを

２回実施して集計、分析を行った。	 

	 また、教員がキャリア教育に関わる行事等にどのような意識を持っているか調査するためのアンケー

ト［資料 2］（以下、教員アンケート）も実施した。学年別に、１つ１つの行事等に関して、それに取り

組むことで「キャリア発達が期待できるか」どうかを 5 段階で、自分がそれに取り組むことが「どれく

らい難儀したか」を 5 段階で評価してもらった。このアンケートの当初の目的は、それまで行ってきた

行事等の精選の判断材料とするためである。多くの学校で問題となっていることであるが、進路指導が

学年主導で行われていて、年度を重ねるたびに新しい取組が追加されていくと同時に前年踏襲の意識も

強いことから、一度始めた取組をやめることが難しい状況である。年々多忙化が進み、日々の業務をこ

なすことで精一杯になっている教員が多いことから、行事等の精選は多忙化の解消だけでなく、生徒と

向き合う時間を確保し、長期的な視野に立った指導のためにも必要だと考えられる。教員アンケートの

結果は学年別に分析し、さらに Can-Do リストの結果と組み合わせることで生徒のキャリア発達との関

連について分析した。この詳細は２（４）で述べる。	 

	 

（２）平成 25 年度	 

	 平成 24 年度は全体計画の作成、掲示物の作成や Can-Do リストの実施による効果測定を行った。校内

においてキャリア教育の必要性が認知され、その目的や内容などが教員間に周知されるという「キャリ

ア教育元年」だったと考えられる。そして平成 25 年度は、これまで行われてきたものをキャリア教育

の視点をもって計画、実践することを目指してきた。また、昨年度の課題の中に、Can-Do リストの結果

分析の活用、特に生徒自身が生活を見直し具体的な行動目標を考えるために積極的に活用する手立てが

必要とされていた。さらに、その結果を校内の行事や指導方法の修正のための材料となるような情報提

供を行うことも課題としてあげられ、その取組を行う必要もあった。次に平成 25 年度に行った取組の

中から特筆すべきものをいくつかあげることにする。	 

	 

（ア）Can-Do リストと教員アンケートの分析	 

	 前年度は２回実施した「キャリア教育 Can-Do リスト」であるが、その結果を教員対象のアンケート

（平成 24 年度 3 月実施）の結果とあわせて、5 月職員会議で報告した。教員アンケートとは、各学年で

行っている行事等について、キャリア発達に関わる期待度（観点Ⅰ）と指導する際の難儀度（観点Ⅱ）

を答えるものである。期待度が小さいが難儀度が大きい行事などは、次年度以降実施の有無や形態につ

いて再検討するきっかけとして学年部への情報提供することが当初の目的だった。	 



	 4	 

	 Can-Do リストの結果は前年度の結果

と大きく変化はなく、学年によって若干

の差異はあるものの問題視する必要が

ある項目などはなかった。主な特徴は、

学年が進むにつれて各能力の平均値は

若干増加する傾向にあること、2 年生は

１，３年生に比べると低い数値になる傾

向があるが、1 年生に比べてより現実的

な自己評価を行った結果であること、

「人間関係形成・社会形成能力」や「自

己理解・自己管理能力」についてはよい

平均値が出ているが、「課題対応能力」

はどの学年も低い平均値であること

などである。	 

	 また、教員アンケート

の結果では、学年によっ

て観点Ⅰと観点Ⅱにおい

て差異がみられた。特に

観点Ⅰでは、２年部の教

員の平均値が他学年より

も低いことが目立ち、観

点Ⅱにおいては２年部の

教員の平均値が他学年より若干高いことがわかった。これは、生徒の校外での取組や行事が集中する 2

年生を担当している教員が、指導に難儀し、苦労していること、しかしその取り組んでいることに対し

ては成果を期待できない状態であるということである。これについては、各行事等がどんなキャリア発

達を期待して行われるのかということを明らかにして、なるべく負担を軽減するような計画を作成する

ことで教員の「やらされている」という感覚を払拭する必要があることがわかった。	 

	 次に Can-Do リストと教員アンケートの結果をあわせた分析においては、学校の現状が明確にあらわ

れていた。例えば、「人間関係形成・社会形成能力」や「自己理解・自己管理能力」については、生徒

の結果も良好で、教員の結果も指導に苦労していないことがあらわれていた。これは学校行事や日頃の

授業などを通して全教員が行っている教育活動の成果が現れているのだと考えている。しかし、昨年度

の Can-Do リストの結果から生徒の弱点として浮かび上がっていた「課題対応能力」について、教員ア

ンケートの結果を分析すると教員が指導に困難を感じていることがわかった。教員アンケートの項目は

すべて行事等を対象としているので、行事等において課題対応能力の伸長を意識した指導があまりなさ

れておらず、どのように行っていけばよいかも手探り状態であると考えられる。この課題対応能力は、

授業における問題解決学習だけではなく、あらゆる行動の際の意思決定に関わるものであるから、学校

表１	 平成 25 年度 9 月実施 Can-Do リストの能力別集計	 	 

表２	 教員アンケート能力別集計	 	 
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生活の様々な部分と関連があると考えられる。しかし、身につけた知識を活用する場面を設定したり、

自分に必要な情報を収集しなければいけない場面を設定したりすることは、十分な計画と緻密な生徒観

察によって実現されることであり、中長期的なビジョンが必要となる。しかし、日々の業務に追われて

中長期的なビジョン、どのような場面で、どんな指導をするべきかという明確なビジョンを持っていな

い、または、どんな指導を行うべきか明確な方針を持っていないという現状が明らかになった。また、

2 年生の課題研究においては、課題対応能力に関わる成果が確認できたが、課題研究は 2 年生における

取組であり、これに関わる教員もごく一部であることから、課題研究における教員側の手応えがアンケ

ート結果には反映されなかったと考えられる。	 

	 このような学校が抱える問題点を提示し、今年度学校全体で改善するべき点として、「課題対応能力」

を意識した指導を、教科や分掌で検討してもらうことを提案した。前述のように、社会生活や学校生活

のあらゆる部分に関わるこの能力を伸長することは簡単ではないことから、そのミニマムモデルとして

授業の中での課題対応能力の育成に取り組むべきだと考えた。各教科の学習内容の中で、教科担任が課

題対応能力を意識した指導計画を考え、教員によって意図された状況の中で生徒は問題を発見し、その

解決策を考えたり、自分の活動や思考を振り返ったりすることができるようにさせ、授業のまとめとし

て自分たちがどんな考え方や活動ができたのかを確認して終わるようにする。このような授業という作

られた場における経験で身についた能力が日常生活でもいかされると考えたのである。さらに、全職員

でこのような中長期的なビジョンをもち、明確な意図を持った指導を行うために、総合的な学習の時間

の活用が重要だと考えている。そこで、来年度はライフプランの作成や新聞ノート作り、小論文の作成

などを１年生で取り組ませ、それに向けた組織的な指導計画を作成している。数ヶ月にわたる取組であ

ることから、数回の会議が必要になり、その中で担当者が意見を交換していくことでこれまで不十分で

あった教員側のビジョンが明確なものになっていくと考えている。	 

	 授業において課題対応能力を伸ばす取組の例として、平成 25 年度の指導主事訪問の１ヶ月前課題へ

の取組があげられる。授業改善を目的としたテーマとして「生徒の思考の深まりを促し、学び合う空間

を創造する」が掲げられた。教務部を中心として、各教科で授業のイメージを作り、数回の科会で指導

案の検討を重ね、その目的を達成できる授業づくりについて取り組んだ。授業内で思考の深まりを促す

手段として、発問の工夫、学び合いの奨励などがある。それは、問題を直接的に提示されて可能な範囲

で答えを考えるという従来の形態から、問題そのものを生徒が気づき、それに関連する知識を活用して

答えを導くという授業への変換が想定されていたからである。このような共通した目的によって各教科

で授業実践が行われ、一人一人の教員が授業改善の必要性を感じ、教科内でその話し合いがもたれたこ

とは指導力の向上に対して、さらに授業におけるキャリア教育を意識するきっかけとして大きな収穫が

あった。また、授業実践から次のような課題が見えてきた。まず、発問の仕方の一部として、情報の与

え方、事前に与える情報量について単元の内容や生徒の状況に応じて精緻に検討するべきである。また、

目的を達成させる手だてとして、グループ学習を取り入れた教科が多かったが、課題の発見ができても

個々の生徒の既習事項の定着不足により解決まで至らないことがあった。このように、自ら課題を発

見・分析してそれを解決しようとする課題対応能力を授業内で養うための取組がなされたことは学校と

しては大きな成果である。しかし、それをより効果的に行うためには基礎的な知識の定着などに目を向
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けて改善する必要があることもわかった。	 

	 

（イ）アクティブキャリア教育への取組	 

	 キャリア教育に関わる行事や授業等における取組としては、次項目でも詳細に報告するが、2 年生普

通科全員によるインターンシップ、2 年生普通科・理数科・国際科の課題研究への取組などは継続され

た。生徒が Can-Do リストを活用する新しい取組として「キャリア教育」という言葉に直接触れ、自身

の今後の学校生活をキャリア教育の視点から見直して「私の中期ビジョン」の作成を行う時間を 2 年生

2 月の総合的な学習の時間に設けた。１時間のみであるが、指導案［資料 3］を作成し、全クラスが同

じ目的で同じ内容ができるようにした。内容は、キャリア教育とは何か、キャリア教育が必要とされる

背景、社会が求める能力とは何か、などについて担任が具体的な例を示しながら説明し、由利高校で行

っているキャリア教育の内容や Can-Do リストの目的などについて触れてもらった。その後、9 月に行っ

た Can-Do リストの自身の結果を、基礎的・汎用的能力ごとに集計し、自分の能力を客観的に評価する

ために数値化した。その結果と自分の進路希望から、3 年生になるまで、あるいは高校卒業までにどん

な能力を身につけたいか、２つまであげさせて、その手だてを考えさせた。その後、グループで報告し

あい、グループの代表がクラス全体で報告することによって同じクラスの仲間がどうなりたいと思って

いるのか共有し、また、自分の考えを発表することで自分の発言に責任を持つようにさせた。生徒はキ

ャリア教育の必要性を理解すると共に、自分を客観的に分析して新しい目標を設定することができ、前

向きな意見が次々と発表されることでクラスの雰囲気も非常によい状態だったと、指導した担任からも

好評だった。これまで生徒にとって Can-Do リストは回答しっぱなしの状態になっていたので、自分の

回答を分析することで新しい目標の設定や取組を考えることにつながったことは Can-Do リストを実施

した新たな成果だと感じた。また、この取組は、教員がキャリア教育を理解し、その意識を高めるため

にも良い取組だと感じた。これまでキャリア教育への進め方を語るとき、そのための特別な時間を設け

て、特別な内容を扱うのではなく、「教育活動全体で」行うことが一般的だとされてきた。この一般論

には反するが、本校生徒にとってはキャリア教育の意義や必要性が理解できると考えられ、生徒が受け

身のまま能力を身につけることを期待するよりは、積極的に関わる場面を設けるべきだと考えた。生徒

の立場から考えた場合、パッシブキャリア教育ではなくアクティブキャリア教育の有効性が示唆された

と考えられる。	 

	 

（ウ）全教員あげてのキャリア教育への歩み	 

	 「私の中期ビジョン」の実施によって、以前から問題視されていた個々の教員のキャリア教育への意

識高揚が促されると感じられ、このような積極的な取組を生徒だけでなく教員にもさらに取り入れてい

くべきだと考えた。そこで 9 月に行った Can-Do リストの結果分析を 12 月の職員会議において提示し、

その上で全教員に自分の担当しているクラス、授業、分掌において、自分が設定した課題や目標、その

取組内容と成果などを報告してもらい、そのレポートを全教員で共有した。この段階では具体的なキャ

リア教育に取り組んでいる教員は多くなかったが、「私の中期ビジョン」の際と同様に個々の教員がキ

ャリア教育への理解を高め、その必要性を感じ、具体的な取組を考える機会となった。このレポートの
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中で複数の教員から指摘された事柄として、キャリア教育の 3 カ年指導計画、3 年間の成長・変化を振

り返るために保存するための冊子のようなもの、ライフプランの作成と発表などがあげられる。これら

は、以前から計画していた「由利高校版キャリアノート」の作成で全て解決できるため、年度末ではあ

ったがその作成に進路指導部で取り組むことになった。この詳細は次項目で述べる。	 

	 また、Can-Do リストの結果分析と全教員対象のレポートの内容から、教員の意識向上も必要だと考え

られた。この年度は、キャリア教育を実践する年度として捉えてきたが、学校全体で実践して、全教員

がキャリア教育の視点をもって日頃から担当業務にあたっているとは言い難い状況だということがわ

かった。しかし、この年度に新たに取り組んだことから、生徒はキャリア教育の必要性が理解出来る状

況にあり、自分にとって必要な能力を身につけようと目標を設定できること、教員においては、担当者

が詳細な指導案を提示することで、それに従ってキャリア教育に取り組める状態であることがわかった。

また、少ないながらも、Can-Do リストの結果を自分なりに分析して、クラス経営や学年経営を実践して

いる教員がいることもわかった。さらに、多くの教員がキャリア教育の指導計画を必要としていること

もわかった。これは、現在掲げている全体計画ではなく、生徒が高校在学中の 3 カ年において、どの時

期にどんな能力を身につけさせたいか、そのためにどんな指導をするべきかという時系列に沿ったもの

である。それと同時に、生徒の 3 年間のキャリア発達が振り返ることができるようなキャリアノートの

作成も必要である。これまでの個々の教員が行ってきた指導内容やシートを集約して、全教員が使用で

き、同じ目的を持って指導ができるものを作成することで、本校のキャリア教育のよりどころになると

考えられる。以上のように、いくつかの取組によって次年度までに準備するべきものが明確になり、そ

れを活用したキャリア教育の実践が可能になると考えられる。また、Can-Do リストの分析で前年度に引

き続いて明確な課題となった課題対応能力の伸長は継続して取り組むべきものである。ただし、これに

ついては前述の通り、特定の行事等によって短期間で生徒が身につけることができるものではないこと

から、今年度行われた授業改善の取組のように、各教科の授業において日々実践して、成功体験をかさ

ねていくことで実社会での取組に影響を与えるように意識していくべきである。	 

	 3 月には次年度の総合的な学習の時間の計画を組み直し、そこで使用するキャリアノートを作成した。

総合的な学習の時間を中心として、全教員が一丸となったキャリア教育の実施を推進すれば、各教科の

授業において教科担任がキャリア教育の視点をもって指導できるようになると期待している。	 

	 

（３）平成 26 年度	 

	 3 年目を迎え、学校全体でキャリア教育へ取り組む素地が整ったように感じた。特に前年度末から進

めているキャリアノートの作成については、急遽決定し窮屈なスケジュールで進めたにも関わらず、多

くの教員が協力してスムーズに完成を迎えた。この段階で関わっていた進路指導部員は全員がキャリア

ノートの必要性を感じ、それまで各教員が行ってきたキャリア教育のノウハウや作成してきたワークシ

ートなどを持ち寄ることで今後数年間の由利高校のキャリア教育の柱となるものを作ろうという雰囲

気があった。	 

	 総合的な学習の時間の取り組み方を見直すこととキャリアノートを作成する目的をもう一度整理す

ると次のような点があげられる。	 
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・本校のキャリア教育への取組の軸を総合的な学習の時間にしたい。	 

・多くの教員が関わる総合的な学習の時間をキャリア教育の視点を持って各教員が担当することで、教

科・科目の授業においてもキャリア教育の視点を持った授業を展開できると考えられる。	 

・総合的な学習の時間の 3 年間の計画を定め、扱う内容をまとめた冊子が必要である。	 

・キャリア教育目標や身につけさせたい能力をわかりやすく提示して、生徒だけでなく教員にも理解し

てほしい。	 

・生徒が取り組んだ総合的な学習の時間などの内容を保存し、キャリア発達の過程を生徒と教員がいつ

でも確かめることができるポートフォリオとしての役割を持たせたい。	 

・総合的な学習の時間で使用するワークシートを各学年の指導者が作成する時間を省くことで、教員が

指導する内容を理解し事後の指導に時間を割くことができる。	 

	 

	 キャリアノートの作成と同時に総合的な学習の時間の計画と実施についても改善を加えた。これまで

総合的な学習の時間は学年部が主導で計画、実施してきたが 3 年間を見通した視点、即ちキャリア教育

の視点が不足していた。そこで、キャリアノートの内容と連動させる形で各学年の年間計画を見直した。

さらに、その実施については各学年のキャリア教育担当者が中期的なビジョンを持ちながら、各時間の

指導案を作成し、実施に向けて学年部で共通理解を図るための会議を持つようにした。総合的な学習の

時間で扱う内容については、平成 25 年度 12 月の職員会議で提出した資料［資料 4］のように生徒の現

状を分析して、ライフプランの作成や新聞ノートへの取組、進路関連書籍のレポート作成、Can-Do リス

トの数値を自己分析して目標を設定する内容などを新しく追加した。12 月現在、総合的な学習の時間の

実施のために、毎時間指導案を作成して学年部会を開くことはできていないが、各学年の担当者が数週

間先の取組まで視野に入れて舵を取っている状態は、学校全体でキャリア教育に取り組むための着実な

進歩と言える。	 

	 12 月に行った教員アンケートにおいて表 3 のような意識調査を行った。対象は全職員で回答者数は

42 である。各質問に対して強い肯定を５，強い否定を１として５段階の数値で答えてもらった。	 
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質問 質問内容 平均値 分散 ４・５の割合

1 今社会で求められているキャリア教育の目的をある程度理解している 3.8 0.32 71%

2 本校の目指すキャリア教育がどのようなものかおおよそのイメージを持っている 3.9 0.36 79%

3 本校のキャリア教育について、自分の言葉で生徒に伝えている 3.5 0.65 48%

4 各学年の目標等を日頃の教育活動で意識して生徒に接している 3.2 0.60 36%

5 能力Ａ〜Ｄが生徒の日常生活のどんな行動と関連しているかイメージできる 3.6 0.79 59%

6
自分が接している生徒の能力Ａ〜Ｄがどの程度備わっているか、どう変化している
かについて直感的に、あるいは根拠をもとに判断できる

3.3 0.75 36%

7 キャリアノートを用いた総合的な学習の時間の指導は有効だった 3.8 0.75 59%

8
キャリアノートの導入によって、事前準備や事務的な仕事が減り、生徒観察や面談
等の生徒に向き合う時間が増えた

3.5 0.80 51%

9
キャリアノートに目を通すことで、自分自身のキャリア教育への理解や意欲が好転
した

3.8 0.66 61%

10 キャリア教育Can-Doリストの結果は、全体指導や個別指導に役立てることができる 3.9 0.53 74%

11 今から1年くらい前、キャリアノートのようなものの必要性を感じていた 3.5 0.74 43%

12
キャリアノートを活用した総合的な学習の時間に取り組むことで、担当教科の授業
等でもキャリア教育の視点を持って指導するようになった

3.4 0.77 45%
	 

表３	 キャリア教育に対する教員の意識調査	 	 

	 

	 

	 初めて行ったアンケートなので教員の意識がどのように変容したか比較することができないが、す

べての質問で選択肢の中央値である３を超えていることは、キャリア教育に対する意識や理解の定着が

ある程度進んでいると解釈したい。その中でも、質問１，２，７，９，１０は高い平均値である。質問

１，２，９から、キャリアノートに掲載されている「キャリア教育とは」、「由利高校が目指すキャリア

教育」、	 

「高校３年間で身につけたい能力」などのキャリア教育の理解を促すページを教員が目を通したことが

影響していると考えられ、これらの質問において２以下の回答が少ないことから多くの教員がキャリア

教育に対して理解を深めていると考えられる。また、質問１１の平均値が低いことと質問７の平均値の

高さから、キャリアノートを導入したことの有効性、質問１０の平均値の高さと４・５の回答率の高さ

から Can-Do リストに関して今後の活用が期待されていることがわかる。	 

	 逆に平均値が低い質問または４・５の回答率の低い質問に着目すると、質問３，４，６，１２は関連

があると考えられる。なぜならば多くの教員は、自分が接している生徒がキャリア教育によってどんな

状態を目指しているか意識せず（質問４）、生徒のキャリア発達がどの程度起きているか判断できてい

ない（質問６）ことから、キャリア教育が目指す内容に関する事柄を自分の言葉でかみ砕いて話したり

（質問３）自分の担当教科の授業においてキャリア教育の視点を持って指導したりできていない（質問

１２）という状況につながっている。	 

	 このような分析によって、キャリア教育に対する理解や期待は学校全体に浸透しているが、本校のキ

ャリア教育目標や目指す生徒像を意識した指導が学校全体で十分に行われているとは言えない。しかし、

質問４，６，１２の分散が大きいことに着目すると、４，５を回答した教員も多く、その教員の考え方
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や視点を他の教員と共有することで改善が図れると考えられる。	 

	 

表４	 キャリア教育に対する教員の意識調査	 	 

	 

	 また、表５のように、各学年における「身につけさせたい能力」について、どの程度達成できている

か質問した。回答方法は質問 1〜12 の回答方法と同様である。回答者数は、1 年２９、2 年２９、3 年３

０である。	 
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学年 身につけたい能力 平均値 分散

1年前期1 自分が知らない事柄にもアンテナを伸ばし、情報を収集する 3.6 1.4

1年前期2 働く意義を理解して、積極的に職業を調べる 3.7 0.9

1年前期3 ルールを理解して集団の中で行動できる 4.3 0.8

1年後期1 自分と異なる立場の考え方を理解する 3.8 0.9

1年後期2 自分の性格と進路適性をあわせて考える 3.7 0.6

1年後期3 職業や社会情勢を理解して、ライフプランを立てる 3.4 1.1

2年前期1 進路選択のために情報を活用する 4.0 0.7

2年前期2 校外の活動において適切な振る舞いができる 4.1 0.8

2年前期3 進路選択のために積極的に行動する 3.7 1.3

2年後期1 自分の役割を自覚して集団の中で責任を果たす 4.1 1.1

2年後期2 興味がある学問分野を掘り下げるための取り組みをする 3.8 0.9

2年後期3 校外の活動を通してライフプランを修正し、実現しようとする 3.6 0.9

3年1
進路実現に必要なことを自ら判断して、状況を把握・修正しながら実
行する

4.2 0.8

3年2 ライフプラン実現のために生涯を通して学び続ける姿勢を持つ 3.6 1.1

3年3 意見や立場が異なる相手から、新しい考え方を吸収する 3.9 0.9
	 

表５	 身につけさせたい能力への評価	 	 

	 

	 このアンケート結果は、本校の生徒の実態をよく表しているものといえる。1 年前期 3、2 年前期 2、

2 年後期 1 など能力Ａ、Ｂに関わるものは身についていると評価されるが、1 年前期 1、1 年前期 2、1

年後期 3、2 年後期 3、3 年 2 などのような自己実現のために積極的に考えて行動できるための能力Ｃに

関連する部分が身についていないと評価されている。特に、ライフプランの立案、修正、実現のための

取組に関する項目の評価が低いことは、進学先や就職先を決めるための出口指導に意識が向いていて、

自分の興味・関心や適性に基づいて目標を定め、その実現のために手立てを講じること、さらに次のス

テージで新しい目標を設定してその実現のための取組を継続できるような能力が身についていないこ

とを表している。	 
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表６	 身につけさせたい能力への評価	 	 
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２．キャリア教育に関わる特徴的な取組	 

（１）各学年における総合的な学習の時間の内容とその他の取組	 

	 内容	 身につけさせたい能力	 

1年前期	 適切な学科選択をしよう	 

働くとは	 

職業を知ろう	 

ＮＩＥをやってみよう	 

オープンキャンパスに参加しよう	 

職業を調べてみよう	 

職業インタビューをしてみよう	 

ＮＩＥレポートを作成しよう	 

考査に向けた計画をたてよう	 

※アカデミック講座	 

・	 自分が知らない事柄にもアンテナを伸

ばし、情報を収集する	 

・	 働く意義を理解して、積極的に職業を調

べる	 

・	 ルールを理解して集団の中で行動でき

る	 

1年後期	 小論文を書こう	 

進路適性を考えよう	 

課題研究の発表を聞こう	 

ライフプランを考えよう	 

先輩の体験談から学ぼう	 

考査に向けた計画をたてよう	 

・	 自分と異なる立場の考え方を理解する	 

・	 自分の性格と進路適性をあわせて考え

る	 

・	 職業や社会情勢を理解して、ライフプラ

ンを考える	 

2年前期	 課題研究のテーマを決めよう	 

ＮＩＥの情報を活用しよう	 

調査・報告の方法を身につけよう	 

オープンキャンパスに参加しよう	 

自分に適した学校を選ぼう	 

インターンシップの準備をしよう	 

インターンシップに参加しよう	 

課題研究の報告をしよう	 

※アカデミック講座	 

・	 進路選択のために情報を活用する	 

・	 校外の活動において適切な振る舞いが

できる	 

・	 進路選択のために積極的に行動する	 

2年後期	 課題研究の発表準備をしよう	 

課題研究の発表をしよう	 

志望校の受験方法を調べよう	 

志望理由書を書いてみよう	 

自分の学校生活を見直そう	 

関連書籍を読んでみよう	 

履歴書を書いてみよう	 

学費について調べよう	 

・	 自分の役割を自覚して集団の中で責任

を果たす	 

・	 興味がある学問分野を掘り下げるため

の取組をする	 

・	 校外の活動を通してライフプランを修

正し、実現しようとする	 
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ライフプランを考えよう	 

先輩の体験談から学ぼう	 

3 年	 ゼミに分かれて進路の準備を進めよう	 

自分に必要な情報を選択して整理しよう	 

進路実現のために行動しよう	 

進路が決まったら新しい目標をたてよう	 

仲間と協働してよりよい集団を形成しよう	 

・	 進路実現に必要なことを自ら判断して、

状況を把握・修正しながら実行する	 

・	 ライフプラン実現のために生涯を通し

て学び続ける姿勢を持つ	 

・	 意見や立場が異なる相手から、新しい考

え方を吸収する	 

表７	 総合的な学習の時間の内容	 	 

	 

	 

（２）各種行事や総合的な学習の時間における活動	 

（ア）新聞ノートの作成と課題研究テーマ設定（１〜２年）	 

この取組の目的と身につけさせたい能力について	 

	 1 年生から開始する新聞ノート作成には、3 点の目的がある。	 

（１）新聞を読むことを通して、社会の動きを知る。	 

	 朝刊は約 20 万字の文字が印刷され、前日の出来事を多くの分野にわたって把握することが可能で

ある。政治経済、国際関係、医療福祉、産業、スポーツなど、国内外の出来事から秋田県内の出来事

まで、新聞には多くの情報が詰まっている。生徒自身の興味関心に問わず、国内外の社会全体の動き

を知り、生徒に幅広い興味関心をもってもらいたい。「こんな出来事が起こっているのか。」「もっと

知りたいな。」と、今まで興味がなかったことや知らない事柄に対してもアンテナを伸ばし、新聞を

読んでいくことが目的である。	 

（２）新聞から得た情報を活用する能力を培う。	 

	 新聞記事をただ読み、社会全体の動きを知るだけでは不十分である。得た情報や知識を活用してい

かなければならない。そこで新聞ノートでは、新聞を読み記事を要約したり、記事を読んで自分自身

の意見をまとめたりする。新聞記事を読むだけで終わらせるのではなく、要約することで「文章を読

む力」、自分自身の意見をまとめることで「表現する力」を培っていくことを重視していく。また、

新聞は新聞社によって情報の選び方、記事の取り上げ方が異なる。同じ記事内容でも異なる新聞社を

取り上げ、比較することで情報を正しく見極め、「思考する力」を培っていくことを目的とする。	 

（３）新聞ノートを 2 年生の課題研究に活用する。	 

	 1 年かけて読み溜めた様々な分野の新聞記事をもとに、新聞ノートを課題研究のテーマ決定に活用

していく。新聞記事をテーマごとに分類することで、自分がどんな分野に興味関心をもっているのか

という傾向が把握できる。何もない白紙の状態から研究テーマを決定するのではなく、1 年間蓄積し

てきたものから研究テーマを決定することで、興味関心をもった状態でスムーズに課題研究へ取り組

むことができると考えられる。	 
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計画と実施について	 

（１）朝学習	 

	 新聞ノートの作成は朝学習の時間（15 分）を使い、週 2 回（8 月から月曜日の週 1 回に変更）にわ

たって新聞記事を読む計画をたてた。曜日ごとの朝学習は以下の通りである。	 

	 

	 月曜日：新聞記事（精読）→8 月から新聞記事（通読と精読）に変更	 

	 火曜日：国語	 

	 水曜日：数学	 

	 木曜日：英語	 

	 金曜日：新聞記事（通読）→8 月から国語に変更。	 

	 

	 新聞ノートの作成するにあたり、入学して間もない生徒に要約や意見を求めたり、自由に新聞記事

を選ばせたりすることは困難であると 1 年部は考えた。意見を述べさせると、生徒の主観的な意見に

なったり、感想になったりするのではないかと予想した。また、自由に記事を選ばせると、興味関心

がある分野が偏り、新しい発見や知らない事柄に対する興味関心が薄れ、新聞ノート作成の目的であ

る「社会全体の動きを知る」ことにつながらないのではないかと考えた。	 

	 そのため、1 年生の間は、生徒自身が自由に新聞記事を選ぶのではなく、教師側が選んだ同じ新聞

記事を生徒全員が読むことにした。教師が新聞記事の内容を吟味し、提示する分野に偏りが出ないこ

とを重要視した。新聞記事の内容は日本の政治経済、日本が関係する国際関係、国際的な政治、医療

看護関係、産業関係、県内のニュースなど、幅広い分野を生徒に提示した。	 

	 そして、入学して間もない生徒に始めから要約や意見を求めたり、長い文章を書かせたりはさせず、

新聞記事の情報を活用する様々な問題を教師が準備した。以下が新聞ノート作成の手順である。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜新聞ノートの作成手順（週 2 回の場合）＞	 

○金曜日（通読）	 

①新聞記事を読み、重要だと思われる文章・語句や意味が分からない語句に赤線を引く。	 

②意味が分からない語句を辞典で調べる。	 

	 

○月曜日（精読）	 

金曜日に読んだ同じ新聞記事に関して問題を解く。	 

・新聞記事の内容を要約する（箇条書きで）。	 

・新聞記事の内容のメリット・デメリットを述べる。	 

	 （例）TPP、集団的自衛権、日本国憲法改正、カジノ法案など。	 

・新聞記事の内容に関する穴埋め問題を解く。	 

・複数の新聞社で取り扱った同じ内容の社説を読み比べ、各新聞社の主張をまとめる。	 

・自身の主張を述べる。	 
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	 1 つの新聞記事をじっくり読んでいくために月曜日と金曜日に新聞の朝学習を設定した。しかし、

進めていくと月曜日に祝日や振替休日があったため、金曜日の新聞記事を読んでから次の手順に移る

までに日数が空いてしまった。また、金曜日に部活動の大会等で公欠の生徒がいると、月曜日にいき

なり問題にとりかかることになってしまうことがあった。	 

	 他教科の要望もあり、8 月から週 1 回の新聞ノート作成にした。新聞記事を読み問題に取りかかる

ことを 15 分で行うには短く、じっくり問題にとりかかることができる生徒もいれば、問題のとりか

かりが不十分であったり、新聞記事の読み込みが中途半端になったりする生徒も出てきた。	 

	 

（２）夏季休業・冬季休業	 

	 長期休みになる夏季休業と冬季休業でも、新聞ノート作成の課題を生徒に与えた。	 

＜方法＞	 

	 夏季休業中（冬季休業中）の新聞記事のうち、5 種類の記事を取り上げ、要約・意見・分析をまと

める。記事の分野は次のとおりにする。	 

	 ①「政治・経済分野」の記事	 

	 ②「国際分野」の記事	 

	 ③「医療・福祉、教育、環境、産業、科学分野」の記事	 

	 ④「秋田県内の出来事・動き」に関する記事	 

	 ⑤「進路希望」に関わる記事	 

	 新聞が手元にない生徒は、職員室前の新聞 BOX から持っていくことで対策を取った。	 

	 

＜作成要領（ノートの使い方）＞	 

	 

平成 26 年○月○日付け	 ○○新聞	 

	 

	 

	 

	 

	 

（きれいに貼り付ける）	 

	 

【記事の要約】	 

	 箇条書きでも可。	 

	 

【意見・分析】	 

※感想のみで終わらない。提言、改善点など、

根拠に基づく自分の意見を展開する。「すごい」

とか「～してほしい」とかではなく。10 行以上

書くこと。	 

（見開き 2 ページで 1 回分）	 

	 朝学習の新聞ノート作成で、様々な分野の新聞記事を読んでいるため、長期休業でも同様に多岐に

わたる新聞記事の選択を課題とした。朝学習の新聞ノートで社会の動きを知り、培ってきた基礎的な

情報収集能力や情報活用能力を、長期休業の新聞ノート作成で応用的に活かしてもらいたいと考え

た。生徒自身に新聞記事を選択させる自由を与えることで、次年度の課題研究につながる自身の興味

関心の傾向がみえてくるのではないだろうか。	 
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生徒の取組状況と変容について	 

	 生徒は非常に真面目に新聞ノート作成に取り組んでいる。金曜日の新聞記事の通読は、重要だと思

われる文章や分からない語句に線を引く活動である。4 月当初は教師の指示が徹底していなかったた

め、鉛筆で線を引いたり、文章や語句を抜き出したりする生徒がいた。しかし、新聞ノートの作成が

進んでいくうちに、線の色を変えたり、線を変えたり（傍線と波線）など、重要な文章と分からない

語句を区別する工夫を始める生徒も出てきた。一方で、週 1 回にすると 1 つの新聞記事にふれる時間

が短くなり、分からない語句に線を引き、意味を調べる生徒が少なくなった。要約や主張に必要だと

思われる重要な文章にしか線を引かなくなっていった。取りかかる時間が短くなったことで、深く新

聞記事を思考する時間が少なくなり、新聞ノートの内容が乏しくなったように感じた。	 

	 長期休業の新聞ノートの課題は、生徒によって大きく差が出た。朝学習のように、1 つの新聞記事

に全員が同じ時間取りかかれているわけではない。朝学習で培ったことを活用し、分からない語句を

調べ、重要だと思う文章に線を引きながら要約や意見を書けている生徒もいれば、ただ課題をこなし

ている生徒もいた。きちんと新聞記事を吟味している生徒もいれば、同じ日付の新聞から記事を選ん

でいる生徒もいた。朝学習の新聞ノートの取りかかり具合が、長期休業の新聞ノートの課題に表れた。	 

	 新聞ノートの作成に取り組むことで、生徒が変容した点は、以前よりも「社会の出来事に興味をも

ち始めた」ことである。現代社会の授業において、政治分野の授業を行っていると、生徒から「この

間の朝学習でやった。」「ニュースで流れていたような気がする。」といった声があがるようになった。

また、1 年部の担任は、「学級日誌の自由記述欄や気になるニュース欄の記述に変化がみられた」と話

す。今までは単なる主観的な感想であったが、社会事象を踏まえて自分の意見や主張を記述してくる

生徒も出てきた。クラスの中で「 近のニュース分からない」と学級日誌を書きにくそうにしている

生徒に対して、今まで教師がニュースを提示してきた。しかし、今では、「○○のニュースがあるよ。」

「新聞に○○があったよ。」と周りの生徒が教える姿がよく見られるようになった。	 

今後の課題	 

	 約 10 ヶ月にわたり、新聞ノートの作成したことで浮かび上がった 2 年生に向けた課題は以下のと

おりである。	 

	 

	 ①1 つの新聞記事にじっくりと取りかかる時間の確保。	 

	 ②新聞が手元にない人への対応。	 

	 

	 ①に関して、朝学習の取組にすると全員が同じ時間に新聞記事に取りかかれるが、1 回 15 分の朝学

習では時間が不十分である。一方で、週間課題にすると 1 つに新聞記事にじっくりと取りかかる時間

は確保できるが、 終日に一気に課題を片付けるなど、生徒によって新聞ノートに差が出てくると考

えられる。また、2 年生では蓄積された新聞ノートの活用し、課題研究のテーマ決定を行うため、全

員が同じ新聞記事に取りかかるのではなく生徒が記事を自由に選択する必要もある。そのため、2 年

生にむけた新聞ノート作成のありかたを考える必要がある。	 

	 ②に関して、新聞が手元にない生徒が学年にいるため対応が必要である。その対応として、長期休
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業中の課題では職員室前に新聞 BOX を設置し、そこから新聞を持っていくことした。しかし、生徒が

新聞 1 部を持っていくと、その日付の新聞が他の生徒は見られなくなってしまう。新聞を持っていく

のではなく、取り扱う記事をコピーして BOX に戻すといった工夫が必要になると考えられる。	 

	 

	 

	 

（イ）ライフプラン作成と修正（１〜２年）	 

この取組の目的と身につけさせたい能力について	 

	 1 年生から高校卒業後の進路を思い描き、進路実現に向けた具体的な行動を進めていく必要がある

と考えた。そのために、ライフプラン（人生設計）の作成を行うことにした。ライフプランを作成す

ることにより、自分自身を見つめ直すことができる。現在の自分の強み、課題、目標など自身を多方

面から見つめることで、進路実現に向けて必要なこと、やらなければならないことが浮かび上がって

くると考える。そこから、卒業までの進路実現に向けて原動力になることを目的としている。	 

	 また、ライフプランの作成が完成ではなく、クラス毎にライフプランの発表を行う。クラス全員の

前で自分のライフプランを発表することで、同じクラスの仲間がどうなりたいと考えているのか共有

し、自分の考えを発表することで自分の発言に責任を持つことをねらいとする。また、発表前に原稿

用紙に話す原稿をまとめることで、人に上手く伝えるにはどのように原稿を整えるのか思考する。発

表に向けて聞き手を意識し、練習することで「表現力」と「思考力」を養うことができると考えられ

る。	 

	 

計画と実施について	 

	 11 月下旬からライフプランの作成に取りかかった。総合的な学習の時間を使い、過去編、現在編、

未来編を 1 時間ずつ、計 3 時間の授業構成を計画した。しかし、1 年生は 11 月に学科・科目選択が決

定したことで、国際科や理数科といった各学科の来年度に向けての活動が急遽増えていった。急遽、

総合的な学習の時間の計画が変更になったり、国際科や理数科の生徒だけが授業を抜けることになっ

たりして、全員が揃わずに授業を展開することになった。そのため、全員が足並みを揃えてライフプ

ランを作成することが難しかった。学習計画が変更していく中で、計 3 時間の学習計画を実施してみ

ると、3 時間では時数が足りなかったと、各担任から指摘があった。45 分の中で見開き 1 ページの分

量を、ライフプランの発表を意識させながら具体的に記入させることは難しかった。時間が足りず記

入できない部分の対応として、次週までの課題として持ち帰らせた。しかし、課題にするとヒントを

与える教師もいなく、具体性の欠けたものになった。	 

	 ライフプランの発表に向けての原稿作りは、冬休みの課題として出している。	 

	 

生徒の取組状況と変容について	 

	 過去編のライフプランの作成は、自分を振り返る良い機会となった。しかし、生徒の中には、小中

学校時代の出来事を振り返ることに苦労している生徒もいた。この反省としては、高校入学時に中学
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校から持ってきている「中学時代のキャリアノート」を参考にすると上手く展開できたと思われる。

ただ、授業の中で、「今と全然違う。」「小中高と変わっていねぇ。」といった生徒の声が聞こえてきた。	 

	 現在編のライフプランの作成は、過去編・未来編と比べても一番生徒の手が動いていた。記憶が近

いこともあり、具体的に記入できていた中、各項目の「エピソード」と「集団活動におけるポジショ

ン」の記入に苦労していた。	 

	 将来のライフプランの作成は、生徒によって一番差が出ている。高校卒業後の進路が固まっている

生徒は、より具体的に記入できていた。一方で、なりたいもの・やりたいことなどが明確でない生徒

は、将来のライフプランの作成に苦労していた。また、ここでは 40 歳までのライフプランを作成し

た。生徒は高校 2 年生・3 年生のことや高校卒業後の進路のことなど、比較的近い将来に関するビジ

ョンは描いているようだった。しかし、20 代後半から、「～な生活をしていたい。」、「～をしてみたい。」

といった遠い将来に関する人生設計には苦労していた。	 

	 

今後の課題	 

	 大の課題は、「本校教員による計画」である。前述したとおり、1 年生の後期に次年度の学科・科

目選択が決定する。年度当初の 4 月時点に、総合的な学習の時間の年間授業計画案が出されているに

も関わらず、各学科の活動が急遽入ってくる。急な授業変更はつきものではあるが、クラスの中であ

る学科だけが抜けて全員が揃わない状況は避けたい。今年度は教員同士の意思疎通ができていなかっ

たため、本校のキャリア教育の在り方と、その計画を改めて共有していく必要がある。	 

	 

	 

	 

（ウ）インターンシップと事前・事後指導（２年）	 

この取り組みの目的と身につけさせたい能力について	 

	 

	 本校のキャリア教育では、第 2 学年を「校外で体験を重ね、進路選択に役立てる学年」と位置付け

ている。その中で「進路情報を活用して、自己の進路について具体的に考え、その実現のために行動

する」能力の育成を目指して、インターンシップに取り組んでいる。	 

	 

計画と実施について	 

	 

	 本校が位置する由利本荘・にかほ地区では、地区の 6 高校（本荘・由利工業・西目・仁賀保・矢島・

由利高校）の 2 年生が一斉にインターンシップに取り組んでいる。平成 26 年度は 9 月 2 日から 4 日

（事業所によって別日程の場合もあり）の 3 日間、地域の保育園や幼稚園、介護福祉施設、病院、商

店、地域振興局、消防署など、140 以上の事業所の協力を得て実施した。6 高校全体で 595 名、本校

では例年どおり、2 年普通科の生徒全員（115 名）が参加した。事業所との連絡や各校生徒の割り振

りなどは、持ち回りの事務局校が担当し、今年度は昨年度に引き続き本校が担当した。	 
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	 以下に、本校で実施した事前・事後指導について記す。	 

	 

【事前指導】	 

	 前年度より、事前指導が不十分であったとの引き継ぎがあり、今年度は「総合的な学習の時間」の

中で、キャリアノートに基づき計画的に事前指導を行った。なお現 2 年生は、昨年度末にも本校キャ

リアアドバイザーによるインターンシップに関する講話を聞く機会があった。今年度行った事前指導

は以下のとおりである。	 

	 事前指導①（希望事業所の調査前）インターンシップの概要や事業所選定に際しての注意	 

	 事前指導②（事業所決定後・夏季休業前）本校キャリアアドバイザーによる講話	 

	 事前指導③（実施直前） 終確認・レポート作成について	 

	 

	 事前指導①では、インターンシップの目的やスケジュールの確認を行う。事業所選定に際しての注

意点としては、例年、日常生活で目にすることの多い病院や小売店などの事業所に生徒の希望が集中

しやすいという現状を伝え、安易な選択ではなく、自分の勤労観や職業観を広げるような選択をする

よう促している。そのために、まずは「どこの事業所で活動したいか」ということではなく、「今回

のインターンシップで体験したいことや伸ばしたい能力」を意識させ、そのような目的達成にふさわ

しい職種や企業を考えさせるようにした。実際は、協力が得られた事業所の中からの選択であり、由

利本荘・にかほ地区 6 高校での人数調整も行われるので、必ずしもこの事前指導で生徒が挙げたよう

な企業で活動できるわけではないが、インターンシップ前に目的意識をもたせるよう心がけた。	 

	 事前指導②では、本校キャリアアドバイザーによる諸注意や活動時の心構えについての講話を行っ

た。講話ではインターンシップを受け入れてもらえることの有り難さや、具体的なマナーについての

話題が中心であった。就職や大学入試の面接練習が始まる 3 年生であれば、言葉遣いや態度について

多少の知識もあるが、2 年生の段階では具体的なマナーについて知る機会も少ないので、生徒にとっ

てはほどよい緊張感をもたらしたようである。講話後は、「インターンシップに参加するにあたり、

大切だと感じたこと」、「インターンシップに向けての決意」をキャリアノートに記入した。	 

	 事前指導③は、インターンシップ実施の前週に行い、持ち物やルールなどの 終確認や「活動日誌」

の説明などが中心となった。また、事後指導で取り組むレポートについても事前指導の中で説明した。

このレポートは、単なる業務報告や感想ではなく、インターンシップでの活動を客観的に振り返って

考察し、自らの進路選択に役立てることを目的とするものである。しかし、何の準備も無い状態でこ

のようなレポートを作成することは難しいと考え、事前指導の段階で振り返りの観点を具体的に示す

ことにした。振り返りの観点は、今回の体験が「自分」「社会」「将来」とどのように関わるか、考え

るものである。どのような視点で業務を体験するべきか、あらかじめ意識させ、なんとなく作業を行

うのではなく、考えながら活動に臨み、振り返りの質を向上させるねらいであったが、生徒のレポー

トを読むと一定の成果が得られたことがうかがえる。	 

	 なお、キャリアノートに 3 時間の事前指導それぞれの該当ページがあり、記録やその事前指導で考

えたことをまとめたり、振り返りを記入したりすることができる。	 
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【事後指導】	 

	 事後指導は「総合的な学習の時間」及び LHR の中で行った。	 

	 事後指導①礼状の作成（計 2 時間＋各自）	 

	 事後指導②レポートの作成（1 時間＋各自）	 

	 

	 事後指導①では礼状の作成を行った。キャリアノートで手紙の書き方について確認し、「活動日誌」

を振り返りながら、各々の体験を生かした礼状を作成した。高校入学後、形式の整った手紙を書く機

会がなかったので、生徒たちには戸惑いもあったが、正式な手紙文について学ぶ良い機会となった。

生徒が書いた礼状を、各クラスの担任と国語科で点検・添削を行って発送したが、普通科全員分とい

うことで数も多く、期間も限られていたことから教員の負担はかなり大きかった。	 

	 事後指導②はインターンシップについての振り返りレポートの作成である。こちらは、事前指導の

段階で生徒に意識させていたこともあり、取り組みはスムーズであった。ねらい通り、一通りの業務

報告にとどまるものはなく、ほとんどの生徒がこのレポートの目的を理解して記入することができた

ようである。	 

	 

生徒の取り組み状況と変容について	 

	 

事前指導では、「何のためにインターンシップを行うのか」、「インターンシップで伸ばしたい能力

や、やってみたいことは何か」など、目的意識や目標を徐々に明確にしていくことを目指してきた。

キャリアノートや振り返りレポートには次のような記述が見られ、一人ひとりが目的意識や目標を明

確にもち活動に臨んだことがうかがえる。	 

（生徒の記述より）	 

	 	 ・現在自分が目指している職業に関係のある事業所を選び、どのような職場なのか、自分の目で

見て体験するという決意で臨み、自分の適性を確認した。	 

・私は将来の夢が保育士だったので保育園を選びました。まだ確実には決められていなかったの

で、今回行くことによって決めるきっかけの 1 つになればいいと思ったからです。	 

・僕は中学生の時の職場体験で日産自動車に行きました。そこで体験したことはとてもためにな

りました。そして高校のインターンシップでは、利益を目的とする会社とは少し違うことをし

ている職場に行ってみたいと思い、由利地域振興局に行くことに決めました。	 

・自分の将来なりたい職業と全く違うところへ行き、いろんなことを知って、何か役立つことを

見つけようと今回の事業所を選んだ。	 

・自分の得意ではないことを克服するため、コミュニケーションが得意ではないので、あえて様々

な年代の人たちと関わる商店で接客に挑戦しようと思いました。	 

・今回のインターンシップは、知らない人に質問できるようになることを目標に行き、何とか実

行することができて良かったと思います。今回の体験で人に聞くことの大切さを学ぶことがで
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きたので、これからどんどん生かしていきたいです。	 

	 

インターンシップ後に行ったアンケートでは、「自分にとって非常に有益であった」「3 日間だけで

なく、もっと長く活動したかった」など、前向きな声が多く聞かれた。	 

	 事後指導の振り返りレポートでは、事前・事後指導の実施の欄に記したように、それぞれの生徒が

振り返りの観点を意識しながら活動に臨んだ成果が見られ、質の高いレポートとなった。インターン

シップでの体験が、これまでの職業観を覆し、自分自身や将来について考える良い機会となったよう

である。以下に振り返りレポートから見える主な成果を上げる。	 

	 

○自分の長所や短所、できたこと、できなかったことを確認し、自分の適性を考える機会となった。

また活動後に新たな目標を設定することができている。	 

・積極的に行動ができたと思う。部活とかでもみんなより先に行動するので、そういうことが自

分の長所なのだなと思った。	 

・自主性は自分にはないと思っていたけれど、自分から動くことができた場がいくつかあってよ

かったと思う。	 

・自分に足りない部分を見つけることもできました。自分に足りない部分とは、その作業に工夫

しようとしないところです。	 

・困ったときに進んで先生方に言うことができませんでした。	 

・初日に自分の積極性の足りなさを実感した。「好きなところを見て良い」と言われたのだが、

なかなか動けず仕事を頼まれるまで同じところに立っていることが多かった。	 

・今回のインターンシップで自分はどのような仕事に向いているのか大体分かることができまし

た。例えば自分はデスクワークより力仕事の方が向いている、などです。	 

・自分に介護福祉士は向いているかもしれないと思いました。施設の利用者さんたちはとてもお

話するのが好きな人たちばかりで、ちゃんと聞き手にまわって話を聞くことができたし、介護

の仕事は「気づかい」「思いやり」がとても大切で、私はそういったことを部活で学んでいる

ので自分にこの仕事は合っていると思いました。	 

・私は医療事務に興味があったが、向いていないと感じた。	 

・私が保育士という仕事に合っているのか不安だったけれど、インターンシップが終わり、少し

自信がついた気がします。	 

・私は「礼儀正しくする」ということと「自分の意見をしっかりもつ」ということを目標に今回

のインターンシップ先に行きましたが、このような仕事の場ではそれだけではダメだというこ

とが分かりました。一番大切なのは自分の意見を周りに“発信する”ということでした。今の

段階の私はその能力に欠けています。これからの生活で、周りに発信するということを心がけ

てやっていけるようにします。	 

○「働く」ということについての認識が深まった。また、その職業が社会の中でどのような役割を担

っているか改めて考え、職業観の醸成につながった。	 
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・責任の重さを実感しました。安定しているから公務員を目指してきたが、給料が安定している

ということは、税金をもらっているということ。職員が相応の覚悟をもってやっていることを

感じた。	 

・仕事を今まで以上に深く理解した。子どもたちと接していくなかで、3～5 歳の子どもたちの特

徴を少しつかめたと思います。でも、ただかわいいという思いだけではダメということも分か

りました。ダメなことはダメと言わないと私にとっても子どもにとっても良くないと言われ、

注意する大切さも分かりました。子どもたちが社会に出てからも大切になってくると思いま

す。保育士の人方々はそういうのも考えて行動しているんだろうなと考えたら社会で大きな役

割の一つになっていると思いました。	 

・少子高齢化の社会の中、どうしても介護や福祉は需要が多く就職もしやすいかもしれません。

しかし、だからこそこれからの社会を支えていく側の人として、「仕事だから」という理由で

はなく、一人ひとりを思いやり、心から感謝されるような仕事の仕方をしていくべきだと思い

ました。	 

・中学校は保育園、高校は自動車屋さんと、どちらも人と接する職業で仕事内容は全く違うけど

相手に対する気持ちは変わらないと思った。自分のために仕事をするのではなく、相手がいる

から仕事ができる、相手のために仕事をするということが働くとはこういうことなのかなと思

った。	 

・生きるということに直結する医療は、若い人たちがどんどん担っていかなければならないんだ

と思いました。	 

・介護施設があるから老人たちは一人にならなくて済むし、寂しくならないので、介護だけでは

なく、そういったことも含めて介護施設なのだと思いました。	 

・入院している人たちにとって「食べる」ということは、大きな楽しみの一つだと思います。そ

んな中でこの業種は本当に大切で重要なものだと思います。	 

・今までは保健師は看護師と何が違うのか分かっていなかった。しかし保健師には地域全体を支

えるという重要な役割があり、少子高齢社会には特に大事な存在だと思う。	 

・とても急いだ様子で子どもを送り、すぐに仕事に行ってしまうお母さんたちがたくさんいまし

た。そんな中、元気に友達と遊んでいる子どもたちがいました。保育園はいろんな人たちにと

って大切な居場所なんだなと感じました。	 

・利用者の立場では気付かなかったけれど、表立った仕事以外の仕事がある。	 

・表に見えていない職こそが、チーム医療には欠かせない存在だと思いました。	 

○視野を広げ、進路選択に生かそうとしている。また、学習に対する意識にも変化が見られた。	 

・私は今まで病気とたたかっている人たちと向き合う看護師のような仕事は気が向かず、一生関

わらないと勝手に考えていました。しかし、患者さんの病気や状態を理解して、一人ひとりと

向き合うことが本当に楽しそうで、考え方が変わりました。私は人と関わるのが好きな方なの

でそれを生かせる管理栄養士を目指そうと改めて決意しました。	 

・今回の事業所を選択した理由は、自分が将来この業種にはつかないからと思ったから。しかし、
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実際 3 日間のインターンシップを終えて、こういう業種にもついてみたいと思いました。自分

の勝手な想像で、自分の将来の選択肢、幅をせばめてしまっているんだと感じました。	 

・今回のインターンシップで、子どもから好かれるような先生になるだけでなく、子どもを成長

させられる先生になりたいと思いました。	 

・私は将来人と関わる仕事をしたいと思っていて、こんな風な関わり方もあるんだなとインター

ンシップで発見できました。	 

・私も将来は専門的な仕事に就きたいと考えているので、常に「学ぶ」という意識をもって仕事

に取り組みたい。働く上で自分のやるべきことを理解し積極的に行動することが大切であると

思った。	 

・大学では保育だけでなく、教育ということも学ぶことができれば、もっと子供のことを理解す

ることが出きるのではないかと思いました。	 

・地域振興局の農林部で樹高を測り、その中で sin,cos,tan が使われていたのです。将来役に立

たないだろうと思っていた学習が役に立つなんて、やはり学校での学習は大切だと思い知らさ

れました。	 

	 

今後の課題	 

	 

	 由利本荘・にかほ地区 6 高校全体に関わる課題としては、6 高校間での情報共有の効率を高めるこ

とが必要である。140 以上の事業所からの要望、各校生徒の希望を取りまとめることに例年難儀して

いるようである。また、各校における事前・事後指導の内容や時期のばらつきも指摘されている。例

えば礼状発送の時期が典型的であるが、インターンシップ後すぐに発送できた学校もあれば、本校の

ように 2 週にわたって指導したため、発送が遅れた学校もある。一つの事業所で複数の学校の生徒が

活動する場合が多いので、各事業所での混乱を避けるためにも、事前・事後指導の内容や時期などを

可能な限り統一することが望ましい。事前・事後指導の内容については、本校での取り組みを他校に

紹介していくことができれば良いと考えている。また、他校での事前・事後指導がどのように行われ

ているか、知る機会もあれば良い。協力を得られた事業所からは、希望した職種でなかった生徒は意

欲に欠ける場合もあり、指導しにくいという声があり、このような生徒をどのように活動に向かわせ

るのか、事前指導のさらなる工夫が必要である。	 

	 本校においては、事後指導について一考を要する。先述したように礼状発送の時期が遅れたが、「活

動後すぐに」という礼状の性質や、時宜を得た指導の必要性を鑑み、速やかな事後指導を行っていき

たいものである。また、振り返りレポートは質の高いものであったにも関わらず、生徒がそれを発表

したり共有したりする場が全くなかった。今後そのような機会をどのように設けるか検討する必要が

ある。	 

	 また、生徒の振り返りレポートの中で、中学校での職場体験と高校でのインターンシップを比較し、

目的の違いや働く上での共通点を見出している生徒が数人いた。これは特に指導をしたわけではなか

ったが、そのようなレポートを見て、事前指導の中で中学校での活動や体験を想起する場面を設定す
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る必要性に気付かされた。これまでの経験をふまえた上で、活動に参加させたりレポートに取り組ま

せたりすることは、校種を貫くキャリア教育という観点から、生徒のキャリア発達に大きく資するも

のであったはずである。次年度以降の事前・事後指導の計画に生かしていきたい。	 

	 

（エ）課題研究への取組（２年）	 

この取組の目的と身につけさせたい能力について	 

本校では 2 年生全員が課題研究に取り組んでいる。中核を担うのは理数科であるが、平成 23 年度

より普通科及び国際科でも課題研究に取り組んでいる。自ら課題を設定し、仮説を立て調査や実験を

行い、得られた結果を自分たちなりに考察し結論を導き出すことによって課題対応能力の伸長を目指

すものである。また、研究成果を校内外において発表することにより、プレゼンテーション能力を身

に付け、自らの進路実現へとつなげることを目的として課題研究発表会も行っている。	 

	 

計画と実施について	 

	 普通科では主に「総合的な学習の時間」の中で課題研究に取り組んだ。理数科や国際科では、「総

合的な学習の時間」に加え、「課題研究」（理数科）や「国際関係入門」（国際科）のような学校設定

科目の時間も活用し、研究に時間をかけた。なお、 終的には全ての学科で夏季休業中や放課後等を

利用した、授業時間外の生徒の取り組みによる成果も大きかった。	 

	 各科ごとの取り組みは割愛するが、以下に「総合的な学習の時間」の中での取り組みを中心に記す。

記載は実施順である。	 

	 

・新聞ノートの作成（4 月）	 

	 テーマ設定や研究に役立てるため、新聞ノートの作成を始めた。現 2 年生は昨年度新聞ノートのよ

うな取り組みはほとんど行っていなかったため、ノートの作り方からの指導となった。	 

・課題研究講話（5 月）	 

	 外部講師（ベネッセコーポレーション東北支社	 松本礼孝氏）の講話を聞き、課題研究の進め方や

その目的、意義について理解を深めた。	 

・ガイダンス（5 月）	 

課題研究講話をふまえ、11 月の課題研究発表会までの大まかなスケジュールや活動の進め方などに

ついてクラスごとに確認した。また、キャリアノートを使用しながら、研究レポートの書き方や研

究でインターネットを利用する場合の注意点等を確認したが、まだ研究が本格的に始動していない

時期であったため、実感の伴う理解には結びつかなかった。	 

・研究テーマを決める（5 月）	 

	 普通科では新聞ノートを用いてテーマ設定を行った。自分の新聞ノートの記事を分野ごとに分類

し、自分自身の興味・関心の傾向を分析することによって、テーマ設定の材料とした。記事によっ

ては複数の分野にまたがる場合もあるので、生徒にとって記事の分類作業は思いのほか容易ではな

いようであった。	 
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・グループ研究（6 月～10 月）	 

グループごとに担当者の指導を仰ぎながら研究を進めた。「総合的な学習の時間」内では、ＰＣを

使用したいという生徒が殺到し、インターネットが主要な研究方法であったようだ。なお、毎時間

活動報告書を提出させた。普通科はインターンシップのため、9 月中の「総合的な学習の時間」の

中で課題研究の時間を確保することはできなかった。	 

・中間発表会（7 月）	 

夏季休業前に中間報告会を行った。これは、中間発表会に向けて準備したり、実際に発表したりす

ることにより、ある程度研究の方向性を明らかにし、夏季休業中に生徒が自主的に研究を進めるこ

とを期して行ったものである。実際はテーマ報告会のような形になり、研究内容について具体的に

言及できたグループはほとんどなかったが、中間発表会までの時間からすると妥当な発表であっ

た。ただし、基本的な発表態度については指導が必要だということが分かった。	 

・校内発表会（10 月下旬）	 

	 各科ごとに実施した。生徒は発表するだけでなく、他班の発表を聞き、発表の態度や内容、方法な

どについて相互評価を行った。	 

・課題研究発表会（11 月 20 日	 於：由利本荘文化交流館カダーレ）	 

	 各科の校内発表会で特に優秀だと認められ、選ばれたグループは校外施設においても発表した。校

外での発表会は今年度で 4 年目となり、参観者は例年 1・2 年生全員と保護者（希望者）、来賓等で

ある。すなわち 2 年生は、1 年生の段階で一度発表を参観している。また、、近隣大学の教員や外部

有識者に講評を依頼している。	 

・報告書の作成（10 月～1 月）	 

	 研究成果をまとめた報告書を各班に提出させ、それを集約し 1 冊の冊子にした。この冊子は現 2 年

生全員に配布するほか、来年度以降の 2 年生が参考として用いることを想定している。	 

	 

生徒の取組状況と変容について	 

どの班にも共通して言えることだが、部活動等の都合により、全員が放課後に残って実験をしたり

発表の準備をしたりすることができるわけではない。そのような状況の中で課題研究発表会が近づい

てくると、放課後の作業は部活動のない生徒が中心になって取り組み、普段部活動で放課後の準備に

参加できない生徒は、部休日はもちろんのこと、ときには朝早く登校して作業を進めたり、家で原稿

や資料を用意したりするなど、自分にできることを 大限しようとする責任感の芽生えが見てとれ

た。これは、Can-Do リストの「自分ができることを進んで引き受け、責任を果たしている」、「周囲と

協力して物事に取り組むことができる」、「一人ではできないことがあるとき、周囲の友人に助けを求

めることができる」などの 2 年生の項目と密接に関わるものである。	 

また、特に理数科ではテーマ決定後、生徒が積極的に実験に取り組むようになった。方向性が見え

るまでは受身でいることが多かった生徒も、テーマ決定後は教員から指示や提案をしなくても、自分

たちで実験方法を考え、試し、試料を変えて再度試すなど、積極的な姿勢がうかがえるようになった。

また、国際科では、ある国の料理について調べたグループで、その後、他の国や料理以外のことに興
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味をもつようになったという生徒もいる。 初は、外国について扱ったテレビ番組を以前よりは見る

ようになった、気になるようになった、という程度だが、今後国際的事象への興味・関心や探究心へ

とつながることが期待される。	 

	 発表の様子や態度に関しては、中間発表会から本発表にかけて大きな変化が見られた。本発表に向

け時間をかけて準備し、教員の指導を受けたことによる基本的な発表技術の向上はもちろんだが、研

究の中で様々なことを知り、自分たちなりに考え、 終的に形にすることができたということに対し

て、各々自信をもつことができたようである。	 

	 

今後の課題	 

・テーマ設定について	 

普通科では新聞ノートの分析結果を活用しテーマ設定を行った。しかし、現 2 年生の場合は、新聞

ノートを作り始めてから記事の分類まで 1 か月半ほどしかなかったため、興味・関心の傾向が分類

結果に顕著に表れないこともあり、テーマ設定に生かせなかった場合も多いようである。新聞ノー

トの蓄積が課題研究のテーマ設定に有効であるかどうかは、入学当初より新聞ノートを作成してい

る現 1 年生の次年度以降の検証を待ちたい。	 

・研究時間の不足と教員の負担	 

	 深まりのある研究にするには全体的に時間不足であった。特に普通科は、週 1 時間の「総合的な学

習の時間」でしか活動時間が確保できない上に、9 月のインターンシップもあり、そちらの事前・

事後指導等でも時間を要することから、かなり苦しい日程となった。また、普通科 3 クラス（115

名）計 30 班を、11 名の教員で指導したが、教員 1 人あたり 3～4 グループを担当することになり教

員の負担が大きかった。そのため、一つひとつのグループにあまり手をかけられず、進捗状況の思

わしくないグループや、研究内容が浅く単なる調べ学習にとどまるグループが出てしまったことが

残念である。インターンシップは由利本荘・にかほ地区 6 高校での動きがあり、課題研究発表会は、

全県の理数科合同研修会にあわせて日程を調整しているため、どちらも日程的には大きく動くこと

はないものと思われる。このような日程が今後も引き継がれるとすれば、生徒も教員も時間不足と

いう現状の中で、普通科の課題研究をどのように位置づけるべきか、生徒にどこまで求めるか、検

討が必要である。	 

・取り組みの個人差	 	 

	 グループ単位での研究である以上、個々人の取り組みには温度差があった。全ての生徒が、自分な

りの問題意識をもち、課題解決のための情報収集や実験・検証に十分に取り組んだわけではない。

部活動の都合もあるが、一部の生徒が毎日放課後に残って取り組み、研究を進めている場合も少な

くない。全ての生徒が課題研究の目的を達成し、問題解決能力や情報発信力を身に付けるため、「や

らされている感」をいかにして払拭するか、適切な役割分担とその遂行をはじめ、引き続き工夫の

余地がある。	 

・研究方法について	 

	 実験が伴う理数科の課題研究とは異なり、実験で検証しにくいテーマが多い普通科の研究では、研
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究方法がインターネットに偏った。テーマ設定の問題もあるだろうが、研究方法の指導については

改善が必要である。当初、アンケート調査を実施したり夏季休業等を利用してインタビューにでか

けたりするように指導していたが、実際に計画し実行した班は多くはなかった。先に述べたように、

教員の負担が大きく、手をかけられなかったことも一因だろうが、アンケートやインタビューを含

めた研究計画書や実施報告書を提出させるなど、工夫が必要である。また、課題研究用の図書を購

入し図書館に置いたが、利用状況は十分とは言い難い。今年度新たに購入した図書に限らず、学校

や市の図書館の蔵書を研究に活用している姿はあまり見られなかった。課題研究用図書が十分に生

かされなかったのは、購入の時期が遅くなってしまったことが大きな原因ではあるが、インターネ

ット以外の文献調査によって研究の信憑性を高めていく必要性を理解させなければならない。	 

・発表方法について	 

	 校外での課題研究発表会において発表の仕方について指摘があった。それは、一部の生徒の発表が、

原稿に目を落としたまま用意したものを読んでいるだけで、プレゼンテーションになっていないと

いうものであった。発表会の直前まで、研究やスライドの準備が続いているため、発表練習までは

手が回っていないようである。プレゼンテーションの方法についての指導も充実させていく必要が

ある。	 

・事後指導の充実	 

	 生徒にとって課題研究のゴールは校内または校外での発表会である。そのため、発表会後に自分た	 	 

	 ちの研究成果や変容を確認し、活動を総括する機会がなかったことが、指導にあたった教員から指	 

	 摘された。キャリア発達の視点から、そのような機会を設け自己の変容を自覚することで、課題研	 

	 究はより実りある活動になるものと考えられる。	 

	 

	 

（オ）私の中期ビジョン（２年）	 

この取り組みの目的と身につけさせたい能力について	 

現時点での自分の状況を確認し、3 年生になるまで、あるいは卒業するまでにどんな能力を身に付

けたいか、キャリア発達の中期ビジョンを作成する。	 

計画と実施について	 

	 

9 月末	 Can-Do リスト（1 回目）実施	 

11/27（木）7 校時	 総合的な学習の時間	 「私たちの中期ビジョン」	 

	 

9 月に行った Can-Do リストの自身の結果を、基礎的・汎用的能力（能力Ａ～Ｄ）ごとにできる項目

の割合を算出し、自分の能力を客観的に評価する。その結果と自分の進路希望から、3 年生になるま

でに、あるいは高校卒業までにどんな能力を身に付けたいか１つあるいは２つを考え、その達成のた

めの具体的な手だてを考え、記述する。	 

その後、グループで報告しあい、代表者がグループ内の発表内容をクラス全体で報告する。グルー
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プ内またはクラス内で自分の考えを発表することによって、自分の発言に責任をもたせるようにさせ

る。また、級友の目標や手立て、進路希望を聞くことによって社会で求められる能力が職種によって

異なることを理解し、同じ進路目標を持った友人と今後協力して進路実現に取り組んでいくように促

す。	 

生徒の取り組み状況と変容について	 

	 授業の中でグループ活動を取り入れることは多いが、LHR や総合的な学習の時間の中で、自分の意

見を発表したりグループで話し合ったりするような場面はあまりなかった。普段の授業の取り組みの

成果なのか、他人の目標や意見を共有することでクラスに良い雰囲気が広がっていた。同じクラスで

も、普段は積極的に発言せず、授業中に指名してもなかなか大きな声では発表できない生徒が、前に

出て教室の後ろまで聞こえる声で自分のビジョンを語ることができたことは、自分と向き合うことで

将来の自分の姿を思い描き、その達成のために覚悟を決めたことであり、キャリア発達の瞬間をみる

ことができた。	 

今後の課題	 

	 自分が伸ばしたい能力について、よく書けている生徒も多いが、一方で漠然とした抽象的な表現で

しか書けない生徒も目立つ。伸ばしたい能力があいまいなので、当然のことながら、「そのために何

が必要か」という点についてはさらに漠然としている。Can-Do リストのチェック項目等を参照させた

り、具体的な学校生活の場面を想像させたりする他に、明確なビジョンをもたせるためのより手厚い

支援も必要なのではないか。例えば、グループでの話し合いを生徒同士に任せるのではなく、いくつ

かのテーマを与えることによって、自分の状況を客観的に考えることが出来ない生徒や具体的な目標

や手立てを設定できない生徒が、考えを深められるような手立ても必要だと考えられる。	 

	 また、この時間に設定した目標を、その後の学校生活の場面で意識する機会が必要である。	 
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（３）「キャリア教育 Can-Do リスト」の開発と効果測定	 

	 

（ア）Can-Do リストの開発	 

	 学校における教育活動であることから、その取組に対する評価を行うことが指導の改善等には必要だ

と考えられる。この場合の評価は短期的な評価と長期的な評価を用いるのが良いと考えた。短期的な評

価とは、各行事等の前後に行われてきたアンケートに取り組んだり自己を振り返る記述をさせたりする

ことであり、定性的評価を行ってきた。この定性的評価は主に担任や学年部、部活動顧問など日頃から

その生徒と接している教員が行うべきものであるが、主観による部分が大きいため、なるべく複数の教

員で一人の生徒の変容を捉えるべきである。これについては、3 年間の足跡を生徒自身が、またはクラ

ス担任がいつでも振り返ることができるようなポートフォリオ形式のものが効果的だと考えられ、後に

キャリアノートとして活用されることになった。長期的な評価とは、年に１～２回行われるもので、日

常の学校生活や行事等を通して生徒のキャリア発達の変容を測るために生徒の状態を数値などで客観

的に表すことができるものを用意して定量的評価とする。	 

	 前述のように Can-Do リストは、キャリア教育によって生徒がどのようにキャリア発達を遂げている

かを測ることを目的として作成した。「CAN-DO リスト」とは、もともとは外国語教育の領域で利用され

ているもので、「言語を用いて何ができるか」という観点から質問項目に答えることで学習目標を学習

者自身が明確に捉え、自分の習熟度を測ることができるものである。全国の中・高等学校の外国語教育

でも取り入れられていて、学習目標や到達段階は学習者のレベルに応じて設定されることから各校で自

校の生徒の状況に合わせた CAN-DO リストの作成に取り組んでいる。外国語教育で CAN-DO リストを利用

する目的とされている「指導と評価の改善」、「能力記述文の形で４技能を有機的に結びつける」、「教員

と生徒が目標を共有する」ことは、キャリア教育にも適合すると考えた。具体的には次の通りである。

各学校で特色あるキャリア教育の取組を計画的に行っているがどのような成果があるか、どのような課

題があるかを検証して、それらを次の指導の機会において改善につなげることはできていないことから、

指導と評価の一体化を目的とした CAN-DO リストを活用することは有効である。また、「〜できる」とい

う実際の学校生活に即した質問項目であれば社会で求められる力を明確に生徒に伝え、教員も共通の理

解を図ることができる。これによって、基礎的・汎用的能力を有機的に結びつけることができ、「行事

に取り組む」のではなく能力を身につけるために「行事を利用する」ことができる。さらに、質問項目

に答えることで生徒はできることによって達成感を得たり、できないことを自覚したりするだけでなく、

「〜できるようになりたい」や「〜できることを目指す」といった新たな目標が生まれ次の行動の原動

力にもなる。さらには、自律的な態度と姿勢を身につけることで、社会で継続して学び続けることがで

きるようになると考えられる。このように外国語教育で活用されている CAN-DO リストをキャリア教育

に取り入れることは様々な観点から価値のあるものだと考えられ、「キャリア教育 Can-Do リスト」とし

た。	 

	 キャリア発達を測るためのアンケートの類は前例が無く、参考にできるようなものはない状況だった

ため、本校の生徒の実情、キャリア教育への取組、地域との関わりなどを考慮し、教育目標やキャリア

教育目標、目指す生徒像と基礎的・汎用的能力を意識しながら質問項目を作成することにした。作成前
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に決めた大枠は次の７点である。	 

・	 全校生徒が理解できる平易な表現を用いた質問である	 

・	 学校生活の具体的な場面に基づいた質問である	 

・	 学年ごとに回答する項目が分かれている	 

・	 所属する学年より下位の学年の項目にも回答する	 

・	 学習、生活、特別活動、進路の 4 領域に質問が分類されている	 

・	 同一領域内の質問は、学年が上がるに従い、より高い能力を求める	 

・	 回答はできる度合いを答えるのではなく、できるかできないかを答える	 

このような大枠に従い作成したリストの項目数などは表８のようになった。ただし、能力については、

キャリアノートのＰ４［資料 7］に示しているものと同様で、Ａ：社会とつながる力、Ｂ：自分をみつ

める力、Ｃ：見つけて動く力、Ｄ：前へ進む力	 である。	 

領	 域	 
学年別項目数	 能力別項目数	 

計	 
１年	 2 年	 3 年	 Ａ	 Ｂ	 Ｃ	 Ｄ	 

scene	 1	 

学習への取り組みについて	 
6	 7	 5	 5	 5	 5	 3	 18	 

scene	 2	 

学校生活の過ごし方・人間関係について	 
5	 4	 4	 7	 6	 0	 0	 13	 

scene	 3	 

進路計画とその実践について	 
7	 6	 6	 2	 5	 4	 8	 19	 

scene	 4	 

部活動、体験活動、地域との関わりについて	 
5	 4	 4	 6	 3	 0	 4	 13	 

	 23	 21	 19	 20	 19	 9	 15	 63	 

	 

	 

各学年の項目数、能力別の項目数に量的な差があるが、学校が目指すキャリア教育の方向性や生徒像を

Can-Do リストの項目で表現することを優先したため調整はしていない。	 

	 

（イ）Can-Do リストの実施	 

	 Can-Do リストの実施は平成 24 年度には 10 月と 12 月に実施した。やや間隔が狭いと考えられるが、

前期に学校行事等が集中すること、2 年生の秋にはインターンシップや課題研究発表会などに取り組む

ことからキャリア発達が確認しやすい時期だと判断したからである。各クラスのＬＨＲで行い、クラス

担任に目的や取り組み方を記載した要項を事前に配布して、目的や回答方法を生徒に伝えてから実施し

た。目的と取り組み方は次の通りである。	 

	 

＜目的＞	 

①	 具体的な行動・考え方から、自分ができる事とできない事を明確にすることにより、社会的・職業

表 ８ 	 C a n - D o リ ス ト の 領 域 と 項 目	 	 
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的自立に向けて必要な能力（基礎的・汎用的能力）を自己評価する。	 

②	 上位学年の項目に目を向け、何ができるようになるべきかを自覚させ、キャリア発達を促す。	 

＜取り組み方＞	 

・	 自分の所属学年以下の項目に回答する。	 

・	 「できると思う」項目に○をする、「判断できない」「できないと思う」は記入しない。	 

・	 回答が終わったら空欄の項目をもう一度確認し、この後○がつくようにするべきだと意識させる。	 

・	 １，２年生は回答が終わったら上位学年の項目の項目に目を向け目的②が達成できるようにする。	 

	 

	 実施後の状況から該当学年の項目にのみ記入しているクラスや自己評価を放棄して全項目に○をし

ている生徒がいるなど、一部では指示が徹底されていなかったり生徒の動機付けがしっかりなされてい

なかったりしたようだが、生徒は概ね取り組んでいた。	 

	 この時期の反省としては、Can-Do リストの目的や内容の説明を十分に行わないまま、それが教員に浸

透していなかったことである。この Can-Do リストは生徒の自己評価を集計して分析することにも利用

しているが、生徒自身ができること、できないことを認識し、今後の学校生活における具体的な目標を

設定させることが重要である。このような目的を当初の要項には記入していなかったため、12 月の実施

の際は次のような指示も追加した。	 

このような Can-Do リストの効果を 大限生かすためには実施時の担任の指示や日頃から関連した指導

をどの程度しているかが重要であり、クラス単位で実施するとすればクラス担任によって効果に差が生

まれる可能性もある。よって通常のクラス経営において、あるいは教科指導において、学校生活のあら

ゆる場で Can-Do リストの内容を踏まえた指導を進めていくように呼びかけていくことが必要になる。

Can-Do リストはアンケート形式の効果測定であるが、回答の前後に指導して実施するだけではなく、日

頃から Can-Do リストの内容を踏まえた指導が必要であることは、キャリア教育に取り組む基本姿勢で

ある「学校の教育活動全体を通して行う」ことと同様だと考えられる。このように Can-Do リストの実

施が学校全体でキャリア教育に取り組むためのきっかけとなり、由利高校が目指すキャリア教育が浸透

する手立てと成り得ると考えている。	 

	 その後は、平成 25 年度 9 月、平成 26 年度 9 月にも実施している。	 

	 

長期休業前のＬＨＲでは、どのクラスにおいてもそれまでの期間における学校生活の総括を行い、長

期休業中またはその後の学校生活における新たな目標や課題を設定できるようなお話をされると思い

ます。そのような内容と関連付けてこの Can	 Do リストを扱っていただければと思います。	 

特に scene2,3,4 については、２年生のインターンシップ、課題研究、１年生のディベートなど、ここ

数ヶ月の学校生活と関連させることで、自己の振り返りが有意義なものになり、前回の実施時とは異

なった成果が期待できます。アンケート実施の際は、このような学校生活との関連を確認するために

いくつかの質問項目を具体的に取り上げてから、取り組ませてください。	 
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（ウ）Can-Do リストの分析と活用	 

	 実施後の分析として、「できる」とした項目数の学年別、

分野別の平均値（回答率）を表９のように求めた。これ

は初めて実施した平成 24 年度から平成 26 年度までのも

のである。	 

	 

この集計からわかることは次のような点である。	 

・能力Ａ、能力Ｂはどの学年においても能力Ｃ，能力Ｄ

よりも高い。	 

・どの能力においても 2 年生の平均値が 1，3 年生に比べ

て低い。	 

・年度に関わらず能力 C が特に低い。	 

・能力Ｃは 1 年生に比べて 3 年生が高い。	 

・どの能力も 2 年生の平均値が低いが、特に能力Ｄの落

ち込みが大きく、3 年生では回復する。	 

・全学年の平均値はどの年度においても大きな差異はな

い。	 

	 

	 この集計から、特に平成 24 年度の段階では、それまで

本校が取り組んできたキャリア教育が反映されていると

考えられた。それは、能力Ａと能力Ｂにおいて高い数値

があらわれているということである。本校では学校行事

や特別活動を通じて仲間や先輩、教員や外部の人間との

接し方、状況に応じた振る舞い、自分の役割を自覚して

行動することなどを指導してきた。そのような能力につ

いては、ある程度身についていると一定の手応えを教員

側が持っていたからである。	 

	 また、能力Ｃの低さや能力Ｄの学年による差異が目を

引く。これに関しては教員が何となく感じている由利高

生への物足りなさを表しているのではないか。例えば、

自分の進路に対する具体的な手立てを 1 年生などの早い時期に取り組もうとしない、定期考査前の学習

においては与えられた教材に対して熱心に取り組むが自分の弱点を分析したり前回の結果を踏まえて

学習に工夫を加えたりはしない、などの状況が能力Ｃと能力Ｄの低さと関連していると考えることがで

きる。	 

	 どの年度においても 2 年生の平均値が他の学年に比べて低い状態であることは、該当学年の生徒の特

徴や担当する教員の指導状況に起因するものとは言えないと考えられる。この点については検証する方

表 ９ 	 学 年 別 ・ 能 力 別 平 均 値	 
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法がないが、生徒のキャリア発達によるものでないかと考えている。Can-Do リストは生徒にとって日常

生活の具体的な状況について質問している項目が多い。その質問に対して 1 年生の段階ではできると考

えていたが、2 年生になるまでに様々な生活体験を重ねることでその質問で問うていることを自分の体

験を踏まえて、より具体的に考えることができるようになったことで「できていない」という判断を下

したのではないか。これは生徒が「この場面ではこんなことができないといけない」という具体的な場

面や行動に応じて求められている能力を理解したことを表していて、これこそが生徒のキャリア発達と

捉えられる。	 

	 Can-Do リストの結果をキャリア教育の改善に活用するためには、能力別の平均値を比較するだけでは

なく生徒の学年進行に応じた変化にも目を向ける必要がある。図 10 は平成 24 年度入学生の 3 カ年の能

力別平均値の推移である。前述した 2 年次の数値の落ち込みや能力Ｃの数値の低さがわかる。平成 23

年度入学生の 2〜3 年次、平成 25

年度入学生の1〜2年次のグラフも

同様で、どの能力もＶ字型の変化

が見られた。さらに、前述のよう

にどの学年においても能力Ａと能

力Ｂは高い値であるが、能力Ｃと

能力Ｄは低くなっている。しかし、

1 年次の段階の能力Ａと能力Ｄの

差が約40ポイントであるのに対し

て、3 年次の差が約 20 ポイントま

で縮まっている。これは 2 年生か

ら取り組んでいる課題研究などの

課題解決学習に取り組んだこと、

インターンシップなどの校外での

活動の機会が増えたこと、部活動

における 上級生としての取り組

み、進路希望達成のための個人的

な取り組みなど、能力Ｃや能力Ｄ

に関わる取り組みが 2 年生後期か

ら３年生前期に集中したことが要

因だと考えられる。各行事等と各能力とのさらに細かな関連をこの集計結果から読み取ることは難しい

が、課題対応能力とキャリアプランニング能力に関しては 2 年次から 3 年次にかけて確実にキャリア発

達を成し遂げているといえる。	 

	 次に Can-Do リストの項目毎の分析［資料 4］も行った。これは平成 25 年度に行ったものであるが平

均値が 0.50 未満の項目を網掛けとして、それが全クラスの 3 分の 2 を超えているものについて注目し

た。	 

図 1 0 	 平 成 2 4 年 度 入 学 生 の 3 カ 年 推 移	 	 
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	 一つは定期考査への取り組みについてである。「115 定期考査の前に計画を立て、取り組んでいる」や

「125 考査前の学習計画を、結果を分析して修正できる」については学年に関わらず低い数値であり、

全校でも 30％，42％である。定期考査への取り組みは日頃の学習活動を定期的に総括して新しい学習活

動への指針を与えるものであるはずが、本校の生徒は計画もたてず振り返りもしないという目を背けた

くなるような状況が明らかになった。高校における学習活動の目的は、教科の知識を身につけることや

数学的な考え方などの教科の特徴に応じた様々な能力の習得などの他に、学習を進める過程で自己の理

解状況を測る方法やスケジュール管理の仕方を学び、自分ができることや興味があることを知り現実的

な進路選択を可能とし、達成感を味わった上で社会への参加の意義を実感するなどのキャリア教育で求

められる様々な能力の育成という側面を併せ持っている。さらに、目標達成のための基本姿勢として社

会で求められているＰＤＣＡサイクルを意識させるために、定期考査への取り組みは格好の機会だと考

えられる。そこで、学校全体でこの課題に取り組むためにそれまでの考査前後の指導について振り返っ

てみた。それまでは進路指導部で作成した「進路ノート」に日常の家庭学習の記録のページがあり、担

任がそれを定期的にチェックしていた。その記録の仕方、回収の頻度、回収した際のコメントの内容に

ついては特に統一されたものはなく、各担任に任されている状態だった。さらに、その記録内容と定期

考査の結果や反省などの事後の指導とは全く関連がなく、考査後の振り返りや次のステップに関する内

容がなかった。ＰＤＣＡの「Ｄ」に関する記録のみが行われていて、「Ｐ」と「Ｃ」には取り組まれて

いなかったから「Ａ」も行われることはなかった。この課題を解決するためには、ＰＤＣＡサイクルを

意識した定期考査への対策を全校生徒に行わせる体制を整える必要があった。そこで、後述のキャリア

ノートに考査範囲、学習計画、学習記録、振り返りを行うようなページ［資料 5］を設けて全校体制で

取り組むこととした。	 

	 次に総合的な学習の時間の内容についてである。「315 社会情勢に目を向け、自己の将来と結びつけら

れる」「316 由利ゼミにおいて自分の興味・関心と関連するテーマを設定できる」や「317 現時点でのラ

イフプランのイメージがある」「326 現時点でのライフプランを具体的に説明できる」の項目の数値が低

いことから、総合的な学習の時間で扱っている内容が生徒のキャリアプランニング能力の育成につなが

っていないと考えた。それまでの総合的な学習の時間は学年部が計画し実施してきたが、3 年間を見通

した生徒のキャリア発達という視点が欠けていると考えられた。この点についてもキャリアノートの開

発と共に内容の再編を行うこととした。これまで行ってきた職業調べや学校調べを1年次で取り組むが、

その調べた内容を自分の性格や適性、中学校段階までの夢や進路希望との関連を持たせるために自分史

の作成やライフプランの作成にも取り組ませることとした。また、計画には途中段階でのチェックや修

正が欠かせないということでライフプランの修正を2年次で行うことで自分自身の内面の変化や職業観

の変化を自覚できるようにした。さらに、2 年次に取り組んでいる課題研究は多くの時間を費やしてい

る割にはテーマ設定と各生徒の進路希望が結びついていなかったり、研究内容が浅くインターネットを

利用した調べ学習としかいえないレベルだったりと不十分な点がいくつかあった。特に問題なのは、明

確な問題意識がもてないという点であり、そのような環境で課題研究を進めることは、課題対応能力の

伸長という点からは早急に改善するべき事だと考えた。社会情勢に目を向け、自分の興味・関心や進路

希望を踏まえて課題研究のテーマ設定ができるようにするために、1 年次で取り組んでいる新聞ノート
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との関連を持たせた。新聞ノートへの取組はそれまでも行われてきたが、記事の選び方や意見のまとめ

方などノート作りの指導に重点が置かれていて、そこから得た知識や自分が向いている興味の方向性な

どを他の場面で活用することがなかった。1 年次から継続的に取り組んできた新聞ノート作りを課題研

究のテーマ設定や初期の研究段階に活用できるようにした。	 

	 以上のように Can-Do リストの各項目の状況からいくつかの改善をおこなった。このような改善はど

れも総合的な学習の時間の内容の改善につながるもので、実現しやすいものだった。後述のキャリアノ

ートの開発と併せて平成 25 年度中に取り組むことができた。	 

	 

	 Can-Do リストは生徒自身が自己評価をする形態のため、生徒がその項目にある行動をとることができ

るかどうかを客観的に測るものではない。それ故に、その結果を集計したデータを用いてクラス毎の数

値の低さを指摘したり、教員側が数値目標を掲げて指導に取り組んだりするような活用の仕方は正しい

とはいえないと考えるべきだ。本項目で述べたような生徒の現状把握や行事等の再編成のために活用す

る、あるいはそれまで取り組んできたキャリア教育の内容と掲げたキャリア教育目標や目指す生徒像と

の整合性がとれているかなどを図るために活用するべきだろう。むしろCan-Doリストの目的の大半は、

生徒自身が質問項目に答えその場面を想像し自分の振る舞いを内省すること、または上級学年の質問項

目に目を通して自分のあるべき姿を想像することで達成されるのだと考えている。これらは教科の指導

や特別活動を通して行われるキャリア教育とは違い、直接的に生徒にキャリア発達を促すことができる

アクティブキャリア教育である。	 

	 前述のように Can-Do リストの作成段階では本校が目指すキャリア教育や生徒像をイメージして作成

したが、その段階での生徒の状態や本校が抱える問題意識を組み込んでいる。本校の生徒の進路状況や

その後の社会で果たす役割などを考えると、表５のように身につけてほしい能力に偏りが出ている。ま

た、能力別の平均値や学年別の平均値、項目別の平均値を算出して分析をしたが統計的な有意差がある

かどうかまでは検討していない。このような能力別の項目数の偏りや分析手法には数値的な信憑性が疑

われる要素があるが、Can-Do リストの目的が生徒側のキャリア発達にウエイトを置いていると考えるこ

とで重要視しないこととした。	 
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（４）教員アンケートの分析	 

	 

	 総合的な学習の時間をはじめとする本校のキャリア教育の取組は、教科・科目のように明確に目標が

決められていて、それに従って指導内容が定められている訳ではないので、指導する教員の経験や熱意

によってその効果に差が生じることが考えられる。また、人権教育、道徳教育、性教育、環境教育など

の「○○教育」は一時の流行として捉える教員が多く、多忙化が進む学校現場では敬遠されがちである。

このような状況では担当者が孤軍奮闘することが多く、学校全体の取組となるまで相当の時間を要する。

キャリア教育は学校におけるすべての教育活動を網羅するような取組であることから、一部の担当者が

熱心に取り組むのでは十分な効果を期待することはできず、生徒のキャリア発達という内面の変化を促

すためには、全職員が同じ認識を持って日頃の教育活動に取り組まなければいけない。よって教員側が

どんな意識を持ってキャリア教育に取り組んでいるかを調査しながら進めるべきだと考え、アンケート

を実施することにした。	 

	 初のアンケート実施は平成 24 年度 3 月である。アンケート内容は、各学年の行事等に対して、期

待度（観点Ⅰ）と難儀度（観点Ⅱ）をそれぞれ 5 段階で答えてもらった。各行事には能力Ａ〜Ｄがそれ

ぞれ１〜２項目関連づけされている。学年部に所属する 36 名を対象として回答は 29 名だった。2 つの

観点について学年・能力別に集計した平均値が表 11 である。	 

	 

表 11	 H24 教員アンケート結果	 	 

この表では特に目立った特徴は

無いようだが、2 年部教員の期待

度（観点Ⅰ）の低さに対して難

儀度（観点Ⅱ）の高さが他の学

年に比べると目立つ。また、能

力Ｃ（課題対応能力）について

は難儀度（観点Ⅱ）が他の能力

に比べて高いことがわかる。

Can-Do リストの結果で明らかに

なった能力Ｃの低さと、その指

導に難儀している教員の状況が

見えてきた。	 

	 観点Ⅰと観点Ⅱをそれぞれ横

図 12	 観点Ⅰｰ観点Ⅱ	 散布図	 	 
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軸と縦軸にして学年・能力別の散布図に

したものが図 12 である。この散布図は

図 13 のように見ることができる。	 

	 

この散布図から、どの学年のどの能力も

労力はかかるがキャリア教育にある程

度の期待を持っていると見ることがで

きる。また、学年毎に正の相関を確認で

きることから、期待が大きい能力につい

ては難儀をしていることになる。各学年

の４つの能力は右上がりの直線上に位

置し、2 年部の教員の期待度がどの能力

に対しても低いと見ることができる。	 

	 さらに、学年内の並びにおいて能力Ｃ

が他の能力に比べ右上に位置している。どの学年でも課題対応能力の育成に期待はしているがその指導

には難儀していると言える。特に 1 年部と 3 年部では他の能力と大きく離れていることから、本校の教

員の多くは課題対応能力について具体的な指導方法を模索しながら苦労していると言うことがわかっ

た。	 

	 次に、Can-Do リストの結果と教員アンケートの結果を用いて分析してみた。図 14 は教員アンケート

の期待度（観点Ⅰ）を横軸、Can-Do リストの能力別平均値を縦軸にした散布図である。	 

	 

この図からも学年毎

に配置されているこ

とがわかり、2 年部

教員の期待度が他の

学年に比べて低いこ

とがわかる。全体的

には正の相関が見ら

れることから、教員

側の期待度が高けれ

ば、生徒の平均値も

高いと見ることがで

きる。	 

	 

図 14	 H24 教員（期待度）−生徒	 散布図	 	 

	 

図 13	 散布図の見方	 	 
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図 15 は教員アンケ

ートの難儀度（観点

Ⅱ）を横軸、Can-Do

リストの能力別平均

値を縦軸にした散布

図である。	 

	 この図は図 14 と

は異なり、教員の難

儀度と生徒の能力に

相関はない。各学年

の能力Ａ，Ｂについ

ては難儀もせず生徒

の平均値も高い。前

述のように各学年の

能力Ｃについて難儀

に感じていて生徒もその能力について数値が低い。この状況の改善が必要だと見えてきた。	 

	 Can-Do リストの結果と教員アンケートの結果を組み合わせて分析することで、様々なことがわかった。	 

教員がキャリア教育にどの程度期待を寄せどんな能力を身につけさせたいかという思いは、生徒のキャ

リア発達に関わっていることから、教員が共通した意識をもって指導に当たる必要がある。今回のアン

ケートでは、2 年部の教員の期待度の低さと難儀度の高さが目立ったが、多くの行事が 2 年生に集中し

ていることを考えると多忙感と徒労感が増大し、仕事への意欲が減少し、やらされている感が多かったので

はないか。このような状況が毎年繰り返されるとすれば、行事等の取組を精選し本校生徒の弱い部分やより伸ば

したい部分に焦点を当てた指導を工夫していく必要がある。例えば、能力Ａや能力Ｂに関わる指導に教員は難

儀を感じず生徒も高い数値であることから、これらに関わる指導はそのまま継続していく、あるいは量的に減らす

ことを考えても良いだろう。逆に、能力Ｃに関わる指導に難儀を感じていることから、その具体的な指導方法を全

体で共有して教員が少ない労力で明確な目的を持って指導できる環境を作るような取組をするべきである。 

	 平成 26 年度 12 月には回答する項目は平成 24年度のものとは異なるが、教員アンケートを実施した。

表 12 はその結果である。図 13 は期待度を横軸、難儀度を縦軸にした学年別能力別の散布図である。	 

	 

表 16	 H26 教員アンケート結果	 	 

図 15	 H24 教員（難儀度）-生徒	 散布図	 	 
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平成 24 年度実施の図 12 と比較

するとわかるが、全体的に下に

分布していることから、難儀度

に関していくらか解消されてい

ると考えられる。この理由とし

ては、後述のキャリア教育に関

する意識調査の結果からキャリ

ア教育を身近に感じ、理解の深

化が進んだこと、キャリアノー

トを利用した取り組みによって

指導する内容が明確になったこ

とが考えられる。また、前回は

学年毎に正の相関があったが今回はそれがみられないこと、1 年部教員の期待度が少々低く、2 年部教

員の難儀度が他の学年に比べると高いとみることができる。さらに、平成 24 年度と同様に様々な行事

が集中する 2 年生を担当している教員は難儀度が高く、特に能力Ｃと能力Ｄに関してそれが顕著に表れ

ている。	 

	 また前回同様に、Can-Do リストの結果と教員アンケートの結果を併せて分析してみた。図 18 は教員

アンケートの期待度を横軸、Can-Do リストの平均値を縦軸にした散布図である。	 

2，3 年生に関しては

期待度が高くなると

生徒の平均値が下が

る傾向が見られる。

この状況は教員側の

ねらい通りに生徒が

能力を身につけてい

ないと考えることが

できる。また、能力

Ｃと能力Ｄは教員の

期待度とは関わらず

生徒の平均値は同程

度の数値となってい

る。	 

	 

図 19 は教員アンケートの難儀度を横軸、Can-Do リストの平均値を縦軸にした散布図である。	 

図 17	 H26 期待度−難儀度散布図	 	 

図 18	 H26 教員（期待度）−生徒	 散布図	 	 



	 41	 

能力Ａ、Ｂに関して

は平成 24 年度のも

のと同様に、余り難

儀はせず生徒の平均

値は高い。しかし、

能力Ｃ、Ｄは、図 18

と同様に難儀度に関

わらず生徒の平均値

は低い。図 18 の結果

と併せて、教員の取

組や意識と生徒の数

値が関連しない原因

を考える必要がある。	 

	 

	 教員アンケートは、教員の個別の取組を評価するためのものではない。教員のキャリア教育に対する

理解や意識を把握しその実態に沿ったキャリア教育を進めること、各行事に対する期待や労力が生徒の

能力の伸長にどの程度結びついているか分析して各行事の取り組み方等を改善することなどが主な目

的である。これまでの教員アンケートからは次のようなことがわかった。	 

・行事等が集中する 2 年部の教員は、キャリア教育に関わる取組について具体的な指導方法を模索して

いて難儀している。	 

・Can-Do リストの結果で低い数値だった能力Ｃや能力Ｄに関係する行事について、どの学年においても

教員は指導に難儀している。	 

・Can-Do リストの結果で高い数値だった能力Ａや能力Ｂに関係する行事について、どの学年においても

教員は指導に難儀していない。	 

・キャリアノートの導入によって、キャリア教育の目的や目指す方向性が明らかになり、または総合的

な学習の時間で使用する教材が配備されたことにより、教員が感じる負担は減少している。	 

	 

	 平成 24 年度に実施したアンケートからは教員の期待度と生徒の平均値には正の相関が見られたが、

平成 26 年度に実施したアンケートからはそれは見られなかった。さらに継続してこの関係を考察する

必要があるが、この状況が継続するとすれば教員のキャリア教育に期待する思いと生徒のキャリア発達

に関連がないことになり、これは良い状況ではない。また、平成 24 年度と平成 26 年度のどちらのアン

ケートからも教員の難儀度に関係なく能力Ｃと能力Ｄの生徒の平均値は低い傾向にある。これについて

も教員側の取組と生徒のキャリア発達に関連がないことになり、その理由を探り改善するべきである。	 

	 

	 

図 19	 H26 教員（難儀度）−生徒	 散布図	 	 
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（５）キャリアノートの開発と総合的な学習の時間の取組	 

	 平成 25 年度末から 26 年度 4 月にかけて「由利高校版キャリアノート」を進路指導部で分担して作成

した。このキャリアノートは前年度行われた全教員によるレポートの記述やそれまでに表面化した課題

を反映した取組であり、現在の由利高校におけるキャリア教育にとって必然的に生まれたものである。	 

	 それまでの 2 年間の取組の中で表面化した課題はいくつかあるが、個々の教員の取組に委ねるのでは

なく、学校全体として解決のために取り組むべきものは次の通りである。	 

・	 3 年目を迎え教員の間でキャリア教育が認知されてきているが、その目的や意義、由利高校が目指

すキャリア教育や生徒像について全教員が共通の認識を持っているとは言えない。	 

・	 キャリア教育を進めることで生徒が基礎的・汎用的能力を身につけることを期待している教員はい

るが、そのためにどんな指導をするべきか具体的な方法をイメージできない教員が多い。	 

・	 Can-Do リストの結果から、本校生徒は課題対応能力の低さが認められ、その改善のためには単発的

な行事等ではなく授業をはじめとした日常の学校生活の中でさらに多くの探求的な活動に取り組ん

だり、自ら課題をみつけるような活動に取り組んだりする必要がある。	 

・	 キャリア教育に関わる多くの行事に取り組んでいるが、「例年通りに」行うことが前提であり、行事

自体をやり遂げることが目的になっていて、その行事がなぜ必要なのか、その行事でどんな能力を

身につけさせたいかという議論がなされていないため、指導する側の意識が薄い。	 

・	 進学者が多いため、卒業時の学力に対しては数値化された情報をもとに判断する機会があるが、生

徒がどのような職業観を身につけて卒業しているかに対しては客観的な判断ができない。3 年間を

過ごした生徒のキャリア発達を、3 年次の担任が定性的に評価できない。	 

	 

	 このような課題を解決する手段として、「総合的な学習の時間」を本校キャリア教育の中心と位置づ

け、その教材とも言えるキャリアノートの開発に取り組んだ。3 年間利用するキャリアノートには、生

徒が取り組んだ内容を保存するポートフォリオとしての役割を持たせることができ、後に生徒あるいは

教員が活用することができる。また、キャリアノートには生徒のためにキャリア教育の目的や身につけ

たい能力を明示するが、教員もそこからキャリア教育への理解を深めることができ、総合的な学習の時

間だけではなく、教科・科目の授業においてもキャリア教育の視点を持った指導を実践できると考えら

れる。	 

	 これまでの総合的な学習の時間への取組を振り返ると、特定の教科の知識・技能の習得を図る内容や、

行事の準備に充てられる場合があるなど本来の総合的な学習の時間のねらいに合致していない部分も

あった。「横断的・総合的な学習や探求的な学習」は課題研究などを取り入れている本校の教育内容に

高等学校学習指導要領	 総合的な学習の時間の目標 

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判

断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに,学び方やものの考え方を身に付
け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的,協同的に取り組む態度を育て,自己の在り方生き方を
考えることができるようにする。  
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おいては多くの効果を得られると考えられるし、「よりよく問題を解決する資質や能力を育成する」こ

とができれば本校生徒の弱点である課題対応能力を高めることができると考えられる。しかし、これま

で総合的な学習の時間は、学年部が中心となって年間計画を作成し、各時間の準備や実施を行ってきた。

前年度の内容を基本的に踏襲する形態であり、時期が来ればその行事を実施することが目的になってい

て、それは学校や学年の現状にあわせた 3 年間を見通した指導ではなく、教科における学習内容を活用

し、横断的・総合的な学習や探求的な学習に取り組むような機会が設定されていなかった。	 

	 さらに、総合的な学習の時間はクラス毎の活動が中心になることから、その指導を行うクラス担任の

思想や経験年数に関わらず、その時間の目標が等しく達成されなければならない。しかし実際は担任間

の温度差があり、扱う教材の内容やその提示の仕方、振り返る機会の有無などによって 3 年間を通して

生徒のキャリア発達には少なからず影響があると考えられる。どの内容をどんな担任が指導しても目標

を達成できることが理想である。	 

	 以上のような課題を解決するために、総合的な学習の時間を本校のキャリア教育の中心に位置づけ、

3 年間を見通した計画を立て、その目的や進め方について十分な議論を経て授業に臨むこととした。そ

の具体的な手立ての 1 つがキャリアノートの開発である。これまでは、総合的な学習の時間の準備とい

えば、担当者がワークシートや振り返りシートなどを作成することだったが、それに労力を割くのでは

なくその内容を扱う目的やその時間の目標、他の内容との関連を議論することで担当する職員間の意思

の疎通を図ることを重視することとした。このような教員間の議論は個々の教員のキャリア教育に対す

る理解が深まり、概念の醸成につながり、それが個々の教員の専門教科における授業でも発揮されると

期待できる。また、3 年間の取組が 1 冊に集約されることで生徒は自身の歩んできた道を振り返り変化

を認識でき、担任もその足跡をふまえた指導が可能になる。これらは前述の課題の大部分を解決するも

のである。	 

	 キャリアノートの内容や取り扱い管理の方法を検討した時点で次のような点を定めた。	 

①	 由利高校が目指すキャリア教育の方向性、生徒像が明確に示されていること。	 

②	 高校 3 年間のキャリア教育に関わる取組がまとめられていて、必要な場面でそれを振り返り活用

ができるようなポートフォリオ形式であること。	 

③	 学習成績などの個人情報が含まれるが、ノートの管理も含めて指導する。	 

④	 日常の家庭学習の記録を行い自己管理ができるページを含める。	 

⑤	 スケジュール管理が可能なページも含める。	 

以上をふまえて作成したキャリアノートの内容は次の通りである。	 
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キャリア教育とは［資料 6］	 

由利高校が目指すキャリア教育［資料 7］	 

高校３年間で身につけたい能力［資料 8］	 

1 年前期	 1 年後期	 

１年生の取組内容と身につけたい能力［資料 9］	 

自分発見	 

学科選択（概要、普通科）	 	 

学科選択（理数科）	 

学科選択（国際科）	 

職業を知る①	 

職業を知る②	 

新聞ノートをはじめよう	 

オープンキャンパスに参加しよう	 

職業人インタビュー	 

１年生前期の振り返り	 

	 	 

	 

進路適性を考える①	 

進路適性を考える②	 

小論文とは	 

小論文を書くために（発想）	 

小論文を書くために（論証）	 

小論文を書いてみよう（構成）	 

課題研究発表会	 

ライフプランをたてよう	 

ライフプランの作成	 

ライフプランの発表会	 

ようこそ先輩（推薦・AO 入試）	 

ようこそ先輩（一般入試）	 

１年生後期の振り返り	 

Can-Do リスト	 

	 

２年前期	 ２年後期	 

２年生の取組内容と身につけたい能力［資料 10］	 

課題研究とは	 

新聞ノートを課題研究に活用しよう	 

課題研究レポートの書き方	 

インターネットの活用について	 

インターンシップ事前学習①	 

インターンシップ事前学習②	 

進路研究①（学校調査）	 

インターンシップ事前学習③	 

インターンシップのレポート	 

お礼状の書き方	 

２年生前期の振り返り	 

	 	 

	 

プレゼンマニュアルスライド編	 

プレゼンマニュアル発表編	 

進路研究②（受験科目）	 

課題研究発表会	 

進路講話	 

私の中期ビジョン	 

関連書を読んでレポートを書こう	 

ライフプランの修正	 

受験スケジュールの確認	 

マネープランニング	 

志望理由書の作成	 

履歴書の作成	 

ライフプラン発表会	 

ようこそ先輩（推薦・AO）（一般）	 

２年生後期の振り返り	 

Can-Do リスト	 
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３年	 記録ページ	 

３年生の取組内容と身につけたい能力［資料 11］	 

由利ゼミについて	 

進路講話	 

面接に向けて（就職）	 

面接に向けて（進学）	 

進路が決まったら	 

３年生の振り返り	 

Can-Do リスト	 

定期考査の目標と記録をたてよう	 

定期考査の学習記録	 １年,２年,３年	 

成績と出欠の記録	 

オープンキャンパスの記録	 

模擬試験の成績の記録	 １年,２年	 

面談の記録	 

特別活動の記録	 

月刊スケジュール	 （3 カ年）	 

自由記述・貼付ページ	 

	 

	 新年度のスタートには間に合わなかったが、5 月には全校生徒に配付することができた。ここからは、

キャリアノートの活用方法を確立し、作成段階での課題を解決するために総合的な学習の時間を効果的

に進める必要がある。前述のように、総合的な学習の時間については、計画や実施について改善を加え、

3 年間を見通した取組が進められている。また、キャリアノートに対する生徒の感想は良好で、3 年生

からは「もっと早くこういうものが欲しかった」という声もあった。次の表は 12 月に実施した教員ア

ンケートに記載されている、総合的な学習の時間の計画や実施などについての意見をまとめたものであ

る。	 

	 

１年前期	 1 年後期	 

＜適切な学科選択をしよう＞時間が少なかった。各学科

の説明等で生徒の意欲が大きく変化した。将来の目標が

定めるための指導が必要。講話用のページはあるが自分

がどんな学科が適切であるかわからない様子だった、学

科を知る調べるというページが必要、1年前期ではこれ

を特に重要視するべき。	 

＜働くとは＞「職種」と「業種」の違いをしっかり説明

する場面があったら良い。意義はほぼ理解できている。

大事なことだが時間をとって指導できなかった。	 

＜職業を知ろう＞資料やインターネットを活用しても

っと様々な情報に触れる機会があると深められると思

った。時間が少ない。もう少し時間をかけてやると視野

が広がりそう。生徒の視野が狭い、調べる、体験するこ

とをもっとさせるべき。難しい内容、職種が広がらず消

化不良で終わった、入学後すぐだと難しい。	 

＜小論文を書こう＞総学、LHR で計画的に時間設定し、リ

ピートまで行い、十分な指導ができた。国語科の協力なし

にはできない。考えを深めさえる、知識を増やすための指

導を継続的にさせるべき。1年生における効果的な小論文

指導はどうあるべきか検討すべき。書く機会をもっと与え

たほうがよいのでは。	 

＜進路適性を考えよう＞自分を知ることがまだ不十分で

ある。この内容が学科選択後に実施して適切かどうか。	 

＜先輩の体験談から学ぼう＞AIUの卒業生の話はとても有

意義、生徒のやる気を起こさせる内容だった。	 

＜課題研究の発表を聞こう＞時間をかけているわりに成

果が出ていない。お客さん状態の部分が多い、次年度を具

体的にイメージさせるところまでいけたらよいのだが。た

だ発表を聞くだけにならないように。次年度のやりたいこ

とがおおよそつかめた生徒もいた。	 
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＜新聞ノートをはじめよう＞記事について関心を持っ

て取り組んでいない。時々「良いノート」を紹介するべ

き。考えを深めるための継続的な指導が必要。4月の合

宿で説明してすぐにスタートした。入学後すぐに要約は

難しい、自由に記事を選ばせるより全員同一の記事で取

り組ませる必要ある、新聞購読していない生徒への対応

が必要。深く考えさせるヒントを与える機会がない。	 

＜オープンキャンパスに参加しよう＞比較的参加率が

良かった、早いうちからの刺激がよい。「参加させる」

ことが目標設定につながる。該当ページを意識させて参

加させるべき。進路が決まらず動けない生徒がいる。	 

＜職業を調べてみよう＞情報源になる要素をどのよう

に仕入れるかが難しかった。生徒の意識が低く文章で書

くことは難しく選択させるような形がよい。	 

＜職業人インタビューをしてみよう＞提出させたがや

らせっ放しになってしまった。幅広く複数の対象に取り

組ませるべき。就職希望者に夏休み課題とした。	 

＜考査に向けて計画を立てよう＞もっと時間をかけて

指導したい。重点科目の学習計画をたてることを重視さ

せたい。計画に時間を使うより勉強したい生徒もいる。	 

＜ライフプランを立てよう＞キャリアノートに記入させ

るだけでなく考えさせ方を工夫することが必要。高校生活

の目標を定めるためにもしっかり取り組ませたい。ライフ

プランを扱うか、ディベートを扱うか検討すべき。記入す

ることが多く、3時間では足りない、課題にすると具体性

がない雑なものになる、4時間必要。	 

＜先輩の体験談から学ぼう＞自分のことに置き換えて考

えているか確かめて指導したい。	 

	 

2 年前期	 2 年後期	 

＜課題研究のテーマを決めよう＞どういう選択肢があ

るのかを示しておく方がよかった。理数科は 1年後期後

半から取り組んでも良い。個人がテーマを持ってもそれ

をグループにするのはもったいない。	 

＜新聞ノートを課題研究に活用しよう＞ノートを作成

するところから始まったが活用まではできない生徒が

いる。進路とつなげて考えさせた方がよかった、興味関

心だけだと内容が薄く感じた。生徒教員ともに負担が大

きく、前期は週１程度で実施して現在は休止中。今年度

は新聞ノートのストックが少なくあまり有効には活用

できなかった、クラスにより温度差があった。	 

＜調査・報告の方法を身につけよう＞該当ページを読ん

で終わっただけ、生徒は調べたりまとめたりする前の時

期だったのでイメージしづらかった。	 

＜課題研究の発表準備をしよう＞発表直前にがんばりは

じめるので夜遅くまで大変だった。参考文献がネットに偏

らないよう、本や新聞、データ、資料の扱い方を指導する

必要性を感じた。実例があればよい。発表した者が発表し

た後に反省を書く欄があってもよい。週１時間では求める

レベルに達するのは厳しい、普通科はインターンシップも

あり大変。普通科の場合一人の教員が３〜４グループ担当

するのであまり手をかけられない。	 

＜課題研究の発表をしよう＞思いの外クオリティの高い

発表になった、カダーレの裏方のノウハウの引き継ぎが必

要。	 

＜志望校の受験方法を調べよう＞オープンキャンパスの

前後が良いが扱う時間がない。授業で作業はできないので

課題とした方がよい。	 
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＜オープンキャンパスに参加しよう＞ほとんどの生徒

が参加する必要性を理解し実際に参加した、面談等に活

用できていないのが反省点。	 

＜課題研究の報告をしよう＞十分な時間をとれなかっ

た。	 

＜自分に適した学校を選ぼう＞選ぶための資料がもう

少しあればよい。実際に作業する場合は資料が全員分な

いので家でやることになるがその場合は取り組み方に

個人差が出る。	 

＜インターンシップの準備をしよう＞学校内の運動部

員としての返事やあいさつはできるが、外部では初対面

の人に対してできないことに気づかなかった、もっと指

導すべき。事前指導により徐々に意識の高まりを感じ

た、振り返りレポートの観点を事前に示したことはかな

り効果があった。	 

＜インターンシップに参加しよう＞礼状作成などキャ

リアノートの例がありよかった。もっと長く活動したい

等の前向きな意見が多数、振り返りの観点を事前に示し

たことによりレポートがよく書けている生徒が多い。	 

＜志望理由書を書いてみよう＞3年生になってから活用で

きるよう添削、指導、面談などするべき。	 

＜自分の学校生活を見直そう＞振り返りの項目は生徒達

にとって実りあるものだと感じた、自分探しにもつながり

良かった。中期ビジョンは大変良かった、思いの外生徒は

よく考え自分なりに発言していた。	 

＜関連書籍を読んでみよう＞冬休み課題とした、志望理由

書等に有効活用させようと思えば教員の難儀度は相当だ

と思う。	 

＜学費について調べよう＞インターネットを利用するの

で課題として扱った。	 

＜学費について調べよう＞受験が他人事にならないから

良い。	 

＜ライフプランを考えよう＞どれだけ生徒にやる気を出

させるかによる。「将来」の部分をより具体的にできるよ

うに指導したい。	 

	 

3 年	 

＜ゼミに分かれて進路の準備をすすめよう＞それぞれのゼミで年間計画を立てるべき。早期からゼミに分けられたこ

とにより進路先への意識が高まった。ゼミに分かれる前の段階で担任段階の進路指導が不十分だと効果が薄い。進路

に迷う生徒はゼミへの取組も中途半端、3 年になる前の進路への取組の充実が必要。3 年生で初めて公務員対策を始

めた生徒が多く早期からこのようなゼミをできればよい。進路の徳的の分野について全体指導で深めることができて

良かった。教員の能力により差がでる。自己分析ができないため動けない生徒が多い。	 

＜自分に必要な情報を選択して整理しよう＞進路先への理解を深めるためには志望理由を考えさえることが有効。担

当者同士での打合せが不十分なまま始動してしまった、ゼミで何をすべきか全体で確認してほしい。取組に個人差が

あるので誰がどれくらい進んでいるか把握するのにキャリアノートは役に立った。促されないと動くことのできない

生徒がいる、もっと早い段階で進路学習を充実すべき。読む力が生徒達に不足していたため時間と労力を要した。情

報が多くても何が大事なのか理解できない、そのための方法を身につけていない。	 

＜進路実現のために行動しよう＞自分の進路をよく考えている生徒は行動もスムーズで適切だったが、そうでない生

徒はなかなか進路のための行動が前進しなかった。自分の志望先の締め切りや応募書類を把握できていない生徒が多

く、普段からスケジュールの管理や提出物をきちんとさせる習慣をつけさせたい。自発的に行動させるようになるま

での指導が大変だったが社会に出るための準備がしっかりできた。生徒が主体的に動いていない、教員の側にも責任

あり、低学年での指導がもっと必要。見通しを持ち勉強も書類作成の準備も、というマルチタスクを計画的に行う必
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要がある。	 

＜進路が決まったら新しい目標をたてよう＞進路別に必要または望ましい資格の一覧などがあればよい。就職、進学

が決まった生徒への提案が多くあると良い。就職決定後に成績を下げる生徒がいる、資格取得など卒業後の生活を意

識した指導をするべき。ほぼできていない、学年全体で早期の強い指導が必要。合否のためだけでなく本当に自分に

必要なことやるべき事を考えられるようにするべき。	 

＜仲間と協働してよりよい集団を形成しよう＞よりよい集団の形成には一人一人がしっかりしないといけない。面接

練習などのグルーピングは有効だった。様々な場面を利用して育むことができた、楽しんでできた。	 

	 

	 この記述の中に複数見られる意見として、「さらに時間をかけて取り組むべきだ」、「環境整備が整わ

ず実施できない」という項目については次年度以降の実施計画の段階で検討する必要がある。また、「生

徒の意識が低い」、「生徒が取り組めない」という項目については、関連ページの内容の改善や授業にお

ける指導内容の改善が必要である。さらに、「成果が出ない」や「お客さん状態」、「教員の側にも責任」

などの状態は明らかに実施する準備が不十分なまま行っていることになり、その内容を扱う目的や意義

を教員側が意識しないで行っていることの表れである。これらは今年度中に計画や取組方法を見直し、

修正を加えたのちに次年度の実施につなげていかなければいけない。	 

	 キャリアノート作成時の問題意識として、「行事等が自己目的化していて、なぜそれが必要で、どん

な目的なのか、どんな能力を身につけさせたいかという教員側の意識が希薄」というものがあった。1

年生の職業研究、2 年生のインターンシップの事前事後指導や中期ビジョンの作成、3 年生のゼミや進

路決定者への指導などでは生徒の記述や発言やその後の言動から変化を実感したり、逆に生徒の職業観

の低さを認識することで追加指導の必要性を確認できたりしたことから、これらの進め方やキャリアノ

ートの該当ページの内容は適切なものだと考えられる。	 

	 また、「キャリア教育が認知されてきているが、その目的や意義、本校が目指すキャリア教育や生徒

像について全教員が共通の認識を持っているとは言えない」という問題意識について、当初はキャリア

ノートに掲載されている生徒用の内容を教員が目を通すことによって理解が深まったり意識が高まっ

たりすることが期待されると考えていた。これについては、平成 26 年度 12 月に実施した教員アンケー

トの意識調査の結果から、キャリア教育の目的や意義については高い数値であり、キャリアノートに目

を通すことで自分自身の意識が高まったという質問に対しても高い数値が見られた。しかし、学年別の

目標や身につけさせたい能力については理解が不足していた。このことからも、総合的な学習の時間や

行事に取り組む際に、それらの目的や意義を教員が意識していないことが伺える。キャリアノートの導

入、計画的で組織的な総合的な学習の時間への取組によって教員のキャリア教育への理解は増し一般的

なキャリア教育の素地は整ったが、普段接している生徒のキャリア発達を捉える段階までは達していな

いと考えられる。	 

	 Can-Do リストの結果から本校の生徒の課題として認識されている能力Ｃ（課題対応能力）の低さを改

善するために、日頃の教科・科目の授業などにおいて意識的な取組が期待されている。そのために、ま

ずは多くの教員が関わる総合的な学習の時間を整備し、それに関わった教員がキャリア教育の視点を持

つようになり、それが各教員の教科・科目の授業にも波及すると考え、キャリアノートの開発、総合的
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な学習の時間に取り組んできた。しかし、今回のアンケート結果からはそのような状況を確認すること

はできない。今後は、通常の授業でもキャリア教育の視点を持ち生徒のキャリア発達に目を向けること

ができるように、総合的な学習の時間への取組をさらに充実させ、各取組内容の目的や身につけさせた

い能力を意識できるような体制を整えたい。	 
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３．3 カ年の成果と今後の課題	 

	 これまでのキャリア教育に関わる取組を振り返り、成果と課題をまとめ、今後のキャリア教育の方向

性を定めたい。	 

	 

（１）Can-Do リストの実施と活用	 

	 本校で独自に開発した Can-Do リストは、当初はキャリア教育の効果測定を目的に開発し実施してき

た。その実施結果を集計し、様々な観点から分析することで本校生徒のキャリア発達に関する特徴や課

題が明確になった。それは教員が以前から感じていた生徒に対する印象や期待、欠けていることや足り

ないことを表していたことから、それまでのキャリア教育への取組を肯定して継続したり、改善のため

に手立てを講じたりするきっかけとなった。また、明確な形として観察することが難しい生徒のキャリ

ア発達を定量的に評価して数値化されたデータは、教員だけでなく生徒に対する説得力も非常に大きい

ことがわかった。基礎的・汎用的能力の一つである課題対応能力の低さが初年度から継続して確認され

たことは、変化の激しい社会で生き抜くために必要な能力を身につけ、今後改革が進められる入試制度

に対応するために喫緊に対応しなければいけない課題であると認識することにつながった。それが授業

改革や各学年の総合的な学習の時間の内容の改善を可能にした。特に、課題研究への取組方法の改善や

ライフプランの作成を新しく取り入れたことは、生徒のキャリア発達の状況に対応した改善であり、今

後の成果が期待できる。また、生徒自身が Can-Do リストの数値を分析することでそれまでの自己の生

活を振り返り、新しい目標を設定したり自分が伸ばしたい能力を考えたりする機会として活用した。	 

	 これらの取組に共通して言えることは、Can-Do リストの結果を集計した数値を統計的な手法の元に分

析して活用しているわけではないということである。このような活用によって教員や生徒の意識の変容

をもたらしたことは、当初の目的である効果測定よりも大きな収穫だった。特に生徒にとっては、学校

で行われている授業や行事などが各教科の内容や考査、受験のためだけでなく、職業社会で働き、目標

を持って持続的に学び続けるために必要な能力や態度、様々な立場や年齢の人間と協働して物事に取り

組むために必要な態度などを身につけるために行われていることを意識する良い機会となった。また、

Can-Do リストの質問文は学校生活に即した内容であるため、教員は基礎的・汎用的能力と生徒のどんな

行動が結びついているかを認識したことは平成26年度実施の教員アンケートから確認できる。さらに、

生徒は日頃教員が語っている社会で求められる事や授業や行事の目的を Can-Do リストに答えることで

明確にイメージすることができたと考えられる。	 

	 平成 26 年度実施の教員アンケートによれば、Can-Do リストの結果を指導に役立てることができると

考えている教員は多いが、普段の授業などで生徒のキャリア発達に目を向けたり、社会で求められてい

る力とはどんなものであるか語ったりしている教員は少ないことが分かった。Can-Do リストの実施やキ

ャリアノートの導入によって教員のキャリア教育に対する一般的な理解は深まったが、発達段階に応じ

た生徒のキャリア発達や本校が目指す生徒像に対する理解は不十分だと言える。また、Can-Do リストの

結果の活用についても課題がある。これまでは不定期な職員会議での提言、学級担任への集計結果の提

供を行ってきたが、それらが各教員、各学年や各クラスにおいて活用されていない。様々な部署や担当

者が必要に応じて集計結果を活用できるような体制を整える必要がある。	 



	 51	 

（２）総合的な学習の時間とキャリアノートを柱としたキャリア教育の推進	 

	 キャリア教育への取組を計画・検討する際に、インターンシップや進路関係の講演会などの行事を計

画的に進めることが重要視される傾向にあるが、これらは数多あるキャリア教育に関わる活動の一環で

あり、キャリア教育目標を達成するための手段だと考えられる。このような行事をキャリア教育の中に

取り入れるためには、前後の行事や学校生活との関連性を持たせ、それらを踏まえた事前・事後指導が

計画的に行われる必要がある。しかし、本校では行事そのものが自己目的化し、その計画と実施に教員

の意識と労力が集まっていた。特に、どんな能力を身につけるためにその行事を設定するのか、そのた

めにどんな段階を経て生徒に取り組ませ、どんな振り返りをさせるのか、あるいは中学校段階での取組

はどんなものかなど様々な観点を持って計画・実施する必要がある。本校のこれまでのキャリア教育は、

様々な資質や進路希望を持った生徒に対応するために幅広い取組が行われてきたが、それらが 3 年間を

見通し計画的に、有機的に行われてきたとはいえなかった。特に総合的な学習の時間は、学年部が主体

に単年度の計画によって取り組まれていて、年度内や年度末の反省や改善があまり行われていなかった。

そこで、3 年間を見通したキャリア教育を学校全体、全教職員で進めるためには、多くの教員が関わり

対象が全校生徒である総合的な学習の時間をその柱に据えることが適切だと考え、その改善を進めるこ

とにした。また、生徒のキャリア発達を定性的に評価するためにポートフォリオとしての役割を持った

ノートの必要性からキャリアノートの開発が行われた。総合的な学習の時間の見直しとキャリアノート

の開発は、今後数年間の本校のキャリア教育推進には欠かせないものである。	 

	 この２つの取組によって、進路指導部主体で計画・実施され系統的で持続性のある指導体制の構築、

教員の多忙化の解消、総合的な学習の時間において全クラスで共通した内容を扱うなど様々な成果があ

った。特に、キャリアノートの開発・配布によって、生徒と教員が「キャリア教育」の言葉に直接触れ

る機会が生まれ、その目的や内容について理解が深まったことは大きな成果である。生徒向けに書かれ

たこれらの内容は、生徒が理解しやすいことはもちろん、教員にとっても身近に感じられる内容であり、

Can-Do リストと共に、日頃の教育活動との関連を意識しやすいものとして受け入れられた。また、それ

まではキャリア教育の実質的な担当は校内に一人だったものが、各学年に一人ずつ配置され、その担当

者がキャリア教育の視点を持って各学年の運営に関わってきたことも大きな成果である。5 クラスの担

任が同一の内容を扱い、同じ目標や達成度を想定して指導することで、掲げられたキャリア教育目標や

身につけさせたい能力がある程度均一的に達成・伸長することが期待される。つまり、この担当者を中

心として各行事等に関する打合せを行い、その中で身につけさせたい能力や事後の内容との関連性を検

討し、それを教室で指導・実践する体制は、正に全校・全教職員あげてのキャリア教育が行われている

ことになる。	 

	 平成 26 年度の教員アンケートの結果にもあるように、教員はキャリア教育に対する理解を深めてい

るが、生徒のキャリア発達を診断するような視点については不十分である。特に、各学年のキャリア教

育目標と生徒の発達段階を関連させて指導したり、各時期に身につけさせたい能力が普段接している生

徒にどの程度備わっているかを判断したりすることが、総合的な学習の時間ではなく教科・科目の授業

で日常的に行われていないことは今後解決していくべき課題である。「まずは総合的な学習の時間から」

と考え、教員のキャリア教育への理解を深めようと考えた目的はある程度達成された。ここからは、一
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人一人の教員がキャリア教育の視点を様々な教育機会に広めていくための手立てを考えていかなけれ

ばいけない。	 
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４．資料	 

１年 適切な学習習慣の確立と自己理解     ○ 

A 授業などにおけるルールを守って学習活動に取り組んでいる   

B 自分の得意な教科、興味のある領域を自覚している   

B 授業中に、指名されなくても自分の考えをもっている   

A 他人の発言を、理解しようと思いながら聞いている   

C 定期考査の前に計画を立て、取り組んでいる   

D 授業などで取り組んでいることは、将来の自分の力になると考えている   

２年 自己の適性や興味を理解して伸長する     ○ 

C わからない事や興味のある事を調べたり質問したりできる   

B 興味のある学習には進んで取り組み、努力を継続できる   

A 自分の考え方や解き方を他人が理解できるように説明できる   

D 将来の目標を実現するために目標を設定できる   

C 考査前の学習計画を、結果を分析して修正できる   

B 学習へのモチベーションを高めるために方法などを工夫できる   

A 他人の考え方や解き方に目を向けることができる   

３年 学習した内容を活用する    ○ 

D 自分がなりたい職業に関わることについて、情報を収集し探究できる   

C 成功や失敗の経験を通して、方法や計画の続行や修正を考えることができる   

A 自分と他人の考え方や解き方の違いを比較し、よいものを吸収できる   

C 以前学習した内容、他科目で学習した内容との関連に気づくことができる   

B  学習の成果があらわれなくても、あきらめずに学習を継続できる  

学習への取り組みについて scene 1 

由利高校 キャリア教育 

C a n D o 

１年 良好な人間関係を構築する    ○ 

A 仲の良い友人同士でも、相手を気づかった話し方、言葉づかいができる   

A 周囲の人間の気持ちを考えて行動できる   

B 自分の役割を責任を持って果たしている   

B 学校生活を優先し、健康に気を配り生活している   

A 自分に非がある場合、謝ることができる   

２年 他者と協同し、周囲からの信頼を得る     ○ 

A 友人の悩み等に気を配り、共に解決策を考えることができる   

B 自分ができることを進んで引き受け、責任を果たしている   

A 周囲と協力して物事に取り組むことができる   

B 一人ではできない事があるとき、周囲の友人に助けを求めることができる   

３年 他者の考えを取り入れ自己の深化を図る     ○ 

B 責任を持って意思決定を行い、行動できる   

B 自分の行動を振り返り、次の行動にいかすことができる   

A 他人の考え方や性格の影響を受けて、自分の考え方や行動が変化することがある   

A  意見が対立する相手と話し合いながら解決を目指すことができる  

学校生活の過ごし方・人間関係について scene 2 
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１年 学校生活を通して由利高生としての基盤を作る    ○ 

A 時と場所に応じたあいさつができる   

A 年齢や立場が異なる相手にも自分の考えを伝えることができる   

B 校内だけでなく校外でも適切な服装やあいさつができる   

D 地域には様々な職業人がいて自分の生活が支えられていることを理解できる   

A 部活動や学校行事で、先輩と適切なコミュニケーションをとることができる   

２年 校内外での活動を通して自己を見つめ、問いかける    ○ 

A 体験活動などで、相手の立場に応じた言葉遣いやあいさつができる   

B 体験活動などを通して、それまで気づかなかった自分の特性を見つけた   

D 体験活動などを通して、学校での学習や行事の必要性を感じた   

A 部活動や学校行事で先輩や後輩と協力して物事を進めることができる   

３年 身につけたことを活用する場を求め行動する    ○ 

A 地域において、必要があれば話しかけたり質問したりできる   

D 自己実現に必要な体験機会などを、自ら設定して行動できる   

B 部活動や学校行事において、最高学年と自覚し後輩を指導し、目標に向けて努力した   

D  これまでの体験や経験から得た勤労観や職業観をもとに将来の職業を選択できる  

部活動、体験活動、地域との関わりについて scene 4 

１年 自己と社会を理解し、情報収集する    ○ 

D 自分の周囲にある多くの職業に目を向け社会の仕組みを理解している   

C 自分の進路に関わる情報を集めようとしている   

B 自分の価値観を理解している   

D 興味や適性をふまえて学科選択や科目選択ができる   

D 社会情勢に目を向け、自己の将来と結びつけられる   

C 由利ゼミにおいて自分の興味・関心と関連するテーマを設定できる   

D 現時点でのライフプランのイメージがある   

２年 体験活動を通して進路選択の検証をする    ○ 

B 体験活動に参加するために、社会のルールなどを事前に確認した   

B 体験活動を通して考え方やものの見方が変わった   

B 体験活動を通して考えた事を自分の進路選択に役立てた   

D 自分の持っている価値観だけでなく、他の視点から職業を考えられる   

C 由利ゼミにおいて自分が設定したテーマについて、成果をあげた   

D 現時点でのライフプランを具体的に説明できる   

３年 ライフプランの確立と社会への移行    ○ 

A 社会一般におけるルールやマナーを身につけている   

A 社会における権利・義務・責任を理解している   

B 生涯を通して学び続ける必要性を理解している   

D 進路実現のために、様々な課題を解決する方法を身につけている   

C 由利ゼミでの取り組みを進路選択、実現のために役立てた   

D  ライフプランを実現するための具体的な取り組みをしている  

進路計画とその実践について scene 3 
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平成２５年度５月職員会議資料

キャリア教育　教員アンケート結果（H24.3月実施）キャリア教育　教員アンケート結果（H24.3月実施）キャリア教育　教員アンケート結果（H24.3月実施）キャリア教育　教員アンケート結果（H24.3月実施）
Ⅰ　アンケート概要Ⅰ　アンケート概要Ⅰ　アンケート概要Ⅰ　アンケート概要

図１　学年・能力別　平均値

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 平均 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 平均
1年 4.2 4.1 4.6 4.1 4.3 3.2 3.2 3.5 3.2 3.3

Ⅰ Ⅱ

対象：学年部に所属 教員、各学年12名
【観点Ⅰ】期待度

キャリア教育によって生徒が身につけることが期待されている能力 様々

あります．

そ 成果を期待して各行事を計画・実施していますが，そ 期待度を行事

ごとに

５段階で記入してください．

【観点Ⅱ】難儀度

各行事 実施 ために，先生方 相当 労力をかけて指導されていま

す．

関わった行事において，ど 程度難労力を費やしたか，そ 難儀度を各

1 53 42

期待し

ない

あまり期

待しない

期待し

ている

どちらと

も言え

ない

少し期

待して

いる

1 53 42

労力 必

要なかっ

た

あまり労

力 必

要なかっ

た

とても大

変だっ

た

普通

だった

大変

だった

1年 4.2 4.1 4.6 4.1 4.3 3.2 3.2 3.5 3.2 3.3
2年 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.5 3.2 3.6 3.4 3.4
3年 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 3.1 3.2 3.6 3.1 3.2
全体 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 3.3 3.2 3.6 3.3 3.3

＜参考＞

本校 キャリア教育全体計画における3カ年を通して身につけさせたい，基礎的・汎用的能力 以

下 通りです．学年毎 目標 ，全体計画をご覧ください．

AAAA 人間関係形成・社会形成能力人間関係形成・社会形成能力人間関係形成・社会形成能力人間関係形成・社会形成能力

・相手や状況に応じた話を聞く姿勢を身につけている。

・友人と協働して物事に取り組み、自分 役割を認識して行動できる。

BBBB 自己理解・自己管理能力自己理解・自己管理能力自己理解・自己管理能力自己理解・自己管理能力

・自分 適性や興味・関心を将来 目標設定に関連づけて考えられる。

・困難や失敗を前向きに捉え、自分 取り組みを肯定し、達成感を得られる。

CCCC 課題対応能力課題対応能力課題対応能力課題対応能力

・進路や職業に関する情報を収集し、活用できる。

・学習や進路選択 過程を振り返り、課題をみつけ、次 計画・実行にいかすことができる。

DDDD キャリアプランニング能力キャリアプランニング能力キャリアプランニング能力キャリアプランニング能力

・学ぶことや働くこと 意義を理解し、様々な角度から進路・職業選択ができる。

・自己実現 ために目標を設定し、実現に向けて取り組むことができる。
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２０１３年９月実施分

クラス別項目別平均値・対応能力表（９月）　　　　　　　　　　　　0.50未満 項目に網かけ

番号 質問

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

リ
ア
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ

能
力

1A 1B 1C 1D 1E
１年
合計 2A 2B

111 授業などにおけるルールを守って学習活動に取り組んでいる 1 97% 97% 92% 70% 86% 89% 81% 68%

112 自分 得意な教科、興味 ある領域を自覚している 1 92% 92% 79% 86% 80% 86% 84% 62%

113 授業中に、指名されなくても自分 考えをもっている 1 55% 65% 39% 68% 57% 57% 50% 41%

114 他人 発言を、理解しようと思いながら聞いている 1 71% 76% 76% 68% 77% 74% 75% 50%

115 定期考査 前に計画を立て、取り組んでいる 1 18% 43% 45% 46% 51% 41% 31% 18%

116 授業などで取り組んでいること 、将来 自分 力になると考えている 1 61% 81% 76% 78% 80% 75% 53% 50%

121 わからない事や興味 ある事を調べたり質問したりできる 1 59% 68%

122 興味 ある学習に 進んで取り組み、努力を継続できる 1 69% 62%

123 自分 考え方や解き方を他人が理解できるように説明できる 1 41% 44%

124 将来 目標を実現するために目標を設定できる 1 56% 56%

125 考査前 学習計画を、結果を分析して修正できる 1 13% 18%

126 学習へ モチベーションを高めるために工夫できる 1 44% 56%

127 他人 考え方や解き方に目を向けることができる 1 88% 56%

131 自分がなりたい職業に関わることについて、情報を収集し探究できる 1

132 成功や失敗 経験を通して、方法や計画 続行や修正を考えることができる 1

133 自分と他人 考え方や解き方 違いを比較し、よいも を吸収できる 1

134 以前学習した内容、他科目で学習した内容と 関連に気づくことができる 1

135 学習 成果があらわれなくても、あきらめずに学習を継続できる 1

211 仲 良い友人同士でも、相手を気づかった話し方、言葉づかいができる 1 79% 81% 92% 78% 80% 82% 84% 62%

212 周囲 人間 気持ちを考えて行動できる 1 74% 78% 84% 81% 74% 78% 88% 47%

213 自分 役割を責任を持って果たしている 1 63% 70% 68% 73% 71% 69% 69% 56%

214 学校生活を優先し、健康に気を配り生活している 1 58% 76% 63% 70% 77% 69% 69% 47%

215 自分に非がある場合、謝ることができる 1 95% 92% 100% 92% 77% 91% 81% 74%

221 友人 悩み等に気を配り、共に解決策を考えることができる 1 91% 94%

222 自分ができることを進んで引き受け、責任を果たしている 1 66% 62%

223 周囲と協力して物事に取り組むことができる 1 81% 85%

224 一人で できない事があるとき、周囲 友人に助けを求めることができる 1 84% 88%

231 責任を持って意思決定を行い、行動できる 1

232 自分 行動を振り返り、次 行動にいかすことができる 1

233 他人 考え方や性格 影響を受けて、自分 考え方や行動が変化することがある 1

234 意見が対立する相手と話し合いながら解決を目指すことができる 1

311 自分 周囲にある多く 職業に目を向け社会 仕組みを理解している 1 50% 43% 53% 35% 54% 47% 53% 41%

312 自分 進路に関わる情報を集めようとしている 1 74% 65% 71% 92% 77% 76% 63% 47%

313 自分 価値観を理解している 1 55% 54% 37% 76% 49% 54% 28% 29%

314 興味や適性をふまえて学科選択や科目選択ができる 1 87% 76% 89% 86% 86% 85% 84% 50%

315 社会情勢に目を向け、自己 将来と結びつけられる 1 39% 35% 42% 38% 40% 39% 44% 32%

316 由利ゼミにおいて自分 興味・関心と関連するテーマを設定できる 1 16% 30% 18% 70% 31% 33% 41% 29%

317 現時点で ライフプラン イメージがある 1 34% 54% 42% 35% 54% 44% 38% 26%

321 体験活動に参加するために、社会 ルールなどを事前に確認した 1 78% 65%

322 体験活動を通して考え方やも 見方が変わった 1 72% 82%

323 体験活動を通して考えた事を自分 進路選択に役立てた 1 63% 71%

324 自分 持っている価値観だけでなく、他 視点から職業を考えられる 1 50% 18%

325 由利ゼミにおいて自分が設定したテーマについて、成果をあげた 1 6% 12%

326 現時点で ライフプランを具体的に説明できる 1 28% 18%

331 社会一般におけるルールやマナーを身につけている 1

332 社会における権利・義務・責任を理解している 1

333 生涯を通して学び続ける必要性を理解している 1

334 進路実現 ために、様々な課題を解決する方法を身につけている 1

335 由利ゼミで 取り組みを進路選択、実現 ために役立てた 1

336 ライフプランを実現するため 具体的な取り組みをしている 1

411 時と場所に応じたあいさつができる 1 82% 89% 89% 97% 86% 89% 81% 65%

412 年齢や立場が異なる相手にも自分 考えを伝えることができる 1 58% 59% 61% 59% 69% 61% 78% 59%

413 校内だけでなく校外でも適切な服装やあいさつができる 1 84% 89% 84% 81% 86% 85% 66% 50%

414 地域に 様々な職業人がいて自分 生活が支えられていることを理解できる 1 82% 86% 84% 89% 80% 84% 81% 65%

415 部活動や学校行事で、先輩と適切なコミュニケーションをとることができる 1 79% 92% 82% 89% 91% 86% 81% 65%

421 体験活動などで、相手 立場に応じた言葉遣いやあいさつができる 1 100% 88%

422 体験活動などを通して、それまで気づかなかった自分 特性を見つけた 1 53% 41%

423 体験活動などを通して、学校で 学習や行事 必要性を感じた 1 69% 56%

424 部活動や学校行事で先輩や後輩と協力して物事を進めることができる 1 84% 79%

431 地域において、必要があれば話しかけたり質問したりできる 1

432 自己実現に必要な体験機会などを、自ら設定して行動できる 1

433 部活動や学校行事において、最高学年と自覚し後輩を指導し、目標に向けて努力した 1

434 これまで 体験や経験から得た勤労観や職業観をもとに将来 職業を選択できる 1

20 19 9 15
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２０１３年９月実施分

2C 2D 2E
２年
合計 3A 3B 3C 3D 3E

３年
合計

全体
合計

83% 89% 89% 82% 94% 84% 86% 97% 97% 92% 88%

75% 83% 89% 79% 97% 78% 92% 87% 77% 86% 84%

50% 71% 81% 59% 59% 41% 68% 63% 40% 55% 57%

64% 77% 84% 70% 84% 75% 81% 79% 77% 79% 75%

28% 46% 62% 37% 47% 50% 43% 58% 43% 49% 42%

53% 57% 70% 57% 56% 56% 68% 55% 50% 57% 64%

53% 71% 70% 64% 69% 53% 65% 76% 63% 66% 65%

58% 57% 68% 63% 94% 59% 57% 71% 60% 68% 65%

33% 43% 49% 42% 56% 34% 57% 39% 27% 43% 43%

61% 51% 51% 55% 72% 75% 68% 61% 63% 67% 61%

33% 46% 30% 28% 22% 34% 35% 29% 43% 33% 30%

33% 54% 51% 48% 63% 53% 38% 61% 53% 53% 51%

72% 83% 81% 76% 78% 72% 81% 82% 80% 79% 77%

88% 94% 73% 84% 90% 85% 85%

75% 81% 57% 58% 70% 67% 67%

91% 78% 84% 66% 63% 76% 76%

75% 50% 65% 66% 73% 66% 66%

50% 53% 49% 45% 60% 51% 51%

75% 89% 84% 79% 100% 78% 76% 82% 83% 83% 82%

72% 83% 84% 75% 94% 81% 81% 84% 87% 85% 80%

64% 71% 76% 67% 84% 69% 78% 89% 73% 79% 72%

61% 60% 65% 60% 75% 50% 68% 61% 63% 63% 64%

94% 97% 92% 88% 97% 84% 95% 92% 87% 91% 90%

81% 77% 84% 85% 91% 78% 81% 76% 73% 80% 83%

42% 69% 59% 59% 69% 47% 57% 68% 73% 63% 61%

78% 89% 84% 83% 88% 81% 86% 87% 90% 86% 85%

81% 89% 97% 88% 84% 81% 73% 79% 77% 79% 84%

84% 72% 70% 79% 80% 77% 77%

91% 72% 62% 71% 73% 73% 73%

81% 84% 89% 84% 87% 85% 85%

75% 63% 59% 50% 63% 62% 62%

58% 46% 62% 52% 63% 44% 51% 58% 53% 54% 51%

56% 83% 62% 62% 84% 69% 78% 92% 87% 82% 74%

47% 51% 70% 46% 72% 47% 70% 71% 43% 62% 54%

61% 83% 73% 70% 78% 84% 70% 84% 80% 79% 79%

47% 49% 49% 44% 53% 41% 46% 63% 50% 51% 45%

28% 51% 59% 42% 75% 69% 65% 71% 63% 69% 47%

33% 43% 51% 39% 59% 59% 51% 61% 57% 57% 47%

75% 46% 27% 57% 81% 66% 73% 53% 50% 64% 61%

78% 63% 73% 74% 94% 69% 86% 58% 67% 75% 74%

72% 46% 51% 60% 66% 59% 62% 53% 53% 59% 60%

56% 37% 57% 44% 63% 50% 57% 61% 53% 57% 50%

8% 23% 11% 12% 69% 66% 59% 66% 60% 64% 38%

17% 23% 27% 22% 38% 53% 43% 37% 47% 43% 33%

88% 69% 84% 82% 80% 80% 80%

72% 59% 70% 84% 67% 71% 71%

91% 81% 73% 79% 80% 80% 80%

50% 56% 57% 55% 57% 55% 55%

56% 66% 59% 55% 47% 57% 57%

56% 50% 54% 42% 47% 50% 50%

89% 94% 92% 84% 100% 81% 95% 95% 83% 91% 88%

58% 80% 84% 72% 84% 63% 62% 66% 77% 70% 68%

72% 74% 81% 69% 81% 75% 89% 89% 87% 85% 80%

67% 91% 95% 80% 91% 84% 84% 95% 80% 87% 84%

72% 86% 78% 76% 94% 84% 78% 84% 70% 82% 82%

92% 91% 92% 93% 100% 81% 92% 92% 90% 91% 92%

50% 37% 32% 43% 66% 38% 54% 37% 53% 49% 46%

42% 63% 70% 60% 81% 63% 78% 58% 53% 67% 63%

75% 86% 78% 80% 94% 88% 78% 74% 87% 83% 82%

69% 69% 54% 55% 77% 64% 64%

63% 47% 65% 42% 57% 54% 54%

91% 84% 65% 71% 83% 78% 78%

84% 84% 70% 82% 83% 80% 80%

考査前の学習指導については、進路ノートを用いて学習時間の

チェックなどを行っているが、生活・学習状況のチェックにと

どまり、事前の緻密な学習計画の指導ができていないのではな

いか。各科目にかける時間のバランス、用いる教材、その教材

への取り組み方、・・・学習の方法を考査前に行う必要がある

と考えられる。

また、進路ノートを用いた指導は、学級担任に任されていて、

指導に温度差がある状況である。

生徒本人がどのように考えてこの評価になっているかは別にし

て、この問いに対する「できない」感覚は、推薦入試等に向か

う際の大きな障害になり、自信のなさが合否に影響すると考え

られる。また、現在の職業社会が求める一番の能力である「コ

ミュニケーション能力」にも関わる。
これについては、ある時期、ある行事で身につけさせることが
できるものではないので、すべての授業で意識的に指導するな
ど、学校全体の取組を考えていく必要がある。

考査の計画と同様で、指導を強化する必要がある。

前回の考査の反省がいかせていない、考査が終われば結果は気

になるものの、その原因を考えるには至っていないという、本

校生徒の弱点が見えてくる。また、この数値が高くなれば、考

査前に自分の定着度を測るためのセルフチェックをすることが

でき、これは受験勉強を効率よく進めるには重要なことである。

これも、具体的なやり方を教えなければいけないが、学級担任

より教科担任がやる方が効果的か？

１年生は取り組んでいない項目。

2年生はまだ由利ゼミが完結していない時期なので、数値が低い

か？

しかし、テーマ設定に関する質問なので、テーマ設定までの指

導が足りなかったと考えられる。そもそも生徒は、課題研究の

全貌をどれくらい理解してテーマ設定に取り組んだだろうか？

指示されるままにテーマを選んで、先を見ることができない状

態だったとも考えられる。

１年0.39，２年0.44，３年0.51

進路選択を迫られている上級学年は数値が高いと解釈できる。

下級学年においては、進路選択や自分の将来について現実的に

考える機会がない、あるいは、進路選択を考える際、偏差値や

学校の特色などを考え、その進学が社会にどうつながるかまで

考えられていない。

ライフプランを考えて、表現するような取組をさせていない。
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Step1 考査範囲の把握と目標点を設定する 

Step2 前回の反省をいかして重点科目の学習計画をたてる 

Step3 日々の記録をもとに計画を修正しながら学習をすすめる 

Step4 今回の取り組みを振り返り改善点を考える 

起
床 

帰
宅 

６ 

２ 就
寝 

古典 

数Ⅰ 

物理 

1.5 0.5 

1 

３ 

「起床」「帰宅」「就寝」の３つは必ず書く 

学習した時間帯を斜線で塗りつぶす 
自分で月日曜日を書く 

考査初日14日前から記入を始めます 

家庭学習を終え、反省点や改善すべき取り組み、やり残したことを書く 

科目、合計の学習時間を時間単位で書く 

６ ２ 月 

６ ３ 火 

６ ４ 水 

６ ５ 木 

６ ６ 金 

６ ７ 土 

６ ８ 日 

６ ９ 

６ 10 

６ 11 

６ 12 

６ 13 

６ 14 

６ 15 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

数学Ⅰ 

テスト 

教科書を中心に 

３時間程度整理する Ⅴ 

自
分
で
月
日
・
曜
日
を
書
く 

Ⅳ 

Ⅲ 

Ⅱ 

Ⅰ 
教科書の例題と練

習を解いてから、

問題集の範囲をす

べて解く。間違っ

た問題には印をつ

けておく。 

完璧に解けた問

題以外をもう１

回解いてみる 

プレテスト 

先生から問題を

もらう 

Ⅲでみつかった

弱点を中心に問

題集をやり直す 

PhaseⅠ 把握する【～7days】 

学習の初期段階であり土台作りです。これから取り組まなければいけない範囲がどの

程度あって、自分がどれくらい身についているか、重要なポイントはどこか、など把

握する段階です。授業の段階で十分身についている部分と、そうでない部分を選別す

ることで、このあとの効果的な学習に結びつきます。 

PhaseⅡ 強化する【～5days】 

テスト勉強の山場です。Ⅰの段階でみつかった自分の弱点や重要ポイントに集中して

取り組むことで点数のアップはもちろん自信にもつながります。客観的に自分の弱点

をみつける必要がありますので、自分をごまかしたりしないようにしよう。 

PhaseⅢ 試す【1day】 

５段階の中でもっとも重要な段階です。ここまで行ったテスト勉強が本当に身につ

いてるか、テストになって本当に解けるか、プレテストを自分で行います。「勉強

したけど、テストになったら解けなかった」を防ぐためです。先生にプリントをも

らってもいいし、自分で問題集から予想問題をセレクトして解いてもよい。時間を

決めて、本番の答案を書くつもりで、緊張感を持って取り組もう。 

Ⅲの段階で新たな弱点が見つかるはずです。その部分を中心にテスト勉強をやり

直しましょう。ⅠやⅡの段階で取り組みに甘さがあったはずです。 

PhaseⅣ 穴を埋める【2days】 

最終仕上げです。全範囲を通して取り組みます。仕上げだといって、「見るだ

け、読むだけ」は勉強ではありません。しっかり手を動かして、脳を働かせて仕

上げとします。 

PhaseⅤ 仕上げる【1day】 

今回の考査で力を入れたい重点科目をいくつか決めて、次の5段階の学習に取り組みます。 

定期考査の目標と計画をたてよう 

まず、考査時間割を記入しましょう。次に、各考査の範囲とポイントを記入します。考査範囲がプリントで配

布されるかもしれませんが、自分で記入することで範囲の量的、質的な把握が可能になります。また、考査前

の授業では先生が、重要なポイントや出題されやすい部分を支持することが多いので、しっかり書き留めてお

きましょう。また、テスト範囲が把握できたら目標点を設定してテスト勉強をスタートします。 

重点科目を中心に今回のテスト勉強を振り返ります。科目ごとに、チェック項目に○×をつけましょう。ま

た、考査期間中の生活、部活動との時間的なバランスの調整、目標点の達成などについて記述しておきましょ

う。次回の考査の計画を立てる際に大切な意味を持ちますので、テストが終わって、点数がわかったら終わり

ではなく、最後までしっかり取り組みましょう。 
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時間割
考査１日目 考査２日目 考査３日目 考査４日目 考査５日目

① 　８：５０－　９：４５

② １０：００－１０：５５

③ １１：１０－１２：０５

考査範囲と学習上のポイントと目標点

重点科目の学習計画
重点科目① 重点科目② 重点科目③ 重点科目④ 重点科目⑤

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

考査
初日
まで

ポイント範囲科目 目標点

考査１日目

考査２日目

考査３日目

考査４日目

考査５日目

曜日日月
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月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

考査初日まで 学習の振り返り・反省・今後やること 計

14 日

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

考査初日まで 学習の振り返り・反省・今後やること 計

13 日

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

考査初日まで 学習の振り返り・反省・今後やること 計

12 日

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

考査初日まで 学習の振り返り・反省・今後やること 計

11 日

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

考査初日まで 学習の振り返り・反省・今後やること 計

10 日

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

考査初日まで 学習の振り返り・反省・今後やること 計

9 日

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

考査初日まで 学習の振り返り・反省・今後やること 計

8 日
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月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

学習の振り返り・反省・今後やること 計

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

学習の振り返り・反省・今後やること 計

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

学習の振り返り・反省・今後やること 計

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

日

曜日

学習の振り返り・反省・今後やること 計

重点科目の振り返り
科
目
①

科
目
②

科
目
③

科
目
④

考査範囲を確実に把握していたか

教科担任の指示をしっかり聞きポイントを把握していたか

全範囲をすべて学習したか

Ⅰの段階で、理解が足りない部分を明確にすることができたか

Ⅱの段階で、理解が足りない部分を強化することができたか

Ⅲの段階で、プレテストで勉強の成果を試すことができたか

計画通り学習を進めて、自信を持ってテストに臨めたか

この期間、考査を優先させて規則正しい生活を送ったか

５段階の取り組みの中で改善するべき点はあったか

今回の考査期間中の生活、時間の使い方について改善するべき点はあったか

科
目
⑤

チェック項目

１日目 

２日目 

３日目 

４日目 
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ホームルー

ム活動 
授業 

インターン

シップ 

ボランティ

ア活動 

学校行事 

部活動 

課題研究 

由利ゼミ 

キャリア教育とは？ 

地域との交流 

学力向上 

部活動等での 

活躍や達成感 

進路決定 

キャリア(career)は経歴、経験、職業という意味で使われることが多い言葉です。 

小学校から高校、大学などの学生期におけるキャリア教育は、社会にでて職業に就く

上で必要な勤労観、職業観を育て、主体的に課題を発見したり、進路を決めたりする

能力や態度を育てるために行います。たくさん栄養を吸収し、大きな実をつけよう。 

総合的な 

学習の時間 

資料 6	 
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由利高校が目指すキャリア教育 

由
利
高
校 社会へ 

状況に応じた 

正しい発言、 

対話、行動が 

できる生徒 

夢を持ち、 

実現するために自ら

行動できる生徒 

○他者との関わり、社会との関わ

りを理解し、自分の意見を述べる

ことができる。 

○グループにおける自分の立場を

自覚して、他者と協力できる。 

 Ａ 社会とつながる力 

○情報や日程を調整して、目的達

成のために計画・実行できる。 

○自分の取組の過程を振り返り、

課題を発見して、その解決のため

に適切な対応ができる。 

 Ｃ 見つけて動く力 

高
校
入
学

 

上級学校へ 

○自分のよさや社会の仕組みを理

解したうえで、様々な情報を活用

して将来設計ができる。 

○自分の目標を達成するために、

必要な取組を継続できる。 

 Ｄ 前へ進む力 

○自分を客観的にみつめ、やりた

い事やできる事を実行し、達成感

を得られる。 

○自分の考え方や行動の特徴を理

解して、コントロールできる。 

 Ｂ 自分をみつめる力 

前へ進む 

原動力 

資料 7	 
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Ａ 社会とつながる力 

集団の中で自分が

できる事を積極的

に引き受ける 

３年 

２年 

１年 

         ・由利ゼミへの取組 

       ・進路講演会 

    ・小論文対策 

  ・面接対策 

・志望理由書の作成 

クラス、学年でよ

りよい人間関係を

築き、他人の意

見に耳を傾ける                ・課題研究 

             ・進路講演会 

          ・小論文対策 

         ・学校調べ 

     ・インターンシップ 

  ・ボランティア活動 

・志望理由書の作成 

               ・自分を知る 

             ・進路講演会 

          ・小論文対策 

         ・職業調べ 

     ・職業適性を考える 

  ・新聞の活用 

・ライフプランの作成 

高校３年間で身につけたい能力 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

社会とつながる力 

見つけて動く力 

自分を 

みつめる力 

前へ進む力 情報収集の方法

を身につける 

職業を積極的に調

べ関心を持つ 

クラス、学年で人

間関係を築き、他

人の意見に耳を傾

ける 
自己を知りコント

ロールして、集団

のルールを守る 

Ｂ 
自分を 

みつめる力 

自己を知りコント

ロールして、集団

のルールを守る 

Ｄ 前へ進む力 

職業を積極的に調

べ関心を持つ 

自分にどんな適性

があるか校外で確

認する 

情報を活用して進路

実現に向けて具体的

に行動する 

Ｃ 見つけて動く力 

主体的に情報収集

して活用する 

情報収集の方法

を身につける 

Ｂ 
自分を 

みつめる力 

集団の中で自分

ができる事を積

自分と異なる意見

を持つ相手と話し

合い、吸収できる 

自分にどんな適

性があるか校外

で確認する 

職業を積極的に調

べ関心を持つ 

自己を知りコント

ロールして、集団

のルールを守る 

クラス、学年で

よりよい人間関

係を築き、他人

の意見に耳を傾

情報を活用して進路

実現に向けて具体的

に行動する 

Ｄ 前へ進む力 

進路実現のために取

組を修正しながら継

続できる 

自分に必要な事を

自覚し、それを身

につけるために学

び続ける 

Ｃ 見つけて動く力 

身につけた知識を

活用できる場面を

求めて行動する 

主体的に情報収集

して活用する 

情報収集の方法

を身につける 

Ａ 社会とつながる力 

入学 

卒業 

進路実現のために、知識や技能を活用する学年 

校外で体験を重ね、進路選択に役立てる学年 

校内で人間関係を築き、職業や社会を知る学年 

資料 8	 
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身につけたい 

能力 

身につけたい 

能力 

由利高校 総合的な学習の時間１ 実施日 

   月   日（   ） 1年生の取組内容と身につけたい能力 

前期 

後期 

適切な学科選択をしよう 

働くとは 

職業を知ろう 

新聞ノートをはじめよう 

オープンキャンパスに参加しよう 

職業を調べてみよう 

職業インタビューをしてみよう 

考査に向けて計画をたてよう 

小論文 

小論文を書こう 

進路適性を考えよう 

課題研究の発表を聞こう 

ライフプランを考えよう 

先輩の体験談から学ぼう 

考査に向けて計画をたてよう 

自分が知らない事柄に

もアンテナを伸ばし、

情報を収集する 

ルールを理解して集

団の中で行動できる 

自分と異なる立場の考

え方を理解する 

校内で人間関係を築き、職業や社会を知る学年 １年生 

働く意義を理解して、

積極的に職業を調べる 

職業や社会情勢を理解

して、ライフプランを

考える 

自分の性格と進路適性

をあわせて考える 

資料 9	 
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身につけたい 

能力 

由利高校 総合的な学習の時間２ 実施日 

   月   日（   ） ２年生の取組内容と身につけたい能力 

前期 

後期 
身につけたい 

能力 

課題研究のテーマを決めよう 

新聞ノートを課題研究に活用しよう 

調査・報告の方法を身につけよう 

オープンキャンパスに参加しよう 

自分に適した学校を選ぼう 

インターンシップの準備をしよう 

インターンシップに参加しよう 

課題研究の報告をしよう 

 

課題研究の発表準備をしよう 

課題研究の発表をしよう 

志望校の受験方法を調べよう 

志望理由書を書いてみよう 

自分の学校生活を見直そう 

関連書籍を読んでみよう 

履歴書を書いてみよう 

学費について調べよう 

ライフプランを考えよう 

先輩の体験談から学ぼう 

進路選択のために情

報を活用する 

校外の活動において

適切な振る舞いがで

きる 

自分の役割を自覚して

集団の中で責任を果た

す 

校外で体験を重ね、進路選択に役立てる学年 ２年生 

校外の活動を通してラ

イフプランを修正し、

実現しようとする 

興味がある学問分野を

掘り下げるための取り

組みをする 

進路選択のために積

極的に行動する 
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身につけたい 

能力 

由利高校 総合的な学習の時間３ 実施日 

   月   日（   ） ３年生の取組内容と身につけたい能力 

ゼミに分かれて進路の準備をすすめよう 

自分に必要な情報を選択して整理しよう 

進路実現のために行動しよう 

進路が決まったら新しい目標をたてよう 

仲間と協働してよりよい集団を形成しよう 

進路実現に必要なことを自ら判断して、状況を把

握・修正しながら実行する 

ライフプラン実現のために生涯を通して学び

続ける姿勢を持つ 

進路実現のために、知識や技能を活用する学年 ３年生 

意見や立場が異なる相手から、新しい考え方を吸

収する 
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