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地域活性化を目指すキャリア教育 

地域活性キャリア教育研究グループ 

 

１ 研究の背景と目的 

兵庫県の中央部に位置し、２万５千人の人

口を擁する多可町も少子高齢化の荒波を受

け若年層が減少してきている。また一方で、

その産業基盤は弱く、地域で若年労働層を吸

収しきれていない現状がある。県立多可高等

学校（以下、本校と呼ぶ）の卒業生は就職を

選択する場合地元志向が強いが、地域の人口

支持力の弱さは「地域に根ざした学校」とし

ての本校のミッションを根幹から揺るがし

つつあると考えられる。 

そこで、15 年後、20 年後の起業家の種を

まき、「地域のために何ができるか」をテー

マに、長期的展望をもって、地域を活性化さ

せるためのキャリア教育プログラムを中学

校、高等学校、教育委員会の連携のもとに研

究し、地域の活性化に貢献したいと考えた。 

 

(1) 多可町の現状 

多可町の合計特殊出生率の推移は図１の

とおりであり、他の市町の例にもれず、減少

傾向を示している。 

 

合計特殊出生率推移（多可町）
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図１ 合計特殊出生率（多可町）① 

 

また、他の近隣市町との比較でも、国や県

に比較すると多いものの、その減少は深刻な

状況である。 
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図２ 合計特殊出生率比較（平成 17 年）① 

 

多可町発行の政策レーダー2007 年 11 月号①

では、 

 

多可町でも平成 17 年度生まれの子ども

から、初めて 200 人を割る状態が続いてい

ます。（筆者注 図３） 

少子化は、晩婚化、未婚率の上昇に加え、

夫婦の出生力低下など、価値観の多様化が

背景にあるといわれていますが、このまま

少子化が進めば、様々な歪が出てくること

は容易に予測されます。 

 

と少子化対策の重要性を訴えている。 

そのために多可町は次の７つの施策を柱

として、若い親が家庭や子育てに夢を持てる

ように取り組んでいる。① 
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人口構成状況（H19.8末現在）
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図３ 人口構成状況（H19.8 末現在）① 

 

○ 地域における子育て支援 

○ 母性と乳幼児等の健康の確保・増進 

○ 心身の健やかな成長に資する教育環境

の整備 

○ 子育てを支援する生活環境の整備 

○ 職業生活と家庭生活の両立推進 

○ 子ども等の安全確保 

○ 要保護児童等への対応推進 

 

これらの施策は、図２の地方公共団体でも

それぞれ独自に取り組まれており、スタンダ

ードな施策ではあるが、少子化対策はどうし

ても若い親と０歳児からの子ども達の育成

への支援が中心となっており、将来の親候補

である若者の定住、定着への意識が欠如して

いる傾向があると考えられる。 

 

(2) 多可高校の現状 

昭和 51 年に多可郡に県立学校をという地

域の熱い願いで創立され、六千有余名の卒業

生を送り出している本校は 12 クラス規模の

普通科高校である。昭和 60 年に設置された

英語コースを平成 14 年に廃止し、類型を設

置し、その後、平成 19 年には、類型の再編

成を行い、 

○ 総合カルチャー類型 

○ 福祉ボランティア類型 

○ 情報ビジネス類型 

の３類型を設置し、個々の生徒の自己実現に

合わせた教育を推進している。 

生徒の出身中学校別内訳の推移は図４の

通りであり、多可町・西脇市出身者が 97％超

を占める。 

 

図４ 出身市町別内訳（H20.4） 

 

また、本校は普通科高校とはいうものの、

就職希望者が非常に多く、32 回生（平成 20

年３月卒業）では、卒業生の 73％が就職を希

望し、その内の 98％が就職をしている。また、

その就職先は、西脇職業安定所（以下、西脇

職安と呼ぶ）管内及び丹波職業安定所（以下、

丹波職安と呼ぶ）管内にほとんどが立地して

いる。 

図５は、本校の就職希望率（就職希望人数

／卒業人数×100％）と就職内定率の推移で

ある。 

入学者数の推移

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H18.4入学 H19.4入学 H20.4入学

その他 西脇市 多可町



- 3 - 

就職希望率と就職内定率の推移
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図５ 就職希望率と就職内定率の推移 

 

また、次の図６は、就職した生徒の内、西

脇職安管内及び丹波職安管内の事業所に就

職した生徒数である。前述のとおり、ほとん

ど全ての生徒がこの２つの職安管内の事業

所に就職している。 
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図６ 就職した生徒数の内訳 

 

２ 研究方法及び研究内容 

Donald E. Super は、人間の職業的発達を

心理学的に多角的な観点から取り上げてお

り、職業生活を年齢別に把握している②。 

成長段階（誕生～14 歳） 

探索段階（15 歳～24 歳） 

確立段階（25 歳～44 歳） 

維持段階（45 歳～64 歳） 

離脱段階（65 歳以上） 

さらに、Super は実年齢による発達段階と

は別に、キャリア意識の成熟が個人によって

異なるという考え方も示しているという②。

キャリアとは人生の行路であり、人生の過

去・現在・未来を全て含むものであるから、

Super の例を引くまでもなく、キャリア教育

は一生涯にわたって施されるべきものであ

ることは明白であるが、ここではもう少し限

定して、キャリア教育とは、「児童生徒一人

一人のキャリア発達を支援し、それぞれにふ

さわしいキャリアを形成していくために必

要な意欲・態度や能力を育てる教育」、端的

には、「児童生徒一人一人の勤労観，職業観

を育てる教育」とする。③ 

職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠

組みを考えるとき、キャリア教育で身に付け

させたい力、キャリア発達にかかわる諸能力

として、以下の４領域８能力が上げられる②。 

○ 将来設計能力 

・ 役割把握・認識能力 

・ 計画実行能力 

○ 人間関係形成能力 

・ 自他の理解能力 

・ コミュニケーション能力 

○ 情報活用能力 

・ 情報収集・探索能力 

・ 職業理解能力 

○ 意思決定能力 

・ 選択能力 

・ 課題解決能力 

以下では、この４領域において、子どもの

発達段階におけるキャリア教育の現状を多

可町において調査し、それを元に、高等学校

までのあるべき姿を考察する。 
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(1) 発達段階におけるキャリア教育 

ア 就学前におけるキャリア教育 

（黒字は調査結果、赤字は追加案） 

 
就学前 

将来設計能力 

○ 大人への夢やあこがれを持たせる 

・ 読み聞かせ、紙芝居 

○ 偉人伝、昔話、民話等を聞かせ人間性や生き方について関心を持たせる。

・ 高校生との交流 

・ 高校生へのあこがれを持たせる 

・ ありがとうディ 

・ 身辺でお世話になっている人に感謝の気持ちを持たせ、働くことの大切

さを感じさせる 

人間関係形成能力 

○ 人との関わり方を知らせる 

・ 茶道教室 

礼儀やマナーを身につけさせる。 

・ 運動会 

友だちのことを考えた行動を意識させる。 

・ 祖父母との交流会 

思いやりや敬愛の気持ちを育む。 

・ 誕生会 

友だちのことをよりよく知る。 

情報活用能力 

○ 社会を見て考える力を育てる 

・ 社会見学 ・小学校一日体験入学 

園以外の社会を知り様々な社会を知らせる。 

・ 製作活動 

数や思考力を高める。 

・ 外国人講師とのふれあい 

外国に対して関心を持たせる。 

意思決定能力 

○ 自分の意志で遊びを決めさせることにより意志決定の能力を育てる。 

・ 園での遊び 

数種類の遊び（茶道、木工遊び、砂遊び、立体遊技、サッカー、英語で遊

ぼう等）を用意し、自ら選んで遊ばせることにより主体性を育てる。 

人格と社会性の発

達支援 

○ 園児に寄り添い、支援する。 

○ 自尊感情を育てるとともに、他者を思いやるやさしさを育てる。 

○ 主体性と自分勝手、自由とわがままの区別をつけさせることを重視する。

 

イ 小学校におけるキャリア教育 

（黒字は調査結果、赤字は追加案） 

中町南小学校  

低学年 中学年 高学年 

○ 学校探検 

○ 校区探検 

○ 町探検 

・ 地域学習 

○ 卒業文集 

将来設計能力 
○ 青少年体験活動（長期休業中） 

町内の全小学生が、ものづくりや施設見学を通して、新たな発見や、そこで

味わう自分の興味関心について、さらに探求していこうとする態度を養う。 

人間関係形成

能力 

○ 成長の記録 

○ あいさつや返事がで

きるようにする。 

○ 福祉体験 

・ アイマスク・車イス・

点字 

○ 自然学校 

・自分の役割を理解し、

責任を果たそうとす
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○ いきいき学校支援事業

・ 多可町の食材を活用し

た豆腐・そばづくり体

験 

る。 

○ 修学旅行 

 

○ 自分の考えをみんな

の前で話せるように

する。 

 

○ 北はりま特別支援学校との交流 

・ 北はりま支援学校の児童を本校に招き、音楽活動

や体育活動・ゲームを通して交流を図る。 

○ いきいき集会 

・ 学年毎に、日々の学習内容を発表し、他学年の児童が参観する。 

○ 例 １年：音楽と手話発表  ５年：自然学校の体験発表 

○ 人権文化創造活動支援事業（町内小・中学生対象） 

・ 交流プログラムによる仲間づくりを行う。 

・ 様々な人権課題について体験的に学習することで、人権関係形成能力や、い

じめや差別を許さない人権感覚を養う。 

○ 町民ふれあい運動会 

・町民が参画し、町民の心の合併につなげる。 

○ にこにこ集会 

・ 人権作文や人権標語などを児童や保護者の前で発表し、人権ポスターを展示

する。 

○ 国際理解教育 

○ ＡＬＴによる英語活動を通して、外国の文化や生活を学ぶ。 

○ 多可子どもタイムズの発行（年４回） 

・ 多可町内の学校園間の情報交換と、子どもからお年寄りまでの町民の皆様す

べてに教育に関する情報発信をする。 

・ 子どものページを開設し、子どもたち自身も編集活動に参画する。 
情報活用能力 

○係や当番の活動に取

り組み、それらの大切

さが分かるようにす

る。 

○係や当番活動に積極的

にかかわる。 

○ ＰＣタイム 

・ 情報リテラシー 

・ 情報収集・整理・活用

意思決定能力 
○自分でできることは自分でさせる。 

○してはいけないことが分かり、自制できるようにする  

人格と社会性

の発達支援 

全学年を通して 

・ 自分の育った家族や地域のよさを理解させる。 

・ いじめのない温かい集団づくりを進める。 

・ 自尊感情を育てる。 

 

ウ 中学校におけるキャリア教育 

（黒字は調査結果、赤字は追加案） 

中町中学校  

１年 ２年 ３年 

将来設計能力 

○ 将来の夢 

・ 自分の可能性 

○ 勉強と自分の将来との

関連性 

 

 

○ トライやるウィーク 

・ 将来の進路決定に向け

て、望ましい職業観育

成 

・ 具体的活動先の決定・

活動実施 

○ 将来の希望と現在の悩

み・不安 

・ 生徒・保護者へのアン

ケート調査 

○ キャリア教育講演会 

（多可高校主催）

○ 自分の人生設計 

・ 将来の夢とそのための

具体的進路選択 

○ 地域の先輩の生き方に

学ぶ。 

・ 地域住民・先輩の話 
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・ 今の自分に不足してい

るものは？ 

○ 職業と適性(自分発見)

○ 中学生と地元消防団の交流「スクラムハート・プロジェクト」 

地域の先輩との交流から学ぶことにより、中学生が地域の中での自分の将来に

ついて考える機会とする。 

○ 自然教室 

○ 北はりま特別支援学校

との交流 

・ 礼儀作法・マナー・人

権意識 

○ 人権弁論大会 

○ 福祉体験・交流学習 

○ スキー教室 

○ トライやるウィーク 

・ 礼儀作法・マナー 

○ 人権弁論大会 

○ 修学旅行 

○ 人権弁論大会 

○ 独居老人宅訪問 

・ 礼儀作法・マナー・人

権意識 

人間関係形成

能力 

○ 中学生と地元消防団の交流「スクラムハート・プロジェクト」 

・ 地域での縦の人間関係の形成と拡大により、よりよい地域づくりに参加して

いこうとする意欲の向上を図る。 

○ 人権文化創造活動支援事業（町内小・中学生対象） 

・ 交流プログラムによる仲間づくりを行う。 

・ 様々な人権課題について体験的に学習することで、人権関係形成能力や、い

じめや差別を許さない人権感覚を養う。 

○ 町民ふれあい運動会 

・町民が参画し、町民の心の合併につなげる。 

○ 級友の立場に立って考え、友達を大切にする心を育てる。 

○ 地域の職業調べ 

・ 職業調査対象決定 

・ 職業調査実施 

・ 職業調査まとめと発表

仕事の内容・働くこと

の意味 

○ 働く人に目を向けよう

・ 憧れの職業・新しい職

業調査 

「我が生い立ちの記」

作成・発表 

・ 家族と自分の関係は？

・ ②これまでの自分・こ

れからの自分 

 

 

 

○ トライやるウィーク 

・ 活動のまとめと発表 

仕事の内容・働くこと

の意味・生き甲斐 

○ 地場産業・文化リサー

チ 

・ 産業・文化調査対象決

定 

・ 資料収集 

・ フィールドワーク 

・ 産業・文化調査のまと

めと発表 

○ 上級学校種類・仕事と

資格調べ 

○ 卒業後の進路マップ作

成・発表 

○ 進路希望調査（年間３

回） 

○ 各高校体験学習・オー

プンスクールへの参加

（進学希望者） 

○ 職業現場体験（就職希

望者） 

○ 進路決定、獲得のため

の条件整理 

・ 学力・適性・環境・求

人情報等 

・学科情報・視覚情報の

確認 

情報活用能力 

○ 多可子どもタイムズの発行（年４回） 

・ 多可町内の学校園間の情報交換と、子どもからお年寄りまでの町民の皆様す

べてに教育に関する情報発信をする。 

○ 子どものページを開設し、子どもたち自身も編集活動に参画する。 

意思決定能力 

○自己の個性や興味・関

心等に基づいてよりよ

い選択をする。 

○選択の意味や判断・決

定の過程、結果には責

任がともなうことを

理解する。 

○ 進学・就職の決定 

○ 進路先決定 

人格と社会性

の発達支援 

○ 進路決定に向けて 

・ ライフスキル能力の獲得 
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・ 自尊感情（自己有用・肯定感）の獲得 

[教科・特別活動・道徳等全領域において指導] 

○ 目標進路獲得についての知識 

・ 学力・適性・環境・求人情報等 

○ 進路・職業相談、教育相談 

○ 中高連携による生徒情報の引継ぎ 

 

エ 高等学校におけるキャリア教育 

（黒字は調査結果、赤字は追加案） 

多可高校  

１年 ２年 ３年 

○ 進路指導計画オリエンテーション 

○ キャリア教育講演会 

○ （各種資格取得） 

○ 生き方講演会 

○ 事業家講演会 
将来設計能力 

○ ライフプランニング 

 

○将来設計に基づいて、

取り組むべき学習や活

動に邁進する。 

○ 就職支援連携校前期交

流集会 

○ 就職講話①② 

○新入生オリエンテーシ

ョン週間 

・校則についての理解 

・コミュニケーション訓

練 

○ インターンシップ 

○ 企業見学 

○ 看護・介護体験 

○ 学習会 

○ 就職支援連携校後期交

流集会 

○ 修学旅行 

○ 接遇実習 

○ 模擬面接 

人間関係形成

能力 

○ コミュニケーション講演会 

○ 北はりま特別支援学校との交流会 

情報活用能力 

○ 進路意識調査（２回）

○ スタディサポート 

○ 進路ガイダンス 

○ 職業について知る①②

○ 類型説明 

○ 「私のしごと館」見学

○ 進路適性検査 

○ 進路意識調査 

○ 進路マップ・学力テス

ト（模試） 

○ 進路分野別ガイダンス

①②③ 

(模擬授業・進路講話・

講義） 

○ インターンシップ 

○ 大学・専門学校見学 

○ 工場見学 

○ 進路希望調査 

○ 就職ガイダンス 

○ 進路分野別ガイダンス

○ 進学・就職模試 

○ 受験企業調べ 

意思決定能力 ○ 類型決定 ○ 進路希望調査 ○ 進路決定 

○ キャリアドバイス 

○ キャリアコーチング 

○ キャリアコーチング 

人格と社会性

の発達支援 

○ キャリアカウンセリン

グ 

○ キャリアドバイス 

○ 生徒の自己有用感を高

める 

○ 仕事を通して地域に貢献する姿勢を身につけさせ

る 
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(2) 学校種を超えた取組み 

(1)の発達段階によるキャリア教育を概観

すると、異校種間の連携と外部人材の活用の

必要性に気づく。そこで、本校の全生徒と多

可町立中町中学校３年生を対象に、合同でキ

ャリア教育講演会を開き、その効果の測定と

あり方を検討した。 

平成 19 年度は、生徒一人ひとりの勤労観・

職業観を育て、職業を通じて地域を支え、地

域を活性化させる人材を育成することを目

的に、文部科学省委託事業「フリーター・ニ

ートになる前に受けたい授業・全国キャラバ

ン」を展開して高い評価を受けた鳥居徹也氏

（船橋情報ビジネス専門学校企画広報室室

長）の講演会を開催した。この講演会には近

隣の多可町立中町中学校の３年生を招待し、

キャリア教育における中高連携を目指した。 

演題は「地域活性化につながるキャリア教

育」で、多可高等学校全校生 403 名、職員、

ＰＴＡ、中町中学校３年生 129 名、職員、Ｐ

ＴＡ、多可町教育委員会職員等、約 600 名の

参加があった。 パワーポイントを使用した

テンポの良い講演で、１時間の講演が瞬く間

に過ぎた。以下に講演会の様子（写真１、写

真２）と生徒の感想文の一部を掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 講演会の様子 

 

【生徒の感想】 

・ ニート問題が深刻になっているけど、今日

の講演会を聞いて、そのことについて少し

は理解することができました。親の甘やか

しやプレッシャーなどでなるというのには

納得です。フリーターについては２億円の

差は大きいという前に言葉になりません。

こんなことを聞いたら、イヤでも職につい

て、負けずに続けていかなければなりませ

ん。努力と成長のグラフは確かにそうだな

と思いました。身近なことなら部活がそう

だろうし。努力していきたいです。（１年生

男子） 

・ 楽しく聞けた。話し方が上手だなーっと思

った。引きつけられるものと説得力があっ

て、努力することの大切さが分かった。１

００回、１００日、何か小さなことから頑

張ろうかなーと思った。アルバイトとかフ

リーターでいいし！って思っていたけど、

そんなんじゃダメだなと思った。親の言っ

てることが分かった気がした。今回の話は

すごくタメになる話だった！！（２年生女

子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 講演会の様子 

 

・ 話を聞いてフリーターと正社員の違いやニ

ートのことが明確に分かった。今までは大

まかなことしか分からなかったがお金のこ

とがよく分かった。アニメや図などを使っ

て分かりやすかった。最後の記憶に関する

話がとても興味深くて、自分も今までは努

力していても長続きしたことはあまりなく

て自分が本当に成長をしているのかと思っ

たこともあったが、今日の話を聞いてこれ

から勉強を少しは頑張って長続きさせて大

学に受かれるように頑張りたいと思いまし

た。 
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・ キャリア教育講演会は思っていた以上にお

もしろく、これからの自分の人生にとても

役に立つものばかりでした。テレビにも出

たことがあり、あちこちに引っ張りだこの

方が多可高校に来てくださり、そして私た

ち中町中の生徒も一緒に講演会を聞けたこ

と、とてもうれしく思います。もう一度聞

いてみたいと思ったほどです。アニメやク

イズもまぜてお話してくださったので聞い

ていてあきることはありませんでした。（中

学３年生女子） 

 

平成 20 年度は、６月 19 日に大原簿記法律

専門学校梅田校企画広報課課長代理の清水

裕文氏を招き、「キャリアの時代、今、何を

すべきか」と題する講演会を開催した。清水

氏は独特の親しみのある語りで、「人生はポ

イントカードを貯めていくようなもので、一

足飛びにステップアップはできない。」「希望

の進路を実現するためには高校生の時に

様々なことにチャレンジして、自分自身の経

験値を高めておくことが非常に大切であ

る。」と話された。要点を明確にして平易な

言葉で話されたので生徒もよく理解できた

ようである。以下に講演会の様子（写真３，

写真４）と生徒の感想文の一部を掲載する。 

写真３ 講演会の様子 

 

【生徒の感想】 

・ キャリア教育講演会を受けて、自分が思っ

たことは、最初、自分は進学していけばそ

のうち何とかなると思っていたところがあ

ったのですが、30 代で資格を取ろうとして

も手遅れになるということが分かりました。

自分でもこの資格がほしいと思っていたも

のがあったのですが、これからはさらに経

験を積んでいきたいです。これから失敗す

ることもあるかもしれませんが、失敗する

ことを怖れて何もしないということにはな

らないようにしたいです。その失敗を振り

返ってそれを教訓にしていきたいです。（１

年生男子） 

・ 今日の話を聞いて、30 歳のフリーターにな

らないように、一生懸命勉強して自分の夢

を実現できるようにポイントをたくさんた

めて、頑張りたいと思いました。また、将

来のことについて真剣に考えることができ

たし、「これからの高校生活をどうやって過

ごすか」「将来の自分の夢についてどうする

ことがよいのか」など、よく分かったので、

このことをいつまでも忘れずに心の奥にし

まっておきたいです。そして、将来、自分

の夢がかなったときに「よかった」と思え

るようにしたいです。（１年生女子） 

写真４ 講演会の様子 

 

・ これから将来のために、高校生活の中でポ

イントをためて、しっかり勉強していかな

いといけないと思いました。私たちが普段、

普通に行っている部活動でも、また、文化

祭の活動の中で、一生懸命やることでポイ

ントがたまるので、これからどの活動でも

頑張らないといけないと思いました。いっ

ぱいポイントをためて、将来社会に出たと
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きに恥ずかしくないようにこれから努力し

ていかないといけないと改めて思いました。

（２年生女子） 

・ 講演を聴いて１年生や２年生の時にもっと

やっておかなければならないことが沢山あ

ったように感じました。でも過去には帰れ

ないので今からでもできることをやってい

こうと思いました。これからもできるかぎ

りチャレンジしていきたいです。（３年生女

子） 

 

これら２回の講演会の試行により、子ども

達のキャリア教育に対する意識の向上は当

初設計していたとおりのものであったが、そ

れ以上に、中学生・高校生が同時に同じ話を

聞くことにより共に将来を考えていくとい

う姿勢が強く見られ、将来設計能力の向上に

つながったと考えられる。 

 

(3) 地域の事業家の講演会 

前述の(2)では、学校種を越えた取組みと

いうことで、中学校と高等学校の連携を試行

したが、ここでは、地域の事業家を招いて、

講演会を試行した。地元への志向が強い本校

の生徒にとって、地元産業界からのメッセー

ジを直接受け取ると共に、地元産業界の考え

る望まし人物像を提示してもらうことによ

り、自分の将来をより具体的に描くことがで

きるようになると予想した。 

平成 19 年度は、本校は地域の強い要望で

設置された経緯があり、生徒も地元志向が強

いので、地元の経済界のリーダーである先達

の苦労話、信念、生き様を生徒に聴かせ、地

域を担う人材となる自覚と能力を育てるこ

とを目的に実施した。講師は加美町商工会会

長 有限会社宝和社長 細田淳 氏であり、

演題は「多可町を元気に－若者への期待－」

であった。本校生徒（１・２年生）と教職員

が指導を受けた。細田氏は熱弁をふるわれ、

「商品を売るためには、まず自分という人間

を買ってもらわねばならなかった。」や「人

を笑わせて、人には笑われるな。」などの話

に生徒は引き込まれた。以下に講演会の様子

（写真５、写真６）と生徒の感想文の一部を

掲載する。 

 

 

【生徒の感想】 

・ 今日、細田さんに話を聞いて思ったことは

社会は思った以上に厳しいんだなぁという

ことです。その中で生きていくためには、

他人の信頼が必要なんだなぁと思いました。

今日は本当にありがとうございました。（１

年生男子） 

 

写真６ 講演会の様子 

 

・ 細田さんは加美区の人だったので親近感が

あった。仕事をするということは自分を売

ることだということを忘れずにこれからに

生かしていけたらいいなと思いました。話

を聞けて良かったです。（１年生女子） 

 

写真５ 講演会の様子 
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・ 細田さんの生い立ちや現在のことや仕事な

どについてよく分かりました。もし、僕も

社長などになったら、商品に自信を持って、

笑顔で人と接したいと思いました。（２年生

男子） 

 

平成 20 年度は、講師に地元多可町中区の

宮崎商事株式会社社長 宮崎正己 氏を招

いて「自分の夢を追いかけよう」と題する講

演会を開催した。 

自身の経験をもとに、あきらめずに、どん

な事があっても最後まで夢を追いかける事

の大切さを語って頂いた。生徒の多くは講師

の生き方に深く心を揺さぶられ、これからも

自分の夢に向かって努力する決意を新たに

した。以下に講演会の様子（写真７，写真８）

と生徒の感想文の一部を掲載する。 

【生徒の感想】 

・ 今日の講演会はとてもよかったです。特に

心に残ったのは、「人の失敗を笑わないこ

と」、「親や友人に感謝すること」、「お金で

買えないものがあるということ」などです。

私は将来介護福祉士になりたいと思います。

そのためにしっかり勉強をして立派になり

たいと思います。今日は勉強になる話をし

てくださって本当にありがとうございまし

た。（１年生女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 講演会の様子 

 

・ 今日の話は、「夢を追い続ける」という話で

したが、とても良い話でした。まずあきら

めずに、どんな事があっても最後まで貫き

通せば、成功する可能性が増えるというこ

とで、これから頑張っていきたいと思いま

した。そして、今日聞いた何が大切なのか

ということを実践していきたいと思うし、

少しでも目標に向かって近づけるようにし

たいと思います。今日の講演は心に響くも

のであったのでとてもよかったです。（２年

生男子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真８ 講演会の様子 

 

・ 宮崎さんは私たちの人生にとって大先輩だ

と思いました。宮崎さんの人生はまさに「波

乱万丈」で、成功したと思ったらどん底へ

落ちて、その繰り返し……。それでもくじ

けないで懸命に生きて、そして今、会社の

社長になられて、「偉い」や「すごい」とい

う言葉が思い浮かびました。私の人生はど

ん底に落ちたらしばらく立ち直ることがで

きないと思います。でも夢を持ち、意志を

強く持てば自分の理想に近づく気がしまし

た。（３年生女子） 

 

当初のねらいどおり、生徒たちは自分自身

の将来像を具体的に考えなければならない

と感じたようで、事業家講演会の有効性が分

かった。キャリア教育の体系の中に必要な要

素である。 
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(4) 多可高校における離職率調査 

平成 19 年度に行った本校卒業生の就職動

向と早期離職状況の調査によれば、就職動向

については、平成16年３月卒業生までは80％

台であった就職内定率が景気の回復と共に向

上し、平成 17 年３月卒業生より 90％台に乗

り、昨年度の平成 20 年 3 月卒業生は 98％の

内定を見るに至った。一方、早期離職率（１

年以内に離職する割合）は卒業年度により多

少の変動はあるが、20％台の後半を推移して

きていたが、平成 19 年 3 月卒業生については

23.1％へと減少した。平成 20 年 3 月卒業生に

ついては、12 月末段階における離職率は

12.7％（内定者 79 名中 10 名）であり、今年

度末までに離職する者を含めても 20％以下

になることが予想される。今年度も年明けに

離職状況の調査を行う予定であるが、本校の

キャリア教育の成果が結実しつつあると考え

られる。 

 

就職内定率と離職率
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図７ 就職内定率と離職率の推移 

（但し、Ｈ20.3 は、H20.12 末現在） 

 

(5) 多可高校における就業体験 

定着率の向上のためには、若者のキャリア

発達の３要素⑦＝情報（職業理解・職業生活

及びそれを取り巻く大人の社会生活全体に対

する理解）、テスト（自己理解）、体験（職場

体験学習、就業体験）の内、特に体験活動が

重要と思われる。 

本校は普通科であり、３つの類型を設置し

様々な体験的活動をカリキュラムや授業にお

いて工夫しているとはいえ、専門学科を有す

る高等学校に比べて身体を動かして学ぶ機会

が圧倒的に少なく、同時に、生育歴的にも活

動体験が豊富とは思えない生徒が多い。その

ような生徒に対して就業体験を充実させるこ

とは、本校生徒の進路目標の達成に大きな意

義があると考えられる。 

そこで、本校の就業体験事業に関して、本

年度は次の２つの目標を掲げて実施した。 

第１ 第２学年就職希望者全員（※総合カル

チャー類型・ビジネス類型で 40 名）の

就業体験を実施する。 

第２ 福祉ボランティア類型全員（※福祉ボ

ランティア類型クラス 39 名）の介護体

験をカリキュラム化して実施する。 

第１の目標については、従来、公共職業安

定所が「職業意識形成支援事業」として行っ

てきた職場実習や職場見学の支援（バスのチ

ャーター）がなくなったという背景があるが、

第２の目標については、特色選抜入試の趣旨

を踏まえて、福祉ボランティア類型の特色を

出すという側面もある。就業体験の期間は３

日間である。 

ア 受入れ事業所 

就業（看護・介護・医療）体験 

介護関係事業所については北はりま県民局

のホームページより情報を入手した。西脇・

多可地区の 20 事業所に対して、返信用ハガキ

を同封して郵送により依頼した。同時に、各

事業所を個別に訪問し、就職支援等進路指導

研究指定校事業の趣旨を説明して理解を求め

た。概ね好意的であり、18 事業所に受入れを

承諾してもらうことができた。 

就業（企業）体験 

企業関係は、西脇・多可地区の 60 事業所に

対して依頼をした。対象としたのは、本校卒

業生の就職実績のある企業、以前求人依頼の

あった企業及び電話帳でピックアップした若

干の企業である。相当数であったために郵送
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により依頼した。介護関係事業所の場合と同

様に、就職支援等進路指導研究指定校事業の

趣旨を説明して理解を求めたが、受入れ承諾

の返事が来たのは 13 事業所のみであった。こ

の内には、会社訪問の際に依頼したものも含

まれており、新規の受入れ事業所は６事業所

であった。昨年度の不始末により、受入れを

断られた事業所が１件あった。 

イ 評価と課題 

就業（介護・看護・医療）体験 

取組みは概ね成功したと考えられる。特に、

介護体験については評価が高かった。各事業

所からは、地域の福祉を担う人材に育って欲

しいという願いがあるとともに、利用者にと

っても高校生と交流できることが新鮮な刺激

となっているようである。 

各事業所の受入れ姿勢に関しては、特別養

護老人ホームとデイサービス関係の事業所で

違いがあった。特別養護老人ホームでは職員

の方に介護職員の後継者の育成という姿勢と

指導が感じられる一方、当然ながら生徒の仕

事もハードであった。デイサービス関係の事

業所では、高校生ボランティアの受入れとい

う面が感じられ、生徒の仕事も利用者との交

流に力点が置かれているようであった。 

参加者名簿の作成に関しては、生徒の進路

意識を考慮して、特別養護老人ホームとデイ

サービス関係の事業所に振り分けたが、この

配慮も今回の成功につながったと考える。 

医療体験に関しては、中町赤十字病院に看

護体験の受入れをお願いする話合いの中で実

現した。卒業後、理学療法等の学校への進学

を希望している生徒に対して受入れていただ

いたが、事業所・生徒共に好評であった。 

就業（企業）体験 

受入れ企業の確保が一番の問題である。本

校の生徒は、西脇市（旧西脇市・黒田庄）・多

可町（中区・八千代区・加美区）から通学し

てきている生徒がほとんどであるので、これ

らの地区を対象として受入れ企業を探さねば

ならない。しかし、この地区には企業数が少

なく、また零細な企業が多いので人員の余裕

がない。一方、卒業する生徒は西脇・多可地

区にも就職するが、加東市・小野市・加西市・

丹波市に就職する場合が多い。自家用車で１

時間以内が通勤範囲というところである。こ

れらの企業へも生徒が通う方法があれば、受

入れ企業の確保はスムーズにおこなえるだろ

う。 

企業に関していえば、就業体験の受入れに

積極的な企業とそうでない企業がある。積極

的な企業は、就業体験を人材育成の教育と会

社理解の場と位置づけて、受入れを継続して

いる。そうでない企業は、人材育成は会社内

の教育で行い、学校は基礎学力や教養、生活

習慣や常識の確立をすべきだと、役割分担的

な捉え方が見られる。企業が学校と連携して

人材を育てるという考え方や学校や企業を含

めた地域が、地域の将来を支える人材を育て

るという考え方は一部の企業にはあるが、全

体には広まっていない。丹波市の公共職業安

定所が主催した企業と高校の懇談会では、市

役所の職員（産業経済課）の参加があり、地

元の企業に地元の高校生を就職させて下さい

という訴えがあった。今後の地域の発展を考

えると必要なことではないかと思える。特に、

少子高齢化と過疎化の進む西脇・多可地区に

は必要な考え方だと思われる。 

今年度の受入れ企業のうち、次年度の受入

れを断るという企業が３事業所あった。その

うち２事業所は参加した生徒の無断欠席等が

原因と見られる。就業体験参加への事前の徹

底した指導を期したい。また、就業（企業）

体験を希望していた生徒の内、５名が受け入

れ企業を確保できず介護体験に回った。なお、

１名は親戚の事業所で就業体験を行った。 

ウ まとめ 

今年度は、各事業所の協力と就職支援等進

路指導研究指定校事業のサポートなどにより、

全生徒の約 60％（就職希望生徒は 100％）が
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就業体験に参加することができた。次のグラ

フは、就業（企業、介護、医療・看護）体験

参加者数の推移である。 

 

就業体験参加者数の推移
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図８ 就業体験参加者数の推移 

 

若者のキャリア発達の３要素のうち、学校

や生徒本人の意思だけでは行えない就業体験

については、やはり、受入れ企業確保の問題

が残るが、その成果は生徒の感想文より明ら

かである。来年度以降も、各事業所のご協力

と県教育委員会のご支援を受けて、２年生全

員を就業体験に参加できるように関係企業や

地方公共団体に働きかけていきたい。学校や

企業を含めた地域が、地域の将来を支える人

材を育てるというのが、地域に根ざす学校と

してのスタンスであると考えている。 

また、事業所の評価及び生徒の感想を総合

すると、就業体験の効果は、後の学校生活へ

の影響のみならず、就職活動への好影響も顕

著なものが認められるので、来年度は、受入

れ事業所の確保の問題はあるが、２年生全員

に就業体験を実施したいと考えている。 

また、中町中学校では、毎年、トライやる・

ウィークに取り組んでおり、その取組みと本

校におけるインターンシップの連携が今後

の課題でもある。 

就業体験では指導計画をきちんと立案す

ることはもちろんであるが、その計画には受

入れ企業側の意見を積極的に反映させるこ

とが必要である。その事前指導では、生徒に

基礎知識を身につけさせるとともにコミュ

ニケーション力やマナーの習得が必須であ

る。就業体験後の事後指導では、経験を定着

させるためのシェアリングをするとともに

その体験を発表することにより表現力を磨

くことも大切な目標となる。 

 

３ 研究のまとめと課題 

(1) キャリア教育の目的 

キャリア教育の目的は、望ましい職業観・

勤労観及び職業に関する知識や技能を身に

付けさせるとともに、自己の個性を理解し、

主体的に進路を選択する能力・態度を育てる

ところにある。これは、社会人や職業人とし

て幸せな人生を生きるための基礎となり、生

涯にわたる自分自身の成長や発達を持続さ

せることであり、生きることの尊さを実感さ

せるというところに有る。キャリア教育は生

涯を通して行われなければならないが、こと

学校教育に関して言えば、 

 

キャリア教育 ＝ 学校教育 

 

と言っても過言ではない。中央教育審議会答

申で謳われている「生きる力」の育成そのも

のがキャリア教育の目的であるといえるの

である。 

ここで、「生きる力」とは、知・徳・体の

バランスのとれた力であって、変化の激しい

これからの社会を生きるために、確かな学力、

豊かな人間性、健康・体力の知・徳・体をバ

ランスよく育てることが大切で、次の要素か

ら成る。④ 

 

○ 基礎的な知識・技能を習得し、それらを活

用して、自ら考え、判断し、表現すること

により、さまざまな問題に積極的に対応し、

解決する力 

○ 自らを律しつつ、他人とともに協調し、他

人を思いやる心や感動する心などの豊かな

人間性 

○ たくましく生きるための健康や体力 など 
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(2) 発達段階に応じたキャリア教育 

経済産業省の唱える「社会人基礎力」は、

キャリア教育の成果の１つのとして身につ

くもので、産業界で求められている能力の変

化を受け、基礎学力・専門知識を活かして、

職場や地域社会で活躍するために必要な基

礎的な能力と定義されている。⑤ 

人材の成長においては、基礎学力・専門知

識と社会人基礎力は、双方を学ぶことでより

一層相乗効果が生まれる関係にある。そのと

き、取得した知識を頭の中にとどめるのでは

なく、実際に活用する経験を得ることにより

「学ぶ意欲」の高まりや、社会や仕事との関

係性に気づくことで、図６のような人材のス

パイラルな成長が実現するのである。⑥ 

 

図６ 新しい成長のイメージ⑤ 

 

このスパイラルな成長は人間の成長のど

んなモデルにも当てはまるものであるが、そ

のスパイラルな成長を意識して、前述した２

(1)アからオまでの黒字で記述した調査結果

を検討し、必要なメニューを赤字で追記した。

来年度以降の各学校種におけるキャリア教

育推進の一助になればと考える。 

また、２(2)、(3)で試行した「学校種を越

えた取組み」、「地域の事業家の講演会」は、

キャリア教育の推進においては、学校が主体

的に取り組む教育と共に外部人材の活用、他

校種、との連携、地域との連携が必須のもの

であると考えられるために試行したもので

あるが、これらの講演会が子ども達の将来設

計能力の養成に効果的であったことは、子ど

も達の感想文からも明らかであった。しかし

ながら、これらの講演会の設計をする場合に、

校種間の連携をより一層検討すべきである

と考える。例えば、小学校高学年と中学校 1

年生、中学校２・３年生と高校 1 年生、中学

校３年生と高校２・３年生のような組み合わ

せが考えられてよいが、この組み合わせの検

討は課題として残された。 

 

(3) 多可高校におけるキャリア教育の概念

図 

キャリア発達にかかる諸能力として上げ

られる４領域８能力②は、高校卒業後も発達

し続けなければならないが、大多数の生徒が

実社会と対面する高校卒業時に一定水準に

まで達していることが必要である。そのため

に、就学前、小学校、中学校で培ったキャリ

ア発達に係る諸能力を、さらに発展させてい

く体制が高等学校に望まれる。そこで、本校

のキャリア教育の概念を整理すると図９の

ようになる。 

キャリア教育推進体制のコアとして、キャ

リア教育推進委員会を設置し、マスタープラ

ンを作成する。この推進委員会は、多可町の

キャリア教育推進委員会（仮称）と連携し、

就学前、小学校、中学校、社会教育における

統合されたキャリア教育の中の高校分野を

担当する委員会として設置し、外部との連携

を密に保ちながら、個々の生徒に 4 領域８能

力を育成していくことが必要である。 

キャリア教育推進委員会は従来の進学・就

職を統括する進路指導部を拡充発展させたも

のではない。近年、本校に限らず、各高等学

校の進路指導部は進学先の決定、就職先の決

定で足れりとするいわゆる「出口指導」から

脱却しようとする発想を持っている。特に「地

域に根ざした学校」としてのミッションを持

つ本校は生徒の 15 年後、20 年後を見据えて

地域に人材の種をまかねばならない。そのた
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めに学校のすべての教育活動をキャリア教育

の視点から体系化する必要があった。例えば、

教務的な観点からは将来地域を担う社会人と

して必要な基礎的基本的な学力をどのような

取り組みの中で保証していくのか、生徒の夢

を育てる教育課程が整っているのか、また、

生徒の力を伸ばすために教師の力量をどのよ

うに高めていくのかなどが論議されなければ

ならない。生徒指導的な観点から言えば、地

域を担う社会人として必要な基本的生活習慣

をどのような指導によって確立させるか、社

会的マナーや順法精神を定着させるにはどう

するか、地域ボランティアを活性化させる取

り組みをどのように推進するかなどの視点か

ら生徒に関わっていくのである。勿論学年経

営の視点も欠かすことはできない。 

このような発想から、本校では進路指導部、

教務部、生徒指導部および各学年の長によっ

てキャリア教育推進委員会を組織し、15 年後、

20 年後を見据えて、高校３年間でどのような

力をつけるかを検討することにしたのであ

る。まず、検討・作成したマスタープランを

全職員に示し、本校キャリア教育のビジョン

を共有する。その上で、生徒個人にライフプ

ランを立てさせ、学校としてのキャリアカウ

ンセリング、キャリアアドバイス、キャリア

コーチングを行うことによって生徒の自己

実現をサポートしていく。３年間を通しての

行事・事業は「キャリア教育概念図」に位置

づけられ、それぞれがどのような意図と目的

を持って実施されるかを教師、生徒がともに

認識することになる。現在、図９の「キャリ

ア教育概念図」には教務や生徒指導に関わる

内容が隠れた状態になっているが、これも最

終的には明示する予定である。 

 

 
図９ 兵庫県立多可高等学校キャリア教育概念図 

個人における 

ライフプランニング 

自己理解（興味・関心・適性）
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キャリアコーチング 

職員研修会の実施 

推進体制の核（コア）

校内体制

進路指導部

生徒指導部
教務部

学年

キャリア教育推進委員会
マスタープラン

の作成 

校内におけるキャリア教育のビジョン共有化 

体験 情報 

体験学習 
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(4) さいごに 

小・中・高等学校のキャリア教育の柱をま

とめると、図 10 のようになる。 

小学校の低学年から夢を育てるとともに、

有効な人間関係を保てるようなソーシャルス

キルを含む基本的な能力を身につけることか

ら始まり、小学校高学年からは自分の将来設

計を含む内省による夢作りをさせ、中・高等

学校と発達していくにつれ、職場体験などの

キャリア擬似体験をさせることが大切になる。

また併せて、小学校中学年くらいからは、様々

な体験や講演などを通して、人や物、知識と

の出会いを意識的に設定していくことが重要

である。 

 

小低  

小中  

小高  

中学  

高校 
 

図 10 小･中・高等学校のキャリア教育の柱⑧ 

 

キャリア教育は生涯にわたる生き方の教育

であり、自分自身が将来自立した生活を営む

ための準備でもある。したがって、この教育

は学校教育全体にわたって実施される必要が

あり、本来の学校教育のより一層の充実こそ

がキャリア教育に求められるのである。そう

いった意味で、キャリア教育の観点から学校

教育を見つめなおしてみると、次の５点にま

とめることができる。 

 

・ 将来のキャリア（職業生活）を見据える 

・ 小・中・高等学校における学校教育全体を

通した視点が必要である（小・中・高連携） 

・ 体験的学習を重視する 

・ 実生活と学習を関連付ける(地域・家庭との

連携) 

・ 適性のみを考える職業教育から自己実現、

生き方の教育への転換が求められる 

 

これらの各点を考慮してみると、学校教育

全体をキャリア教育の観点で見直すことによ

り、次のような効用に気づく。やりたい仕事

やなりたい自分に気づかせることにより、子

どもたちが夢を育み、夢を育て、夢を実現し

ようとする強い気持ちを持たせることができ

る。また、様々な体験により自己効力感や自

己肯定感を実感し、他者と協力して目標達成

にいたる満足感を得ることができるとともに、

コミュニケーションや感情の抑制など社会性

を育成し、学校での学習が実社会でどのよう

に役立つかを学ぶことができる。さらに、キ

ャリア教育を実施する側からすると、当然学

校の教職員の力を結集することが必要であり、

学校のみならず家庭や地域との連携も必要と

なり、学校も、家庭も、地域も変わることが

要求され、それによって、子どもたちも大き

く変わる可能性が広がるのである。 

学校におけるキャリア教育の推進計画につ

いては、以下のような手順が考えられる。⑨ 

 

・ 育てたい生徒像を明確にする 

・ 教育目標にキャリア教育を位置づける 

・ キャリア教育推進委員会を設置する 

・ 校内研修等で教職員の共通理解をはかる 

・ キャリア教育の視点から教育課程の見直し

をはかる 

・ キャリア教育を実践する 

・ 家庭や地域への情報を発信する 

・ 評価し、その結果を次年度に生かす 

 

キャリア教育の視点を学校に持ち込むこと

は、その学校の活性化につながり、それは必

然的に子どもたちの活性化につながる。さら

に、その視点を、就学前教育、小学校教育、

中学校教育、高等学校教育、社会教育に体系

夢
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る
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に
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る 
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的に持ち込むなら、地域の活性化と地域住民

の活性化につながることは明らかではないだ

ろうか。 

 

最後に、この研究の機会を与えてくださっ

た兵庫自治学会に感謝するとともに、終始こ

の研究に暖かい助言とご指導をいただいた兵

庫教育大学大学院教授 古川雅文 氏に心よ

り御礼申し上げます。また、貴重な資料と助

言をいただいた多可町及び多可町教育委員会

に感謝いたします。 
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