
生徒の自己有用感を高めるキャリア教育の取組

－ 生徒や地域の「持ち味」を生かした学習活動を通して －

杉本 一仁

生徒一人一人が自分や他者の「持ち味」に気付き，互いに認め合いながら行動すること

は個々の自信となり，生涯にわたって意欲的に学び続ける原動力になると考える。本研究

では，生徒や地域の「持ち味」を生かした学習過程を，「持ち味」に気付く，「持ち味」を

発揮する，「持ち味」を認め合うの３段階とし，全ての段階で貢献・承認・存在感を意識

した指導を行うことが自己有用感の高まりに有効であろうと考え，検証を試みた。その結

果，「ふるさとＣＭ」の制作を題材とした実践を通して，「持ち味」を生かした学習活動の

工夫が，自己有用感の高まりに有効であることが確かめられた。
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Ⅰ 主題設定の理由

平成25年度「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」（内閣府）では，日本の若者の特徴とし

て自己肯定感の低さが指摘されており，その原因として「自己有用感」の低さが影響していると分析

されている。なお，本研究では「自己有用感」を「他者との関係や集団の中で，自分の存在を価値あ

るものとして受け止める感覚」と定義する。先行研究から「自己有用感」の高まりには貢献，承認，

存在感の３要素が大きく関わっていることが分かっている。学校では，その３要素を意識して学習活

動を進め，生徒の自己有用感を高めていくことが求められる。平成23年度の秋田県総合教育センター

の研究では，高い志を育てるあきた型キャリア教育の在り方の視点から「持ち味を大切にして自ら未

来をひらこうとする高い志を育てる」と提言された。秋田県教育委員会が平成27年３月に策定した「第

２期あきたの教育振興に関する基本計画」や平成28年度秋田県学校教育の指針でも，ふるさと教育を

基盤としたキャリア教育の推進が示されている。本研究では「持ち味」を他人に認められた長所と捉

え，生徒にも，生徒が生活する地域にも備わると考える。地域の「持ち味」は地域の魅力となり，今

後の発展に欠かすことができない。また，生徒一人一人の「持ち味」は他との関わりの中で成長する

ために欠かすことができないものである。自分の「持ち味」に気付き，それを発揮したり，他者の多

様な「持ち味」を理解したりするなど，互いに認め合うことを大切にして行動することは，よりよい

生き方につながる。また，「持ち味」は個々の自信となり，生涯にわたって意欲的に学び続ける原動

力になると考える。

研究協力校Ｕ中学校の第１学年では，総合的な学習の時間に「地域から学ぶ ～潟上市を知り，将

来の姿を考える～」という題材を設定して学習を進めている。今回の研究では，その中の「ふるさと

ＣＭ」の制作・発表に関わる学習活動に着目し，その過程で存在感や達成感を得ることが，自己有用

感の高まりにつながるのではないかと考えた。

以上のことから，本主題を設定した。

Ⅱ 研究仮説

中学校のキャリア教育において，生徒が自分や地域の「持ち味」に気付く，発揮する，認め合う３

段階の学習過程を設定することで，生徒の自己有用感が高まるであろう。

Ⅲ 研究内容

１ 生徒の実態把握



研究協力校Ｕ中学校の第１学年の生徒26名を対象と

してキャリア教育アンケートを５月に実施した。アン

ケートは家庭や学校における日頃の気持ちや行動につ

いての質問に四つの選択肢から答える形とした。その

結果を数値化した全43項目の回答平均値は４点満点中

3.3点となった。自己有用感に関する項目に注目すると，

「人の役に立つ人間になりたいと思う」が3.8点と高い

反面，「人の役に立っていると思う」は2.9点と低かった（資料１）。自分のなりたい姿と現在の自己

評価とのギャップが大きく，自己有用感が低い傾向にあることが分かる。

２ 研究の構想

「１ 生徒の実態把握」を踏まえ，本研究では「人の役に立っている」，「自分のなりたい姿に近づ

いている」という実感をもたせるために，「持ち味」に着目した。そこで地域の「持ち味」を生かし

た「ふるさとＣＭ」の制作を題材として取り上げ，その完成を目指して生徒一人一人が主体的に関わ

ることで，自己有用感を高める学習活動の在り方を考えた（資料２）。ここでは，自己有用感が高ま

った生徒の意識や行動を次のような【自己有用感が高まった姿】とし，それに近づいていくことをね

らう。

そのために，自己有用感を高める３要素である

貢献，承認，存在感を意識した，(1)「持ち味」に

気付く，(2)「持ち味」を発揮する，(3)「持ち味」

を認め合うの３段階の学習活動を「ふるさとＣＭ」

制作の過程に取り入れる（資料３）。

(1) 「持ち味」に気付く

①地域の「持ち味」を確認

「キャリア教育アンケート」に地域

の魅力を問う項目の自由記述を入れ，

生徒から地域の「持ち味」を引き出す。

また，校外学習で調査活動を実施する。

②自分や他者の「持ち味」を確認

検証授業では，自分や他者の「持ち

味」について気付くための方法として，

自作の「持ち味」カードを活用する。

(2) 「持ち味」を発揮する

①「ふるさとＣＭ」の制作

日常生活や校外学習で気付いた地域の魅力を，地域の「持ち味」として「ふるさとＣＭ」で表現し，

広く伝える。

②「持ち味」で役割分担

「ふるさとＣＭ」の制作に当たって，生徒が各々役割をもち，自分や他の生徒の「持ち味」を意識

資料１ 自己有用感に関する項目の回答
平均値（平成28年５月実施）

【自己有用感が高まった姿】

・人の役に立ったことを喜ぶことができる。

・諸活動に自信をもって取り組むことができる。

・他者に対して思いやりのある行動ができる。

・他者と協同できる。

資料２ 研究構想図

人の役に立つ人間になりたいと思う 3.8

人の役に立っていると思う 2.9

上記２項目の数値の差 -0.9

資料３ 自己有用感を高める学習過程



しながら制作に関わる。

(3) 「持ち味」を認め合う

①発表の場の設定

それぞれの取組を認め合う場として，10月に「ふるさとＣＭ」の発表会を設定する。また，ＰＴＡ

での発表の他，市役所での放映や地元テレビ局主催の「あきたふるさと手作りＣＭ大賞」に出品し，

達成感を味わう。

②「持ち味」を意識した振り返り

活動後の振り返りでは，自分だけではなく他の生徒の取組も認め，「持ち味」を意識して記述する。

３ 検証方法

(1) キャリア教育アンケート

５月（検証前），10月（検証後）にキャリア教育アンケートを実施し，自己有用感に関する項目を

中心に回答結果を比較することで生徒の変容を見取る。

(2) 授業後の評価，振り返りの分析

検証授業時の振り返りなど，記述された内容について分析し，考察する。ＣＭ制作の過程の振り返

りに記述される個々の認め合いや「持ち味」に関わる記述内容を見取る。

Ⅳ 検証と考察

第１学年 総合的な学習の時間

１ 検証授業Ⅰ 題材名「地域から学ぶ ～自分や地域の「持ち味」～」

検証授業Ⅰは，「持ち味」に気付く段階として設定し，「自分たちの『持ち味』を積極的に見付け，

伝え合おうとする」ことをねらいとした。

５月のキャリア教育アンケートを基に，たくさんあ

る地域の「持ち味」の中でも，より多く記述されてい

た「人」を取り上げ，「人」がもっている「持ち味」

に注目し，考えさせるようにした。生徒たちが考えた

内容は次の３点である。①「持ち味」は全ての人に備

わり，世の中で活躍している人には，自分の「持ち味」

を自覚し，それを表現している人が多い。②まだ，自

分の「持ち味」に気付いていない人や，上手く表現で

きていない人もたくさんいる。③自分の「持ち味」を

知り，意識して発揮することで，成長の可能性とチャ

ンスがより広がる。

授業では自作の「持ち味」カードを使用した（資料

４・５）。将来，社会人になったときに必要とされる要

素を「持ち味」として，全36枚にまとめたものである。

聞き慣れない言葉も含まれるため，裏面に具体的な内

容を記述し，理解しやすいように工夫した。生徒は初

めに自分の「持ち味」について，直感でカードを３～

５枚選び，その後，生活班（５～６名）でメンバーの

「持ち味」を考えた。グループ全員の「持ち味」を考

え，ワークシート（資料６）に記述したものを交換し

た。それを，自己発見の構図として心理学等でよく用

いられる「ジョハリの窓」を利用して分析した。

1 素直さ

相手の意見や考えを肯定的
に受け入れる。

■物事を頼まれたときは，「はい」
といって協力している。

■自分の行動が間違っていると
気付いたとき，すぐに修正を
している。

■同級生や後輩からの意見で，
よいと思ったことは取り入れて
いる。

■叱られたときは，まず相手の
言葉を受け入れている。

資料４ 「持ち味」カードの例

資料５ 「持ち味」カード使用中の様子

（裏）（表）



また，多くの人に生徒と地域の「持ち味」を一

緒に伝えるための方法についても話し合った。生

徒からは「ポスターを作って駅に掲示する」，「ホ

ームページで紹介する」，「動画を作って紹介す

る」，「YouTubeにアップする」，「ＣＭを作る」と

いった案が出て，最終的にはパソコンに馴染みの

ない高齢者などにも広く知ってもらうために，Ｃ

Ｍを制作して紹介することになった。

２ 検証授業Ⅱ 題材名「地域から学ぶ ～「持ち味」を生かして，ふるさとＣＭを作ろう～」

検証授業Ⅱは，「持ち味」に気付く段階から「持ち味」を発揮する段階へのステップアップとして

設定し，「ＣＭで何を発信するのか」をねらいとした。

前時を振り返り，人と地域の「持ち味」を伝え

るためにＣＭを制作することを確認した。そして，

ＣＭで自分たちが住んでいる地域の何を伝えるの

かについて考える場を設けた。

グループによる話合いでは，司会として責任を

もってグループをリードする生徒，賛同を得るよ

うなアイディアを発表する生徒など，「持ち味」を

発揮する姿が見られた。話合いの途中で，平成28

年「あきたふるさと手作りＣＭ大賞」に１作品を

地域の代表として出品することを伝え，取組の意

欲を高めた。その後，実際の完成までの流れを確

認し，制作の見通しがもてるようにした。また，

活動の記録として「持ち味」を意識して自分と他

の生徒の活動を振り返る場面を設定した（資料７）。

授業後，「作るのが楽しみだ」と発言するなど，意

欲の高い生徒が多く見られた。

実際のＣＭ制作を「持ち味」を発揮する段階と

して設定した。２グループに分かれて，監督役の

生徒を中心に制作に取り組むようにした。テーマ

を決めるためにメンバー全員が積極的に考えを述

べ，撮影にも熱心に取り組んでいた。絵の得意な

生徒が「持ち味」を発揮して作成した絵コンテ（資料８）を基に，夏季休業中に撮影を行った。９月

中には編集を終え，完成させることができた。

３ 検証授業Ⅲ 題材名「地域から学ぶ ～ふるさとＣＭを発表しよう！～」

検証授業Ⅲは，「持ち味」を認め合う段階として設定し，「ふるさとＣＭで伝えたかったことを，グ

ループのメンバーで協力し，工夫して表現する」ことをねらいとした。

始めにこれまでのＣＭ制作の取組を振り返り，本時はお互いに完成までの関わりを認め合う時間に

することを確認した。「ふるさとＣＭ」で伝えたい点やアピールしたい点を，グループのメンバー全

員で発表することとし，その話合いと練習を促した。発表時の役割分担でも，個々の「持ち味」を発

揮できるように，声かけをし，「持ち味」の意識化を図った。発表後は，これまでのメンバー一人一

人の関わりを全員に紹介する時間を設けることで，お互いの努力を認め合い，満足感をもたせること

ができた。最後に，ＣＭ制作の過程における生徒の様子をメイキング映像として紹介した。その中で

個々の「持ち味」が発揮されていることを伝え，達成感を味わうことができるようにした。

資料６ 「持ち味」を記入するワークシート（一部）

資料８ 生徒が作った絵コンテ

資料７ 「持ち味」を意識した振り返り



４ 分析と考察

(1) キャリア教育アンケート調査の分析と考察

５月（検証前）と10月（検証後）のキャリア教

育アンケートを比較したところ，ほぼ全ての項目

で数値の上昇が確認できた。特に数値の上昇が大

きかった項目が資料９の５項目である。まず，「人

の役に立っていると思う」の項目を人数で見ると，

「当てはまる」を選択した生徒が４人から11人に

増加し，「どちらかと言えば当てはまらない」「当てはまらない」が５人から３人へと減少している。

この項目を更に自己有用感の視点から見たのが資料10である。「人の役に立つ人間になりたいと思う」

が，3.8点から更に0.1点上昇し3.9点，また，５月の段階で2.9点と低い値を示していた「人の役に立

っていると思う」の平均が10月は3.3点と0.4点上昇した。自己有用感に関する項目の回答平均値の差

が0.3点縮まり，自分のなりたい姿と現在の自己評価とのギャップが小さくなっていることが分かる。

また，同様に他の４項目を見ると，「当てはまる」を選択した生徒が増加しているのが分かる。今回

の学習で地域の「持ち味」をテーマにしたことから，地域への興味関心が高まり，「地域の活動に参

加」の項目が上昇している。「他の人のことを考えて行動している」の数値の上昇は，検証授業で他

者の「持ち味」を意識したことが要因の一つであると考える。「私は周りの人にとって重要な一人だ

と思う」の項目の上昇も，他者との関わりから改めて自分の存在の大切さへの気付きの表れで，「自

己理解・自己管理能力」の向上につながったと思われる。記述によって回答する「最近，役に立った

と感じたのは，どんなときですか」との質問に対して，学校生活や部活動時に感じた生徒が多い中，

「ＣＭづくりで監督を撮影時に助け，この撮影に君は必要と監督に言われたとき」，「ＣＭの脚本を書

いたとき」と，「ふるさとＣＭ」制作時のことにふれた生徒が６人いた。日常生活のいろいろな場面

で，「役に立った」と感じる機会が多ければ多いほど，自己有用感の高まりにつながるため，教師が

意識してそのような機会を設定していくことが大切であることが分かった。

一方で，「人の役に立っていると思う」の質問に「どちらかと言えばあまり当てはまらない」を選

択した生徒３人に着目すると，この３人の生徒は自己有用感の項目だけではなく他の項目も低かった。

他者との比較から，自分自身を低く見る傾向があるように見える。このような生徒に対しては，個別

の手立てを講じる必要があると考える。

(2) 振り返りの分析と考察

検証授業Ⅰ後の振り返りから，他の生徒によって今まで気付かなかった自分の「持ち味」を知った

生徒が多かった。また，自分ではそれほど意識していないところを他者から認められることで，自分
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資料10 自己有用感に関する項目の回答平均値

資料９ キャリア教育アンケートで数値の上昇が大きかった項目

５月 10月

人の役に立つ人間になりたいと思う 3.8 3.9

人の役に立っていると思う 2.9 3.3

上記２項目の数値の差 -0.9 -0.6



の「持ち味」を意識することになった生徒も多かった。生徒が毎時間の活動後に自分と他の生徒の「持

ち味」を意識した振り返りをすることで，「持ち味」を意識した活動が継続していった。「ふるさとＣ

Ｍ」のテーマを決める際は，ストーリーを考えることや絵コンテを描くことを得意とする生徒，司会

進行で班をまとめようとする生徒など，それぞれが「持ち味」を発揮して取り組み，意欲的にアイデ

ィアを出し合うことができた。「人に任せっきりではなく，たくさん発表した。」，「みんなと話し合う

のがとても楽しいです。」といった感想から，主体的に参加し，積極的に考えを述べた満足感が読み

取れる。自分の「持ち味」を意識し，他者から認められることが次への意欲につながっていた。

検証授業Ⅲ後の振り返りには，「カメラマンをして，みんなのいいあいさつを撮れてうれしかった。

いいＣＭができたと思う。」，「撮影，編集には貢献できたし，監督を助ける裏の仕事もばっちりこな

せて，満足感がすごいです。」など，グループの役に立てたことで味わった達成感に関する記述が多

く見られた。「みんなの持ち味を知ることができました。とてもよい経験ができたのでこれから生か

していきたいです。あいさつも頑張っていきたいです。」のように，自分だけでなく他の生徒の「持

ち味」や，日常生活に意識が向き，これからの生活に生かそうとする記述も見られた。

12月中旬，ＣＭがテレビで放送された後，生徒に今回の学習の前後で気持ちや行動で変化した点を

質問した。その回答を，【自己有用感が高まった姿】の視点から集計した結果，「他者と協同できる」

とした14名をはじめ，他の三つの項目に関連した内容の記述もあった。また，10月のアンケートで自

己有用感が低かった生徒３名の記述を見ると，「これまで以上に大きな声であいさつをするようにな

った。部活動では，積極的に動くようになった。」，「今回の学習で身に付けた力をいろいろな面で役

立てていきたいです。」，「一人一人できることを分担してやっていて，仲間の大切さが分かった。自

分ができないところは仲間，誰もできないところは自分。」と，諸活動に自信をもって取り組む姿勢

や他者との協同について言及している。このことから，自己有用感が高まってきていることが分かる。

以上のことから，「持ち味」を意識して学習活動を工夫する取組が，自己有用感を高めるために有

効であることが確認できた。

Ⅴ 研究のまとめ（成果と課題）

１ 学習過程の工夫

学習過程を「持ち味」に気付く，「持ち味」を発揮する，「持ち味」を認め合うの３段階とし，全て

の段階で貢献，承認，存在感を意識した学習活動を展開することで生徒が味わう達成感は，自己有用

感を高めるために有効である。

２ 「持ち味」の意識化

「持ち味」カードを活用することで，自分や他者の「持ち味」に気付くことができた。そして，そ

の「持ち味」を意識しながら学習活動に取り組ませたことが，自己有用感の高まりにつながった。自

分や他者の「持ち味」に気付き，その多様な「持ち味」を理解し，互いに認め合い，協同して得られ

る満足感や達成感は，自己有用感の高まりにつながり，その他のキャリア発達にも有効であろう。

３ 今後の活用について

今回は総合的な学習の時間における「ふるさとＣＭ」の制作・発表に着目したが，他教科等におい

ても達成感を味わい，他との関わりの中で自分の「持ち味」を発揮できるような単元・題材を設定す

る必要がある。各学校においては「持ち味」を十分生かせる単元・題材を精選し，ねらいを絞って取

り組んでいく必要がある。
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