
新潟県立教育センター

１ キャリア教育とは何か

２ 新潟県のキャリア教育の概要

３ 新学習指導要領との関連

内 容

学校のミドルリーダーとして

１ キャリア教育とは何かを説明できる

２ 新潟県のキャリア教育について説明できる

３ 新学習指導要領におけるキャリア教育を説明できる

↓

自校の取組のきっかけ

ゴール

１ キャリア教育とは何か

２ 新潟県のキャリア教育の概要

３ 新学習指導要領との関連

内 容



一人一人の社会的・職業的自立に

向け、必要な基盤となる能力や態

度を育てることを通して、キャリ

ア発達を促す教育

（中央教育審議会 答申 H23.1.31）

「キャリア教育」の定義

「キャリア教育」が提唱された

背 景

○地球規模の情報技術革新

↓

社会・経済・産業環境の国際化、

グローバリゼーション

背 景①
日本の社会・産業・雇用に構造的な変革

○社会環境の変化

新卒求人・求職と求人の不適合

雇用の変化

○若者自身の資質等をめぐる課題

勤労観、職業観の未熟さ・社会人、職業人として

の基礎的資質・能力の発達の遅れ・社会の一員とし
ての経験不足と社会人としての意識の未発達傾向

背 景②
学校から社会への移行をめぐる課題
～社会の求める人材を育てられていない～



○子どもたちの成長・発達上の課題

精神的・社会的自立の遅れ、生活体験・社会体験
の喪失

○高学歴社会による進路の未決定傾向

職業決定の先送り傾向、自立的な進路選択や将来
計画が希薄なまま進学・就職する

背 景③
子どもの生活意識の変容

・学校の課題と社会とを関連付けた教育
・生涯にわたって学び続ける意欲の向上

・社会人としての基礎的資質・能力の育成

・自然体験・社会体験の充実
・発達に応じた指導の継続性

・家庭・地域と連携した教育

学校に求められている姿
社会人として自立した人を育てる観点から

背景① 社会・産業・雇用の変革（情報化）

背景② 学校から社会（就職・雇用）

背景③ 子どもたちの生活・意識の変容

↓

学校教育への期待・要望

それがキャリア教育

背景まとめ

一人一人の社会的・職業的自立に

向け、必要な基盤となる能力や態

度を育てることを通して、キャリ

ア発達を促す教育

（中央教育審議会 答申 H23.1.31）

「キャリア教育」の定義



「キャリア」とは？

「キャリア発達」とは？

語句の整理

キャリア＝語源は中世ラテン語の「車道」
そのため、様々な解釈

轍（わだち）、足跡、コース、
トラック、行路、経歴など

現在の捉えは、

人が、生涯の中で様々な役割を果たす過
程で、自らの役割の価値や自分と役割との
関係を見いだしていく連なりや積み重ね。

「キャリア」とは

社会の中で自分の役割を果たしなが
ら、自分らしい生き方を実現していく過
程。

キャリア発達 キャリア教育で何を育てるのか？

一人一人の社会的・職業的自立に向け、
必要な基盤となる

能力や態度



<従来の進路指導>
中１：自己理解
中２：職業理解
中３：進路決定 ※系統性が薄い

<キャリア教育>
同じ能力を段階的に積み重ねて、結果的

に進路選択時に具体的な行動となって生き
る。

育てる能力や態度

•４領域８能力「国立教育施策研究
所生徒指導研究センター H14」

育てる能力や態度

•内 閣 府「人間力」

•経済産業省「社会人基礎力」

•厚生労働省「就職基礎能力」

そのほかの省庁でも能力論

分野や職種にかかわらず、
社会的・職業的自立に向けて必要な

基盤となる能力として再構成

改めて分析・整理



「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）H23.1」

より実践的になった。

基礎的・汎用的能力 ただし書き

• ４つの能力は独立したものではなく相互に関連・依存した関
係である。順序もない。

• 全ての者が同じ程度あるいは均一に身につけることを求めるも
のではない。

• 学校や地域の特色、専攻分野の特性や子ども、若者の発達段階
によって異なる。

• 学校は、これを参考にしつつ、それぞれの課題を踏まえて
具体の能力を設定し、工夫された教育を通じて達成することが望ま
れる。

そして

新潟独自のモデルプログラム

「新潟っ子プラン」が提唱される

現在は

「新潟っ子プラン」の自校化

が終了し、

見直しの時期にきているか・・・



１ キャリア教育とは何か

２ 新潟県のキャリア教育の概要

３ 新学習指導要領との関連

内 容

個を伸ばす教育

～一人一人の個性を尊重し、

伸ばしていく教育の推進～

新潟県教育振興基本計画

新潟県の教育理念

ふるさとへの愛着と誇りを胸に、
粘り強く挑戦し未来を切り拓く、た
くましいひとづくり

新潟県教育振興基本計画

今後目指すひとづくりの姿

Ⅰ学力向上

Ⅱキャリア教育の推進
Ⅲ高等教育

Ⅳ生涯学習

Ⅴ文化・スポーツ振興

Ⅵ安全・安心な学校づくり

新潟県教育振興基本計画

基本方針Ⅱ



『未来を切り拓く力を育てる

キャリア教育の推進』

平成29年度 新潟県学校教育の重点

重点事項６

①全校でキャリア教育を推進する体制づくり

②ふるさとへの愛着や誇りを育む教育活動の充実

③家庭、地域、産業界と連携した取組の推進

新潟県の教育の重点 重点事項６

『未来を切り拓く力を育てる
キャリア教育推進』の３本柱

７月

新潟県のキャリア教育推進事業

『夢創造、ナビゲーション月間』
は何月？



「建設業」「医師・看護師」「介護福祉士」
「農業」 「伝統工芸」 「起業家」

「保育者」「工業」 「総集編」

全９巻

新潟県のキャリア教育推進事業

ＤＶＤ『夢サポート』はVol.何まで？

学年末に自分を振り返って記録し、

次の学年に持ち上がるシート



・未来を切り拓く力を育てる

キャリア教育推進講座【６月】

・学ぼう新潟の知恵（講師派遣の支援）

【随時】

・キャリア教育小中高連携協議会

【10・11月】

・各種支援事業 【随時】

１ キャリア教育とは何か

２ 新潟県のキャリア教育の概要

３ 新学習指導要領との関連

内 容 ３ 新学習指導要領での

キャリア教育の位置付け



第４ 児童の発達の支援

１ 児童の発達を支える指導の充実

（３）キャリア教育の充実

児童が，学ぶことと自己の将来とのつ
ながりを見通しながら，社会的・職業的
自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身
に付けていくことができるよう，

特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，
キャリア教育の充実を図ること。

小学校…算数５位、理科３位／49か国

中学校…数学５位、理科２位／39か国

なのに

◇理科を勉強すると、日常の役に立つ

日本62％ … 国際平均85％
◇数学を勉強すると、日常の役に立つ

日本74％ … 国際平均84％

ＴＩＭＳＳ２０１５

日本のニートは、

◇大学卒業以上 ＞ その他

◇「読解力」が低レベル…３％

英・伊25～30％

◇「数的思考力」も同様

高学歴で高学力のニートが多い！

OECD 国際成人力調査

（３）キャリア教育の充実

児童が，学ぶことと自己の将来とのつな
がりを見通しながら，社会的・職業的自立
に向けて必要な基盤となる資質・能力を身
に付けていくことができるよう，

特別活動を要としつつ各教科等の特
質に応じて，キャリア教育の充実を図るこ
と。



学校教育においては，キャリア教育の理念が浸透

してきている一方で，これまで学校の教育活動全
体で行うとされてきた意図が十分に理解されず，

指導場面が曖昧にされてしまい，
また，狭義の意味での「進路指
導」との混同により，
特に進路に関連する内容が存在しない小学校におい
ては，体系的に行われてこなかったという課題もあ
る。

また，将来の夢を描くことばかりに力点が置かれ，
「働くこと」の現実や必要な資質・能力の
育成につなげていく指導が軽視されていたり
するのではないか，といった指摘もある。

こうした指摘等を踏まえて，キャリア教育を効果的に展開し
ていくためには，

特別活動の学級活動を要としながら，

総合的な学習の時間や

学校行事，

道徳科や各教科における学習，

個別指導としての教育相談等の機会を生か
しつつ，

学校の教育活動全体を通じて
必要な資質・能力の育成を図っていく取組が重要になる。

•

総合的な

学習の時間

道徳科
教科

教育相談

学校行事

特別活動

学級活動

また，将来の生活や社会と関連付けな
がら，見通しをもったり，振り返った
りする機会を設けるなど

主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた授業改善を進めることが
キャリア教育の視点からも求められる。



さらに，本改訂ではキャリア教育の要となる

第６章 特別活動

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

２ 内容

（３）一人一人のキャリア形成と自己
実現を設けている。

その実施に際しては次の２点に留意することが重要である。

一つ目は，総則において，特別活動が学校教育全
体で行うキャリア教育の要としての役割を担うこと
を位置づけた趣旨を踏まえることである。

総合的な

学習の時間

道徳科
教科

教育相談

学校行事

特別活動

学級活動

特別活動学級活動
(3)一人一人のキャリア
形成と自己実現

さらに，本改訂ではキャリア教育の要となる

特別活動の学級活動の内容に
（３）一人一人のキャリア形成と
自己実現を設けている。
その実施に際しては次の２点に留意することが重要であ
る。

一つ目は，総則において，特別活動が学校教育
全体で行うキャリア教育の要としての役割を担う
ことを位置づけた趣旨を踏まえることである。

二つ目は，学級活動の（３）の内容は，キャ
リア教育の視点からの小・中・高等学校のつなが
りが明確になるよう整理することにより設けたも
のである。 特別活動の学級活動

(3)一人一人のキャリア
形成と自己実現

小

学

校

特別活動の学級活動

(3)一人一人のキャリア
形成と自己実現

中

学

校

特別活動の学級活動

(3)一人一人のキャリア
形成と自己実現

高

等

学

校



学校の教育活動全体を通じて行うキャリ

ア教育を効果的に進めていくためには，

校長のリーダーシップのもと，

校内の組織体制を整備し，

学年や学校全体の教師が共通の
認識に立って指導計画の作成に当たるなど，
それぞれの役割・立場において協力して指
導に当たることが重要である。

Ｐ４６ 学習過程の例示

Ｐ５８～ 教師が意図的、計画的に指導、話合い

現在と将来の生き方を考える基盤

※活動過程を記録し振り返ることができる教材

「夢ナビカルテの自校化」

Ｐ６０ 具体的な活動

学級目標、生活目標の設定

日直・清掃・係活動・ボランティア

自己実現のための学習、図書館

Ｐ７１～ 教師が中心になって話合い活動「P74に例示」

Ｐ７５ 指導内容の重点化←実態把握・発達段階「P77・79」

Ｐ８１ 見通しを立て、振り返る教材、ポートフォリオ


