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1. はじめに
大学生の就職のためには、将来像を描きそれに向けて準備を行うことが求め
られるが、大学や社会の中でのさまざまな支援にもかかわらず、卒業の時点で
安定した就職先が見つからず、大学卒業後も長い間非正規雇用のままで職業的
自立がなかなかできなかったり、就職をしても職場や社会での人間関係がうま
くできず、離転職を繰り返して社会的自立が難しい学生もいる。
また、2015 年度から、大学生の学業に支障がないように、企業側の採用のス
ケジュールが先に伸びたが、就職を目指す学生は、今までと同様の就職につい
てのさまざまな準備が求められている。
本稿では、大学におけるキャリア教育の実践について述べるが、それに先立
ちまず、大学でのキャリア教育が導入された背景として、近年のキャリア教育
政策の動向について述べる。さらに、その教育政策を策定する中で産業界から
提起されている大学生が社会に適応して行くために必要とされる力についても
紹介する。さらに、今後の具体的支援を考えるために、大学生のキャリア発達
の現状を調査し、学生に必要なキャリアガイダンスの取り組みについて具体的
に検討する。
2. キャリア発達とキャリア教育
キャリア発達を考えるときに、「キャリア」とはどのようなことを意味して
いるのかについて考えておく必要がある。「キャリア」とは、「すべての人が
生涯辿ってゆく学業、職業、生き方の連鎖的な過程または経歴」のことであり、
個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖、及びその過程にお
ける自己と働くこととの関係付けや価値付けの累積であると定義される（文部
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科学省, 2004）。スーパー（Super, 1980）は、私たちは一生のうちで、「子ども」
「学生」「市民」「労働者（職業人）」「家庭人」、「余暇人（消費者として
の役割もある）」などさまざまな役割を持ち、その役割を同時に重複して担っ
ており、それを年齢にそってキャリアレインボーを用いて示した。このことか
ら、「キャリア」は、図 1 に示すように、そのときの自分が置かれている環境
とその役割、およびそこで起こる様ざまな出来事の相互作用の結果として統合
されたものを意味している。特に、大学生の場合には、その後の人生の中で、
社会的自立のために職業が大きな役割を果たすことから、社会の中での「個人
（自分）」と「働くこと」との関係付けや価値付けが特に重要である。このよ
うな一生涯のキャリアを、特に「ライフキャリア」という場合もある。

図1

キャリアの全体像

また、キャリアについての考え方は、表 1 に示したように、長期的視点で考
えるのか、短期的視点で考えるのかという時間的視点と、キャリアを職業以外
の役割にまで広げて考えるのか（広範囲）、あるいは、職業や進学に焦点をあ
て範囲を絞って考えていく場合（狭範囲）がある。
従来からの学校教育の「進路指導」の際に用いられている「進路」という用
語は、多くの場合に、学校卒業後の数年という比較的短期的な視点で、さらに、
職業や進学ということに限定して定義した「キャリア」の考え方（右下のグレ
ー色の欄）にもとづくものである。
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表 1 キャリアについての考え方
長期的視点

短期的視点

一生涯にわたる

数年先までの

ライフキャリア

ライフキャリア

および

および

ライフロール（生き方）

ライフロール（生き方）

一生涯にわたる

数年先までの

職業キャリア

職業キャリア

および

および

ワークロール（進学・就職）

ワークロール（進学・就職）

広範囲

狭範囲

さらに、「キャリア発達」とは、過去・現在・未来の時間軸の中で、社会と
の相互関係を保ちつつ、自分らしい生き方を展望し、実現していく力の形成の
過程のことである。小学生から大学生のキャリア発達の特徴は表 2 と表 3 に示
すような過程をたどるとされる（横山, 2009）。
表 2 幼児期～中学生期までのキャリア発達の状況
時期
年齢
意思決定の機会

空想期
幼児期～小学生期

興味期

能力期

小学校高学年期

中学生期

学校生活

学校生活

学校生活

進学先決定

キャリア発達の

自分の欲求が支配的

興味や関心について

興味や関心､能力の

状況

となる。

知る。

重要性を知る。

希望や理想によって

興味や関心によって

数種の職業を知り、

役割実現を考える。

役割実現を考える。

それについて適合し
ているかを知る。

① 空想期（幼児期～小学生期（10 歳頃）まで）
自分のことについて理解できるようになり、自分のやりたいことや希望にも
とづき理想を描き、周りの人々やヒーローなどに憧れたり、重要な人物との出
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会いを通して自分が理想とするような人物になりたいと考えることによって、
自分の将来のイメージを形成していく時期である。
② 興味期（小学校高学年期（12 歳頃まで））
その後、小学校に通い交友関係も広がるにつれ多くのことを経験する中で、
自分を取り巻く社会についての知識や身の回りの出来事に興味や関心を抱き、
自分自身の指向性を詳しく知ることによって、自分が将来挑戦したいことや希
望の職業を考えていくことができるようになる時期である。
③ 能力期（中学生期（15 歳頃まで））
中学校に入り学校生活を送る中で、興味や関心だけではなく、学業や部活な
どから得意なこと不得意なことを知って自己理解が深まることにより、将来の
自分のキャリアのためには能力が重要な役割を果たすことを知る。さらに、地
域社会での経験や職業体験などを通して、働くことの意義や働くために必要な
知識や能力などを知るようになる時期である。
表 3 高校生期～成人期までのキャリア発達の状況
時期

青年前期

青年後期

成人期

年齢

高校生期

大学生期

社会人確立期

意思決定の機会

学校生活

学校生活

社会生活

進路先決定

履修選択

就職先決定

専門選択

結婚

進学先選択

職業生活

職業選択

転職など

キャリア発達の

自分の能力・興味関

進路先や就職先を暫

入職し、さらに職業

状況

心などから進路先や

定的決定する

キャリアを探索する

就職先を探索する

現実的な職業の探索
を行う

④ 青年前期（高校生期（15 歳頃～18 歳頃まで））
高校に進学し、学校生活や家庭生活、社会生活のさまざまな活動を通して、
多くの人たちと出会うことにより、自分自身の特性について多角的に理解が深
まり、さらに、大切にしている考え方や価値観を知り、特に職業選択を行うこ
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とを目標として自分の社会的役割について考える時期である。
特に、高校卒業後すぐに就職する場合には、在学中から自分が選択した職業
の中で自分の役割を遂行していけるかどうかを試行しつつ、職業選択を行い社
会生活の中での自分の生き方を深く考えていく時期である。
⑤ 青年後期（大学生期（18 歳頃～22 歳頃まで））
一方、大学や専門学校に進学した場合には、幅広い教養や専門について深く
学ぶことを通して、卒業後の職業選択を重視しながら、将来の社会生活につい
て探索していく時期である。さらに、学年が高くなってくると、アルバイトや
インターンシップなどの職業体験を通して、自分が探索しているキャリアをよ
り現実的に考えて、暫定的に決定することが求められる。さらに卒業間際には、
就職活動を行いながら、自分の将来の職業探索と選択を具体的に行っていく時
期である。
⑥ 成人期（22 歳頃～45 歳頃まで）
自分が選択した職業に従事することについて、ライフワークとして努力して
いく時期である。また、主として職業を通して、多くの業績をあげ、自分の特
徴を高める努力を行うことによって昇進することも多い。ただし、この時期に
転職をしたり職場での配置転換などによって職務の変更がなされる場合がある。
さらに、職業人としてだけではなく、結婚をして家庭人としての役割や、ボ
ランティアなどの地域社会での活動などでの重要な役割を担うこともある。女
性の場合には、出産を契機にそれまでの仕事を一旦辞める場合もあるが、近年
では、育休をとりながらそのまま継続していく場合が多い。

さらに、その後のキャリア発達の特徴は、この表には掲載していないが、次
の通りである。
⑦ 維持段階（45 歳頃～65 歳頃まで）
自分が従事している職業や職場においてある程度の地位や収入を得られるこ
とにより、職業生活、また、家庭生活や社会生活を維持していく時期である。
この時期は心身ともに充実した生活を送ることが多いが、長期に携わってきた
仕事をから配置転換を命じられたり、転職をすることによって、新しい職場に
うまく適応できず、自信が持てなくなり心理的に混乱が生じる場合もある。
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⑧ 下降と離脱段階（定年退職以降）
第一線の仕事から定年を迎え、社会の中でこれまでの役割を終えて、さらな
る新たな役割を見出す必要がある時期である。また、身体的な変化に伴い、そ
の年齢にふさわしい役割を新たに果たしていく時期でもある。仕事に関しては、
パートタイムの職務についたり、ボランティア活動や余暇の活動など、社会生
活を通して他に満足できるような活動を見出し、年長者としての新たな重要な
社会的役割を見出す時期である。また、子どもがいる場合には、子どもはほぼ
独立し親としての役割を終えるが、配偶者や親の扶養や介護など子どもとして
果たす新たな役割が加わることもある。このように、多くの役割を果たす中で、
自分の好きなことを行ったり、充実感を味わって生きていく時期である。
以上のようなキャリア発達ができるようになるためのさまざまな支援を総
称して「キャリア教育」という。
『キャリア教育推進の手引』
（文部科学省, 2006）
によると、「キャリア教育は、一人一人のキャリア発達や個としての自立を促
す視点から、従来の教育の在リ方を幅広く見直し、改革していくための理念と
方向性を示すものであり、キャリアが子どもたちの発達段階や その発達課題の
達成と深くかかわりながら段階を追って発達していくことを踏まえ、子どもた
ちの全人的な成長・発達を促す視点に立った取組を積極的に進めること」が重
要であるとされる。
3. キャリア教育政策の動向と大学生に求められている力
次に、このようなキャリア発達のための、特に、学校教育における施策につ
いて近年の動向を述べる。
「キャリア教育」という文言が初めて登場したのは、
平成 11 年 12 月の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改
善 について」の中の文部科学行政関連の審議会報告などにおいてである。また、
平成 16 年 1 月文部科学省「キャリア教育に関する総合的調査研究者会議」の報
告書において、
「キャリア教育」を「キャリア」概念に基づき「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」ととらえ、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」としたことは非常に重要である。
近年の教育政策の動向について大きな改革としては、60 年ぶりで平成 18 年
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12 月に教育基本法が改正され、知・徳・体の調和のとれた発達や個人の自立、
他者や社会との関係、および自然や環境との関係、日本の伝統や文化を基盤と
して国際社会を生きる日本人という観点から新たに教育目標などが定められた
（中央教育審議会, 2008）。この改正された教育基本法の中で、キャリア教育と
の関連では、第 2 条において「職業と生活との関連」いうことが明記された。
教育基本法 第 2 条（教育の目標）の 2
個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の
精神を養うと共に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を
養うこと。
また、この教育基本法の改正を踏まえて、平成 19 年 6 月に公布された学校教
育法の一部改正により、義務教育の目標が具体的に示され、次の第 21 条（義務
教育の目標）において職業との関連が示された。
学校教育法第 21 条（義務教育の目標）の 10
職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて
将来の進路を選択する能力を養うこと。
そして、平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申（幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について）が出され、平成 20
年 3 月に、幼稚園、小学校、中学校学習指導要領が改訂された。小・中学校に
おいては、キャリア教育は「職業や自己の将来を考える学習」として、道徳や
総合的学習の時間、さらに特別活動において実施することが求められている。
さらにそれに続いて、平成 21 年 3 月に高等学校学習指導要領が改訂され、こ
の総則の中では、次のように示されている。（以下、該当箇所のみ抜粋する。）
第1章

総則

第5款

教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

4 職業教育に関して配慮すべき事項
（3）学校においては、キャリア教育を推進するために、地域や学校の実態、
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生徒の特性 、進路等を考慮し、地域や産業界等との連携を図り、産業現場等
における長期間の実習を取り入れるなどの就業体験の機会を積極的に設ける
とともに、地域や産業界等の人々の協力を積極的に得るよう配慮するものと
する。
5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
（2）学校の教育活動全体を通じて、個々の生徒の特性等の的確な把握に努め、
その伸長を図ること。また、生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校
やホームルームでの生活に よりよく適応するとともに、現在及び将来の生き
方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、ガイダンスの機
能の充実を図ること。
（4）生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができ
るよう、学校の 教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行い、キ
ャリア教育を推進すること。
また、この間の平成 20 年 7 月（閣議決定）に、今後 10 年間を通じて目指す
べき教育の姿を明らかし、今後 5 年間（平成 20～24 年度）に取り組むべき総合
的・計画的に推進するための「教育振興基本計画」が政府によって策定された。
この中では、小学校学校段階からのキャリア教育の推進や、特に中学校を中心
とした職場体験活動や普通科高等学校での取組を推進し、さらに、専門高校等
における職業教育や、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等における専
門的職業人や実践的・創造的技術者の養成を推進することが明記された。
さらに、平成 22 年 6 月に大学設置基準の改正（平成 23 年 4 月から施行）がな

され、大学においても正規課程としてキャリア教育・職業教育の授業開講と学
生への大学全体での支援体制の整備が求められている。
大学設置基準第 42 条の 2（社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を
培うための体制）
大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資
質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程
の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機
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的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
そして平成 23 年 1 月に、中央教育審議会から「今後の学校教育におけるキャ
リア教育・職業教育の在り方について」の答申が出された。キャリア教育の中
で育成すべき力として、①専門的な知識・技能、②勤労観・職業観等の価値観、
③意欲・態度、④創造力、⑤論理的思考力、⑥人間関係形成・社会形成能力、
⑦自己理解・自己管理能力、⑧課題対応能力、⑨キャリアプランニング能力、
⑩基礎的・基本的な知識・技能があげられている。このうち、⑩基礎的・基本
的知識とは、中等教育段階までに身につける知識や技能のことである。
さらにこの答申の中では、それ以前の教育では、生徒や学生のキャリア発達
のための教育が「勤労観・職業観育成」にのみ限定され、社会的・職業的自立
に必要な能力の育成が軽視されてきたことが指摘され、特に学校から職業への
移行に必要な「基礎的・汎用的能力」を提示した。この基礎的・汎用的能力と
いうのは、前述の⑥人間関係形成・社会形成能力、⑦自己理解・自己管理能力、
⑧課題対応能力、⑨キャリアプランニング能力のことである。その具体的内容
は次の通りである。
1）人間関係形成・社会形成能力
多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝
えることができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果た
しつつ他者と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成するこ
とができる力。
2）自己理解・自己管理能力
自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との
相互関係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき
主体的に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今度の成長のた
めに進んで学ぼうとする力。
3）課題対応能力
仕事を進める上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題
を処理し解決することができる力。
4）キャリアプランニング能力
「働くこと」を担う意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関
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連を踏まえて「働くこと」を位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を適
切に取捨選択・活用しながら自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力。
近年、職業生活の中で専門的仕事に関係する専門的スキルを「ハードスキル」、
日常生活や職業生活を維持するための汎用的スキルを「ソフトスキル」
とよび、
長年にわたって職業生活を送るためには、特にソフトスキルの重要性も指摘さ
れている（梅永, 2014）。
さらに、平成 26 年 12 月には、中央教育審議会から「新しい時代にふさわし
い高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的
改革について」に関する答申が出され、生徒や学生たちの社会的自立にむけて
必要な能力を育成するために、大学入試改革とともに、高等学校や大学の教育
内容と方法の改善を求めている。
文部科学省では生徒や学生に必要な力として、現在提唱されている「生きる
力」を「豊かな人間性」
「健康・体力」
「確かな学力」を総合した力としている。
また「学力の 3 要素」として、①基礎的・基本的な知識・技能だけではなく、
②それらを活用する思考力・判断力・表現力、③主体的に学習に取り組む態度
が示されており、大学においてもこのような力を育成すること、高等学校と大
学教育の接続の観点から、初年次教育の改善も求められている。
ここで示されている「学力」は、先の「基礎的・汎用的能力」のうちの「課
題対応能力」と特に深く関連していると考えられ、さらに、さまざまな教科の
中での主体的な学修活動を通して、
「人間関係形成・社会形成能力」や「自己理
解・自己管理能力」が育成されることが期待されている。
一方、産業界と経済産業省が提唱し大学教育に求めている能力は「社会人基
礎力」である。それは、
「前に踏み出す力（アクション）」として、主体性、働
きかけ力、実行力の 3 要素、
「考え抜く力」として、課題解決力、計画力、創造
力の 3 要素、
「チームで働く力」として、発信力、傾聴力、柔軟力、情況把握力、
規律力、ストレスコントロール力の 6 要素である。この「社会人基礎力」は、
大学のキャリア教育の中でたびたび用いられ、学生たちも自分自身がこの指標
にそってどの程度の力が自分に身についているのかを考えていることも多い。
このような「生きる力」や「社会人基礎力」という社会的自立に必要なスキル
の多くは、
「一生涯学び続けるための力」や、転職などで職場が変わっても通用
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する汎用的なスキルとして「ポータブルスキル」とよばれることもある。
またこの他に、生涯学習の視点から、次に示すような 21 世紀に必要なスキル
（Assessment and Teaching of 21st Century Skills（略して ATC21S））が提唱されて
いる。それは、具体的につぎのような内容である。
・思考の方法
1. 創造性とイノベーション
2. 批判的思考、問題解決、意思決定
3. 学び方の学習、メタ認知
・働く方法
4. コミュニケーション
5. コラボレーション（チームワーク）
・働くためのツール
6. 情報リテラシー
7. ICT リテラシー
・世界の中で生きる
8. 地域とグローバル社会でよい市民であること（シチズンシップ）
9. 人生とキャリア発達
10. 個人の責任と社会的責任（異文化理解と異文化適応能力を含む）
さらに、近年は、金融や経済に対する理解、言語、数学、科学、言語、芸
術、歴史といった分野への理解といった教養や創造性についても重要視され
ている。
4. 大学生のキャリア発達の現状とキャリアガイダンスの取り組み
4.1 大学生のキャリア発達の現状
大学生のキャリア発達について、入学直後の 1 年生を対象として、将来の進
路決定の状況と、それについての考え方や態度などについて、2014 年度に調査
をおこなった。まず、自分の将来の進路決定をどのように考えているかについ
、「目的意識性」という 4 つの観
て、「自己責任性」、「明瞭性」、「自己関与性」
点に関する尺度を用いてアンケート調査を行った（横山, 2009）
（附表 4 参照）。
「自己関与性」とは、
「将来を考えることには真剣に考え取り組みたい」と将
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来の自立に向けて自分自身で取り組んでいきたいということである。次の「明
瞭性」とは、
「将来を考える手順はよくわかっている」、
「どのような条件を重視
して今後を考えるかわかっている」などの項目があり、進路選択・決定の課題
についてどの程度見通しがあるのかということである。
「自己責任性」とは、
「将
来の進み方は自分の責任で行うことである」の項目にあらわされるように、自
分が積極的にこの進路選択・決定の取り組むことである。さらに、
「目的意識性」
とは、
「卒業後は直ちに経済的に自立する必要がある」の項目にあらわされるよ
うに進路選択の目的をどのように考えるかということである。
この結果の全体平均値を表 4 に示す。なお、最高点が 5 点、最低点が 0 点で
ある。自己関与性と目的意識性の得点はかなり高いが、明瞭性と特に自己責任
性の得点が低いことがわかる。このことから、進路決定について真剣に取り組
みたいと思っており、自立についての意識もある程度持っているが、自分の将
来の進路やどのようにして決めるかということについては明確ではなく、積極
的に取り組まず消極的な態度であることがわかる。
表 4 入学直後（授業前）の課題認知の平均得点

得点

自己関与性

明瞭性

自己責任性

目的意識性

3.84

2.8

1.84

3.05

さらに、これらの結果は全体の平均値であるが、この調査結果と将来の進路
がどの程度明確であるかによって、次のような 3 つのグループに分けられる。
① 卒業後の進路が明確である学生
このグループの学生は、将来に対しての希望や見通しを持っており、大学入
学の目的も比較的明確である。特に、工学系の学生に、自分が大学で学ぶこと
を将来の職業と結びつけて考えている学生が多い。
② いずれ就職するという程度の意識を持って入学した学生
このグループの学生は、将来は就職することは決めているが、具体的にどの
ような活動をしたら良いか分からない、あるいは、まだ進路を具体的に決めて
いないという学生である。このような特徴の学生は、以前の詳しい内容の調査
（横山, 2010）では、卒業後の進路決定については明確ではない学生が約半数い
る。また、就職することは決めていても、どのような職業を選択するのか、具
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体的にどのように就職活動に臨むのかということについて主体的に考える学生
は少なく、どうしてよいかわからないと回答する学生が多い。
③ 無目的なまま入学した学生
この無目的なまま入学した学生は、たとえば、自分の学問に対する興味・関
心などをほとんど考えずに偏差値のみによって大学選択をおこなったり、大学
に進学した方がよいと周りからすすめられて入学した学生、就職先がないので
大学進学をした学生などが含まれる。このような学生は、自分の将来のキャリ
アを考える機会が持てないままでいると、3 年生の実際の就職を考える時期に
なっても、将来に対して非常に楽観的であるか、あるいは反対に過度の不安を
持つことが多い。
さらに、このアンケート結果から、学生のキャリア発達、すなわち、職業選
択についての現状での問題は、次のような問題があげられる。まず、将来の進
路に対して自分自身で決定することについての意識が低く、自分自身の問題と
して考えることができないこと、さらに、自分自身についての見方も学力など
の能力面に限られており、非常に狭い視野で自分自身を考えしまうことである。
これらの問題は次のように考えることができる。
・将来に対して楽観的であること。
・大学生活でのさまざまな経験を将来の進路決定と結びつけて考えることが
できないこと。
・自分自身で最終決定しなくても、他の人の助けによって決定できると思っ
ていること。
・自分の特性を、学力などの能力面だけで、他の視点から多面的にとらえる
ことができないこと。
4.2 キャリアガイダンスの取り組み
4.2.1 キャリアガイダンスの教育目標
以上のような調査からわかる学生の問題点についての現状をふまえて、学生
のキャリア発達の支援のためにキャリアガイダンスの実践を行っていく。その
際の教育目標は、それぞれの問題点に対応するために、次のように 3 段階が考
えられる。
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第一段階：進路決定を自分自身の問題として捉えられるようになること。
第二段階：具体的な情報にそって、進路決定を具体的に考えることができる
ようになること。
第三段階：計画を立て実際の進路決定の活動をおこなうことができるように
なること。
これらの目標のうち、第二段階の目標である「具体的な情報にそって、自分
の進路を考えられるようにすること」に先だって、第一段階の「進路決定を自
分自身の問題として捉えられるようになること」がまず必要である。それは、
前述のように自己責任性の得点が低く、進路決定を自分自身の問題としてとら
えられない学生がいるからである。特に、第 3 グループの無目的なまま入学し
た学生の場合には、第一段階の目標に取り組む必要がある。
4.2.2 キャリアガイダンスの具体的な内容
宇都宮キャンパスでは、学生の就職の支援を行うキャリアサポートチームの
支援以外に、1 年次から 4 年次までキャリア科目を授業として開講し、学生の
キャリア発達の支援を行っている。なお 3 年次にはインターンシップを推奨し
ている。2014 年度の具体的なキャリア科目は、次の通りである（附表 1～3）。
キャリアデザイン 1（1 年生

理工・地域経済

受講者 250～300 人）

この科目は、入学直後に受講する科目である。そのため、大学生活を有意義
に送ることができるように、大学の学習に必要な基本的な事柄や、自分の専門
学科での学びと将来のキャリアとの関連について学び、自分自身の将来につい
ての関心をより高めることが目標である。具体的には、理工学部や経済学部の
各学科でこれから学ぶ専門分野に対する興味・関心を高め、授業の受け方やノ
ートテイキングなどの具体的な学習方法についての理解を深め、さらに自分な
りの大学生活における目標と学習計画できるようにするための学習を行う。ま
た、将来のキャリアを考える意義やそのための意識を高めるための学習も行う。
そして最後に、今後の大学生活を快適に過ごすために、大学生活の質（Quality of
life）を高めることに必要な対人関係スキルをグループ活動を行いながら高めて
いく。
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キャリアデザイン 2（2 年生

理工・地域経済

受講者 250 人）

1 年間の大学生活を送った後の 2 年次は、自分の将来の方向性を考えるため
の非常に重要な時期である。この授業では、キャリアデザイン 1 に引き続き、
社会と自分の関係性を通して、自分らしい「ライフキャリア」を考えていくこ
とが目標である。具体的には、社会・経済状況や産業界の状況などの基本的事
項を知り、社会において求められる人間像について理解し、職業適性テストな
どを併用し、自分自身の能力や価値観などについて知り、それらの結果から具
体的に自分の将来を考えていく。1 年次と同様に授業は講義だけではなく、グ
ループ活動を行って発表や討論を行いながら理解を深めていく。
キャリアプランニング 1・2（3 年生 理工・地域経済 受講者各 150 人）
3 年次は自分の将来の方向性を考え、具体的な職業選択に取り組むキャリア
発達のための非常に重要な時期である。将来のライフキャリアの重要な役割で
ある職業人として働くために、より詳細に社会・経済状況や産業界の状況など
を知り、自分の社会的役割の認識を深め、自分なりの勤労や職業に対する考え
を持つことが大切である。3 年次のこの授業では、自分のライフキャリアを考
えるために、実現可能性を考慮した自分の将来像を考え、働くことの意義や、
インターンシップ希望の学生はその意義について考察できるようにする。
後期のキャリアプラニング 2 では、キャリアプランニング 1 に引きつづき、
自分のキャリア発達のためのさらなる職業観の育成と職業を取り巻く社会状況
を知り、卒業までのスケジューリングを考え、今後の自分の具体的キャリアプ
ランを考えられるようにしたうえで、それを実現するための実践的な活動につ
いての実践力を高めることも目標としている。
キャリアプランニング 3（4 年生 理工・地域経済 受講者 10 人）
高度情報化社会において、技術者として働くためには、技術的知識や技能を
高め自己実現を求めるだけではなく、科学技術の社会に果たす役割について認
識したうえで、職業を通して自分の社会的役割を考えること、あるいは仕事を
通していかに社会に貢献していくのかについて考えていくことが必要となる。
また、生涯発達という観点から、卒業後の進路を決めていくという目標だけ
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ではなく、自分の一生涯のキャリアを考えていくという長期的視野をもてるよ
うにすることが大切である。そこで、この授業は、キャリアプランニング 1 と
2 に引きつづき、自分のキャリア形成のためのさらなる勤労観・職業観の育成
と社会人としての必要なスキルを育成することを目標とし、就職活動中の学生
は、今後の自分の具体的キャリアプランを考えられるようにしたうえで、それ
を実現するための実践的な活動についての基本的事項を習得する。この授業は
講義の他にグループ活動を行って、自分の理解、他者理解を深め、発表を行う。

インターンシップ

複数教員で担当（3 年生

理工・地域経済

受講者 25 人）

企業などで職業体験を行うが、授業としてその事前指導と事後指導を行う。
事前指導では、実習にあたってのルールやコンプライアンスなどについて学び、
実習後には、自分のインターンシップについて省察を行い、その体験について
の発表を行い、レポートを作成する。
4.2.3 キャリアガイダンスの評価について
これらの授業の評価として、学生にアンケートを実施している。各学年のレ
ポートから学生の代表的な感想をあげると次のとおりである。
キャリアデザイン 1（1 年生）
・自分の特徴について具体的に理解が深まった。
・キャリアを考えることは自分の役割を考えることであり、さまざまな可
能性があるということを知って、視野が広がった。
・学修スキルの向上とともに、今後の大学生活において具体的に取り組む
べき課題について気づいた。今後それらを実行していきたい。
・大学生活への見通しを立てることができる。
このアンケートの結果から、大学での学修の意義を理解したり、将来を考え
ることへの関心が高まったことがわかる。
さらに、前述の課題認知の項目による授業後のアンケート調査では、以下の
図 2 のような結果になった。上段は入学直後（授業前）、下段が授業後の評価
点である。評価点 5 が最高点である。人数は 62 人である。
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表 5 入学直後（授業前）と授業後の課題認知の平均得点
自己関与性

明瞭性

自己責任性

目的意識性

授業前の得点

3.84

2.8

1.84

3.05

授業後の得点

4.15

2.91

2.88

3.79

図 2 入学直後（授業前）と授業後の課題認知の平均得点
この結果、この評価点に関しては、明瞭性以外の尺度が統計的に有意であっ
た（自己関与性：t=6.01, df=61, P<.01 自己責任性 t=-9.78, df=61, P<.01 目的意
識性：t=8.69, df=61, P<.01）。特に、自己責任性と目的意識性の得点の上昇が大
きく、アンケートの結果と同様に、多くの学生が自分の将来の進路を真剣に考
えるようになったことがわかる。
キャリアデザイン 2（2 年生）
授業後の自由記述のアンケート結果では以下のような感想が多かった。
・自分の長所や短所の理解が深まった。
・働くことの意義や職業の価値観の違いに気づいた。
・興味と関心から将来のキャリアを考えることができた。
・能力的な側面の重要性を知った。
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また、キャリアプラニング 2 の授業の最後のレポート課題として、
「キャリア
プラニング 2 の授業を受けて自分がどのように成長できたか」という課題を課
している。そのレポートに見られる特徴的な記述として、自分自身を客観的に
見られるようになったこと、「なぜ」を意識して考えられるようになったこと、
さらに、自分を知る機会が増え、長所や短所を深く考えられるようになったと
いう気づきがあげられる。このように自分自身をしっかりと見つめることがで
きるのは、自分と対話する「自己モニター力」が向上したことによるものであ
ろう。また、多くの学生の記述からわかることは、学生がグループ活動を通し
て自分の意見を発表したり、他人の意見を傾聴し討論を行うことによって、傾
聴力が高まったことを実感していることである。このグループ活動について、
最初は躊躇していた学生も、授業後にはこうした効果を感じとっている。さら
に、他人の発表を聴き、自分の内容をどう修正するのかを考えさせられる機会
になったという記述からもわかるように、自分の考えに固執することなく、柔
軟な考え方ができるようになったと考えられる。
また、この他に、産業界の外部講師から、その講師が大切にしている考え方
や長年のキャリアをどのようにたどってきたかを聴くことによって、学生も自
分が生きるために大切にする価値観を見つめ直す機会を持つことになったと考
えられる。
キャリアプラニング 1・2（3 年生）
授業後の自由記述のアンケート結果では以下のような感想が多かった。
・自己の長所や短所を仕事の中でどのように生かしていくかをより詳しく
考えられるようになった。
・働くことの意義について考えられるようになり、将来への見通しを考え
られた。
・就活へのアクションプランが立案できた。
さらに、これらのキャリア科目の授業のうち、3 年生のキャリアプラニング
1 における実践の評価として、社会人基礎力の項目について一人一人の学生の
どのような力が伸びたかについてのアンケート調査を授業開始時と終了時に行
った。この結果を表 6 と図 3 に示す。評価点は 10 点満点で自己評価である。
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表 6 キャリアプラニング 1 の開始時と終了時の平均得点
主体性

働きかけ力

実行力

課題発見力

計画力

創造力

開始時

5.81

6.00

5.64

6.00

5.73

5.18

終了時

6.91

7.55

6.82

7.27

6.45

6.18
ストレスコン

発信力

傾聴力

柔軟性

状況把握力

規律性
トロール力

開始時

5.77

6.64

5.50

6.18

7.36

6.64

終了時

9.36

7.64

7.00

7.18

8.27

7.18

図 3 キャリアプラニング 1 の開始時と終了時の平均得点

この結果からわかることは、学生自身が特に身についた力と感じているのは、
周囲の人々を意識して協働しているという「働きかけ力」、相手の立場や気持ち
を考えて話しているという「発信力」、自分の考えにこだわらず臨機応変に対応
するという「柔軟性」である。これらの力は、この授業実践の中で多く行って
きたグループ活動を通して、多くの学生とコミュニケーションを行うことによ
って高まったと考えることできる。
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さらにこれらの授業を受講している学生の就職状況の追跡調査を行ったとこ
ろ、キャリアプラニング 1 と 2 のすべての単位取得をした学生の就職決定率が
90%であったのに対して、単位を取得できずドロップアウトした学生の就職決
定率は 74%であった。このことからもキャリア科目の授業では、実際の就職決
定にもつながるような、さまざまな状況において自分の進路を柔軟に考え、そ
れを選択決定していくような力も育成できていると考えられる。
キャリアプラニング 3（4 年生）
授業後の自由記述のアンケート結果では以下のような感想が多かった。
・自分のこれまでの成長について振り返り、長期的（5～20 年後）キャリア
を考えることができた。
・社会に出てからの自分の役割を考えることができるようになった。
このように 4 年生は就職活動中の学生については、自分が考えているキャリ
アやその取り組みについて他の学生と話すことにより、より具体的に将来のキ
ャリアを考えられるようになったことを示している。
5．終わりに
キャリア教育は、生徒や学生のキャリア発達を支援することであるが、それ
は、現在、キャリア教育の目標として、大学生がいかに社会人・職業人として
自立できるかということ、即ち、大学から社会・職業へのいかに移行できるか
ということである。このことは、
「学ぶこと」と「働くこと」そして「生きるこ
と」ということを、学生がいかに深く関連づけて考えていけるかということで
ある。また、自分のキャリアを発達させるためには、自分のキャリアについて、
過去のキャリアから現在考えているキャリア、そしてその未来像を思い描くこ
とである。そして、その未来像に向かって実践していくことである。そのため
には、幼少期からの家庭教育における家族、そして学校教育の中での教師や友
人、さらに、地域社会や産業界の中での社会人の協力が欠かせない。
また、小・中学校、高等学校の中等教育では、各教科の学習と道徳（中学校
のみ）、総合的学習の時間や特別活動の時間の中で、生徒たちがいかに系統的
に組織的に、教師やその他の人々の支援を受けながら、自分のキャリア発達に
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取り組んでいくかということも重要である。さらに、大学に入学した後には、
学生は、授業やさまざまな活動を通して、他者との対話、さらに、自分との対
話という省察を通して、未来のキャリアを思い描くことによって、自分自身で
今何をすべきか（目標）、今どう頑張るか（計画実行）を考えることができ、
それと同時に、自分の価値観を考えることによって、自分の将来のキャリアの
多様性に気づき、より深く自分自身のキャリアを考えることができるであろう。
このように考えてくるとキャリア発達への支援のための教育は、さまざまな
教育を“繋ぐ”教育を目指していくことが大切であろう。
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附表 1 2014 年度 キャリア科目の内容（1 年生～2 年生）
学年
開講時期
科目名
履修人数

授業目標

身につける力

1年生
前期

2年生
後期

キャリアデザイン１
各学科８～９割 計２５０名

キャリアデザイン２
全学科 ２３０名

大学生活・学修生活へ適応

キャリアの意義の理解
自己理解と将来像のイメージ化

自己表現力
発表力

自己表現力
傾聴力 発信力
批判的思考力

授業内容

専門への関心を高める
専門と将来のキャリアの関連 社会経済状況や就職状況を知り、
性を学ぶ
自己理解 将来の職業選択に向け
学習スキルの向上
ての準備をおこなう。
将来像を考える

具体的な
学修活動

学修に必要な事項
ノートテイキング
自分史の作成
適性テストの結果からの自己
省察
自己ＰＲの作成

自己の活動を振り返り、長所を理
解する
自分のキャリアを現実的（能力・
興味）に考える
働き方を知り、職業観を考える

テスト

SPI模擬試験
職業レディネステスト

SPI模擬試験
一般職業適性テスト

特徴

学科別開講
学科の教員の授業
手書きレポートの推奨

3つのクラスに分割
外部講師の講話
インターンシップ経験者の講話

講師の招聘 外部講師の講話
授業資料の掲載
ＬＭＳの活用 ビデオの掲載
レポートの提出
評価

ビデオの掲載
レポートの提出

レポート

授業の課題 レポート
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附表 2 2014 年度 キャリア科目の内容（３年生）
学年
開講時期
科目名
履修人数

前期
キャリアプラ二ング１
全学科

２０３名

3年生
夏休み
インターンシップ
全学科で30名程度

後期
キャリアプラ二ング２
全学科

１８０名

自分の特性の理解
職業体験を通して働
就活への実践的準備
授業目標 （価値観・能力・興味） くことの意義と
アクションプランの立案
職業理解（職種業種）
将来像を考える
自己表現力
発信力
批判的思考力

身につける力 傾聴力

実行力 発信力
傾聴力
自己管理力

自己理解 職業理解
授業内容 社会で求められる人材像 職場体験
の理解

働きかけ力
自己表現力
プレゼンテーション能力
自分のキャリアを具体化する職業
意識の明確にする
就活に向けての計画を立案し実行
する

自分のキャリアを現実的
自己ＰＲの作成
（能力・興味から）に考
具体的な
職場体験（1週間～ 具体的に希望の職種・業界を見い
える
学修活動
2週間程度）
だす
自分史の作成
職業観を含めての志望動機の作成
自己ＰＲの作成と発表
SPI模擬試験
テスト SPI模擬試験
ＶＰＩ職業興味テスト
個別学習の徹底
事前指導（情報倫理 グループ学習中心
特徴
ポートフォリオの活用
／マナー）の徹底 プレゼンの実施
手書きの推奨
外部講師の講話
講師の招聘 外部講師の講話
インターンシップ経験者の講話
就活体験者の講話
授業資料の掲載
ディスカッションの活用
ビデオの掲載
授業資料の掲載
ＬＭＳの活用
レポートの提出
ビデオの掲載
レポートの提出
授業の課題（ポートフォ レポートの作成と 授業の課題（ポートフォリオの作成）
評価
リオの作成）
成果発表会での発表 発表の総合評価
レポート
レポート

－ 197 －

附表 3 2014 年度 キャリア科目の内容（4 年生）
学年

4 年生

開講時期

前期

科目名

キャリアプランイング３

履修人数
授業目標
身につける力
授業内容

全学科

１０名程度

希望のキャリアの実現のための取り組み
実行力

発信力

傾聴力

自己管理力

自分の生涯にわたるライフキャリアを考える
職業人として必要な

知識やスキルを学ぶ

職業倫理・コンプライアンスを知る
具体的な学修活動

人事制度を知る
自分のキャリアを、職業以外の役割とともに、
長期的に考える

テスト

特徴

SPI 模擬試験
希望により適性テスト
グループ活動と発表
就活を想定した活動

講師の招聘

なし

ＬＭＳの活用

レポート

評価

発表の総合評価
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レポート

附表 4 課題認知の尺度（番号はアンケートの項目番号である）
項目１ 自己責任性
27. 一生打ち込める仕事を探してみたい
28.将来はやりがいのある仕事を探したい
16.自分を生かせる職業についてとても知りたい
26.将来の進み方は自分の責任で行うことである
31.将来のためには様々な体験をした方がよい
35.進路選択は真剣に考えるべきである
18.自分が何をやりたいのかを知る事は大切である
5.自分の好きなことを生かした仕事につきたい
29.どんな職業があるのかについて関心がある
14.将来のことを考えることはかなり大変だと思う
24.自分の希望が実現できるように是非努力していきたい
3.大学で勉強したことを生かした仕事につきたい
8.将来のことを考えることは身近なものである
22.卒業後の進み方には家族の意向を尊重する（逆転項目）
項目２ 明瞭性
23.将来を考える手順はよくわかっている
19.どのような条件を重視して今後を考えるかわかっている
34.将来はできるだけ自分の専門を生かしたい
11.将来の可能性についてはだいたいわかっている
15.将来見通しはかなりある
25. 一度将来のことを決めたら変化しないだろう
6.自分の希望は実現できそうである
17.何のために職業について働くのかを考えたことがある
10.将来のことは比較的簡単に決められると思う
項目 3 自己関与性
9.将来のことは真剣に考えなくても何とかなるだろう
32.卒業後就職が決まらなくても何とかなると思う
33.卒業後就職できなくても親に養ってもらえると思う
4.将来を考えることには真剣に考え取り組みたい（逆転項目）
21.将来のことには運のような偶然が大きく作用すると思う
12.希望の進路を考えたことがない
20.将来を考えることは一生の問題である （逆転項目）
項目 4 目的意識性
36.卒業後は直ちに就職する必要がある
30.卒業後は直ちに経済的に自立する必要がある
1.職業に就くことは経済的な自立のためである
7.希望の進路に進めなくてもとてもかまわない
2.職業に就くことは家族の期待にこたえるため
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