
  近年，雇用をとりまく社会や経済は，尐子高齢化に伴う人口減尐，グローバル化による競争激化など

の影響を受け，構造変化の中にある。その中にあって，現在の雇用は改善の兆しをみせている。しかし

一方で，若者の就職状況に関するデータをみてみると，以前としてフリーター，ニートと呼ばれる若者

が多く存在している。また，新規学卒者の離職状況をみても，中学，高校，大学の卒業3年後の離職率

は，それぞれ65.3%，40.0%，32.3%と高い水準となっている。(平成24年3月卒業者)さらに，高等学

校の中途退学者は，毎年，全国5万人を越す状況となっている。 

  このような若者が多くいる原因はさまざまあるが，その上位として挙げられるのは，働くことへの目

的意識の弱さと，その働く目的意識の弱さからくる学ぶ目的意識の弱さがある。だからこそ，中学生段

階の進路指導は，生徒が自分の人生を切り開いていくうえでも，とても重要な位置付けとなっていると

捉えることができる。 

  しかし，現在の学校現場では，授業時数の確保の問題，総合的な学習時間の縮小，進路学習の進め方

に不安を感じる若い教諭が増えるなどの影響を受け，進路指導の機会が縮小されたり，進路指導の見通

しが不透明になったりしているのではないかと危ぶまれる状況にある。 

  そこで，本校では，岐阜県特活進路指導研究会で作成された｢生きる｣を使った進路指導を行っている。

なぜならば，この｢生きる｣は，生徒の発達段階に合わせて系統的に指導ができるように作成されている

からである。この資料は，今年度の｢生きる｣を利用した進路指導の一部をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．生徒を取り巻くさまざまな状況 

(1)変化する雇用情勢 

日本の雇用システムは，他の先進諸国と比べ， 

長期雇用の特徴を持ち，労働者の雇用の安定と人

材育成の機能を果たしながら，長期にわたる経済

成長を実現してきた。また，こうした機能の下で

能力の向上と所得の向上がともに実現され，勤労

者生活の充実が図られてきた。しかし，バブル崩

壊以降，経済・社会環境の変化に伴って(図 1)雇

用システムにも変化が現れ，雇用期間の短い非正

規雇用者が増加し，(図 2)長期に雇用される者の

数が絞り込まれるとともに，正規雇用者の労働関

係も集団主義であったものが，次第に，個別化の

方向に進んでいる。 

  一方，短期で不安定な就業を繰り返す労働者も

おり，生活を成り立たせていくための職業的基盤

を形成し得ない若年労働者も尐なくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図1  完全失業率と有効求人倍率の推移) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図2  非正規雇用労働者の推移(年齢別)) 

｢生きる｣を利用した進路指導の在り方 

～志を抱きやり抜く強い意志をもった生き方を目指して～ 

                                  瑞穂市立穂積中学校  教諭  小田  実 

                                                        教諭  髙橋  正光 



(2)若者の就職状況 

  有効求人倍率が平成21年の0.47倍を底に上昇

し，平成27年には1.20倍となった。しかし，中

学，高校，大学の卒業3年後の離職率は，それぞ

れ65.3%，40.0%，32.3%となっている。(いずれも

平成24年3月卒業者)(図3) 

 
（資料出所）厚生労働省職業安定業務統計 

(図3  新規学卒者の離職状況) 

 

  また，15～34 歳の非労働力人口のうち，通学，

家事を行っていない若年無業者，いわゆるニート

の状態にある若者は，平成14年以降60万人台で

推移している。(図4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料出所） 総務省統計局「労働力調査」 

(図4  ニート状態の若者の推移) 

 

  さらに，15～34 歳の男性又は未婚の女性(学生

を除く)で，パート・アルバイトをして働く者又は

これを希望する者，いわゆるフリーターを選択す

る若者は，平成15年に 217万人に達して以降，5

年連続で減尐していたが，その後増加を続けてい

る。(図5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料出所）  総務省統計局「就業構造基本調査」 

(図5 フリーター数の推移) 

  このように，若者が定職に就かない理由とし 

て，｢つきたい仕事のための勉強や準備，修行期間

とし 

て(17.2%)｣と将来への目的意識があって定職に就 

かない若者がいる一方，｢自分に合う仕事を見つけ 

るため(13.5%)｣や｢なんとなく(10.4%)｣と現状，将 

来への目的意識が薄く，定職に就いていない若者 

も多い。(独立行政法人  労働政策研究・研修機構 

｢大都市の若者の就業行動と意識の展開｣より｣) 

 

(3)高等学校中途退学 

  職業への目的意識の希薄さは，高校生活にも強 

く影響を与えている。高等学校の中途退学者数は， 

年々減尐をしている(図6)ものの，平成26年度も 

全国で5万3千人以上の高校生が中途退学をして 

いる。中途退学の理由(図7)では，｢もともと高校 

生活に熱意がない｣がもっとも多く，次いで｢就職 

を希望｣が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(図6  中途退学者数及び中途退学率の推移) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省  平成26年度｢児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査｣ 

(図7  事由別中途退学者数（国公私別）) 

   

そもそも，｢高等学校は，中学校における教育の

基礎の上に，心身の発達及び進路に応じて，高度

な普通教育及び専門教育を施すことを目的とす

る。｣と学校教育法第50条にもあるように，進路に

応じて自分の意志で学びにいく場所が高等学校で

ある。そう考えると，高等学校の中途退学の理由

から，その前段階の中学校での進路指導の重要さ

がよく分かり，また，進路指導の在り方を考えさ

せられるものである。 

 

2．｢生きる｣を使うことのよさ 

  本校では，3年間を通して岐阜県特活進路指導研

究会作成の｢生きる｣を利用した進路指導を行って

いる。｢生きる｣を利用した進路指導のよさは，次

の点が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これらのよさから，本校では｢生きる｣を利用し

て進路指導を行っている。 

 

3．｢生きる｣を使った実践 

～1年「わたしの夢と希望」～ 

  題材設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導のねらい 

 

 

 

 

1．1年生は｢働くことに対するあこがれの意

識を，調査を通してもたせる｣2年生は｢働

くことの目的と意義を考え，体験を通し

て働くことを身近な現実のものと捉え直

し，進路に目を向かせる｣3年生は｢将来に

向けて，卒業後の進路を考える｣というよ

うに，進路指導が系統的に配列されてい

る。 

2．生徒と同じように悩んできた先輩の作文

を通して，生徒が共感しながら学ぶこと

ができる。 

 

3．資料編を使って，より具体的に指導を

行うことができる。(資料を探す時間を

短縮することができる。) 

4．指導案がホームページ上にアップされ

ており，指導のねらいや過程を知って

指導をすることができる。 

5．学校で統一して指導にあたることがで

きる。(職員会において，月で行う内容

を提案していくことで，学年内での指

導のぶれがなく，また，生徒が進級し

ても同一歩調で指導にあたることがで

きる。 

  中学に入学して 1 ヶ月が過ぎ，中学校の生

活にもようやく慣れてきた頃である。この時

期にあたって，自分の将来の夢や希望につい

て考えさせることは，中学生活を充実させる

ためにも大変重要である。 

  また，この時期の生徒の多くは，将来のこ

とについてただ漠然と｢高校に行きたい｣とい

う気持ちをもっているだけで，自分を深く見

つめたり，将来の目標をもち，それをめざし

努力したりすることが，自分の学習を充実さ

せることにつながることに気づいている生徒

は尐ない。 

  そこで，将来の夢や目標をもち，それに向

かって努力することの大切さを理解させ，自

分の学習や生活をさらに充実させていこうと

する意欲を高めたい。 

  将来の夢や目標をもち，それに向かって努

力することが自分の中学生活を充実させるこ

とにつながることを理解させ，その実現に向

けてどのような努力をしていけばよいのか考

えさせる。 



 

[事前指導] 

今回の授業は，生徒にとって中学校に入って初

めての進路学習になる。そこで，岐阜県特活進路

指導研究会の｢生きる｣の指導案を見てみると，指

導には事前・事後の指導が重要であるということ

に気がつく。今回の事前指導では，｢進路学習につ

いて，題材設定の理由をもとに説明をしておく｣

とあった。 

題材設定を読むことで，一番授業で指導しなけ

ればならないと感じたのは，漠然とした進路に対

する意識を表面化し，夢や希望をもつことの大切

さを，まず指導しなければならないと感じた。 

生徒にとって｢漠然とした夢や希望｣とは何か?

まず，生徒の実態を把握することが大切と感じ，

アンケート調査を実施した。 

※アンケート内容※ 

 

 

 

 

  

 

 

  このアンケートを実施する前に，数人の生徒に

｢小学校を卒業する時に，広報に『将来の夢』を書

いたか｣と聞くと，｢書いた｣と答えた。だから，こ

のアンケートでは，①については，ほぼ全員があ

ると答え，②，③，④と質問が進むごとに自分の

将来について不明確な点がでてくるのではないか

予想していた。 

  しかし，実際にアンケートを実施してみると，

つきたい職業があると答えた生徒は，学級内で

57%(30名中17名)にとどまり，その内，その職業に

つくまでの進路を知っていると答えた生徒は

30%(17名中5名)しかいなかった。実に，明確に今

後の進路について理解している生徒は，学級内で

17%しかいないことが分かった。 

  事前指導を行うためにアンケートをとったつも

りが，生徒の不明確な進路状況を知ることになっ

た。この結果には，意外な思いを受けた部分もあ

るが，事前指導をしようと動いたことで得られた

生徒の実態で，この結果を知らずに授業に入らな

くてよかったと感じた。ここで，事前指導をする

ことの大切さを学ぶことができた。 

 

[本時] 

  授業を始めるにあたって，まず，パーセンテー

ジが書かれた円グラフを提示した。これは，アン

ケート調査の結果をグラフにしたものである。(図

8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図8  アンケート調査の結果) 

  生徒には，｢『つきたい職業はあるか』つという

質問であると答えた人は，57%か43%か｣を尋ねた｡

ほぼ全員の生徒は，｢57%｣と答えた。次に，｢つき

たい職業があると答えた人の中で，その職業につ

くまでの進路について知っている人は，30%か70%

か｣を尋ねた。すると，学級の3分の2が｢70%｣と答

えた。正解を伝えると，生徒から｢意外だ!!｣とい

う声が聞かれた。さらに，学級全体で見ると，明

確に今後の進路について理解しているのは｢17%｣

であることを伝えると，意外にも尐ないその数に

対して，学級全体に驚きの声が上がった。 

  生徒自身の中にも，｢みんなは将来についてよく

考えている｣と思っていた意識があったからこそ，

このような生徒の反応が見られたと考えられた。 

  生徒自身が学級の実態を知ったうえで，｢それで

も，人が夢(職業)や希望をもつことが大切だ｣とい

うのはなぜかを考えた。すると，｢夢があると，つ

らいことがあってもがんばれるから｣｢夢があると，

自分の人生が楽しくなるから｣｢夢があると，迷い

がなくなるから｣などの答えが返ってきた。(図9) 

この答えを聞いて，教師が考える夢をもつことの

大切な理由を話した。 

※生徒に話した内容※ 

｢夢｣というものは灯台の光のようにものだと考

えています。灯台の光は，真っ暗な夜であっても，

① 自分が将来つきたいと思う職業があるか｡ 

② ①であると答えた人は，どんな職業につき

たいと考えているか。 

③ ②の職業につくためには，どんな進路を選

択していけばいいのかを知っているか。 

④ ③で知っていると答えた人は，知っている

ことを書こう。 



船が航路を見失わないように，行き先を指し示し

てくれます。｢夢｣もこの灯台の光と同じように，

自分の進むべき道を導いてくれるものだと思いま

す。夢という目標が立った時，人は迷いながらも，

それに向かって歩んでいけるのです｡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(図9  なぜ，人は｢夢｣をもつのか) 

 ここまでで，学級の進路に対する実態が分かり，

夢をもつことが大切だという雰囲気ができると，

次に，どんな職業を選択していけばよいのかと考

えが進む。そこで，｢生きる｣にある｢ある中学校，

1年生の，自分が将来つきたい職業調べの結果｣を

もとに，どのような職業にあこがれをもっている

かを考えた。すると，｢自分の好きなことを職業に

したいと考えている｣｢人の役にたつ職業につきた

いと考えている｣｢安定している職業につきたいと

考えている｣などの意見がだされた。人が，どのよ

うに職業を選ぼうとしているかを知ったうえで，

｢成りたいという思いだけあれば，夢はいつか叶う

のだろうか｣と生徒に投げかけた。そして，同じ岐

阜県出身で，シドニー五輪女子マラソン金メダリ

ストの髙橋尚子さんのメッセージから，そのヒン

トを見つけだすことにした。夢を叶えるために大

切だと思う箇所に線を引かせながら教師が範読を

行った。その後の交流では，｢小さい頃から夢をも

ち続けることが大切｣｢毎日の積み重ねが大切｣｢今，

できることを地道にクリアーしていくことが大

切｣｢個性を生かすことが大切｣などの意見がださ

れ，最終的に，｢夢を叶えるには努力し続ける気持

ちと行動が大切である｣という意見にまとまった。

(図10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図10  あこがれる職業，夢を叶えるために) 

  この段階まで話が進むと，生徒は，自分自身の

職業へと目が向き始める。そこで，｢生きる｣の資

料編にある｢自分の特性を知る｣というページを使

って，自分の特性にあった職業タイプを調べるこ

とにした。(図11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図11  ｢生きる｣資料編  自分の特性を知る) 

  この資料編を使うことで，生徒からは｢やっぱり

私は○○のような職業にむいているんだ｣｢僕のタ

イプは○○だった｡こんな職業にむいているかも

知れないんだな｣と，授業前は，職業に強い関心を

もっていなかった生徒も，授業を通して，自分の

職業に興味や関心をもち始めた。 

 

[事後指導] 

  今回の授業を通して，生徒の目は自分の将来へ

と向けられるようになった。そこで，この思いを

大切に育てていくために，2つのことを行った。 

1つ目は，学級内に｢職業調べコーナー｣を設置し

たことである。このコーナーを設置することで，

生徒はいつでも職業調べができるように環境を整

えた。(図12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図12  学級内｢職業調べコーナー｣) 

  2つ目は，図書室の利用である。図書室では，生

徒自身が調べてみたい職業や，職業タイプ別にま

とめられた本がある。目的意識がはっきりしてい

るため生徒は，自ら本を選び，進んで調べ学習を

進めることができた。(図13)これらの，調べ学習

を通して，｢生きる｣の授業で書けなかった最後の

｢自分の将来の夢や希望を理由も一緒に書こう｣を

書くことができた。 

 
(図13  図書室での調べ学習の様子) 

 

4．成果と課題 

[成果] 

・今回の授業を通して，日常的に自分の将来につ

いて考える生徒がでてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図14  生活記録より) 

・夢を叶えるためには，努力が必要であることが

分かったため，次の｢わたしたちの夢と希望(2)｣

や｢進路の学習｣に関心をもって取り組むことが

できた。 

・友だちと将来について話す姿がみられるように

なった。 

 

[課題] 

･事前・事後の指導の在り方をさらに考えていく。 

･進路に対する知識をもっともち，伝えていけるよ 

うにする。 

 

5．｢生きる｣を使った実践 

～3年「３−１ 進路選択の諸条件」～ 

題材設定 

指導のねらい 

 

[事前指導] 
  進路選択のための必要な条件を具体的に理

解させ，自分自身の進路選択を見直し，改善

点や努力点を明らかにすることができる。 

  今まではほとんどの生徒が同じような道を

歩めばよかったのが・卒業後は一人一人違っ

た道を進まなくてはいけない。進路の選択を

しなければならなくなった。3年生の生徒の誰

もがそんな自覚をもっているに違いない。そ

して，学習に部活動に頑張らないければなら

ないと思っている。 

 しかし生徒たちの中には，目先のことにと

らわれている者、将来について漠然とした意

識であったりする者，また周囲の言葉に流さ

れる者もいる。 

 そこで，先輩の進路選択の具体的な事例を

通して，改めて進路選択の難しさを理解させ，

進路選択のための諸条件を明確にし，これか

らの進路選択及び決定の日まで何をしなけれ

ばならないのかをしっかりとつかませて，自

分の進路希望，進路設計を見つめ直させたい。 



 本校では２年生の３学期はキャリア教育「起業

家体験プログラム」を実施してきた。昨年度より，

「起業家体験プログラム」は３年生のみとし，２

年生の３学期は「自分の将来を真剣に考える」き

っかけ作りを行うことにした。２年生の３学期に

行った進路学習について紹介する。 

① 学級担任による「学科」の説明 

本校は毎年初めて３年生の学級担任をする教 

 師が非常に多い。また教師も普通科高校の出身   

 者ばかりである。生徒だけでなく，教師の進路  

 学習の場として，普通科，商業科，工業科，農 

 業科，生活科，総合学科について，役割分担を 

 行い，生徒にわかりやすく説明できるようにプ 

 レゼンを作成した。プレゼンを作る過程におい 

 て，意欲的に情報を集め，進路に詳しい先生に 

 積極的に質問する姿が多く見られたりするよう 

 になった。生徒たちは興味のある学科を２つ選 

 択し，進路を考えるきっかけになった。（図15） 

 また、教師側も職員室での会話が学級担任をし 

 ている生徒の進路に関わる内容が増えてきた。 

 
（図15 生徒に商業科のプレゼンをしている様子） 

② 高校の先生方による進路講話（図16） 

２回に分けて，２校ずつの進路講話を行った。 

 ２年生の２月に行った。進路講話を通して，「親  

 からの情報で判断していた自分」，「変わるこ 

 との大切さに気付かされた自分」など前向きに 

 自分の進路と向き合おうとする姿が増えてきた。  

 生徒の感想を次に紹介する。 

（図16 高校の先生方による進路講話の様子） 

親に言われて「公立の普通科しか考えられない。」

と思っていたけど，他の科や私立についても調べて

から志望高を決めたいと思いました。（Ａさん） 

将来のことを考えることは自分自身を変えること

だと感じました。また，その夢を叶えるためにも毎

日の学習を欠かさずやりたいです。（Kさん） 



[本時] 「３−１ 進路選択の諸条件」 

 

 ４月，３年生（226

人）を対象に進路希望

調査を行った。その中

で「進路先（高校）を

選ぶ条件」に関しても

調査を行っ     

た。図17に示す。「学びたいこと・やりたいこと」

ができる高校と答えた生徒は半数以上いた。次に

「自分の学力に合った高校を選択する」が多かっ

た。「通学時間」を意識している生徒は尐数であ

った。また「学費」や「交通費」について考えて

いる生徒も尐ない。 

 そこで，本時では，「学費」，「通学費用」，

「通学時間」を全体で交流し，M男君の手紙につい

て考える展開を試みた。板書を下に示す。 

① はじめの活動 

導入時に卒業生の進路先を示したグラフを提 

 示した。図18に示す。「私立高校」への進学が 

 比較的多いことに生徒たちは驚いていた。 

（図18 卒業生の進路先） 

② 中心的な活動 

 通学時間や学費などに視点を当てて考える

ため，穂積中か

ら高校までの距

離や時間が分か

る地図を用いた。 

図19に示す。 

「羽島高校へ進

学したらどのように通学しますか。」

と問いかけた。また，公立・私立高校の学費や塾

の費用なども提示した。図20に示す。私立高校の

特色や学費や電車賃などの話を聞いて，次のよう

な考えをもった生徒Hさんがいた。 

「自分はすでにやりたいことがあって，公立で行

くと決めていた。しかし家からの距離なども考え

ることも大事だと分かった。そして私立高校の良

さも知ることができた。自分の考え方を変えてい

きたい。」と語ることができた。Hさんは航空自

衛官になることを夢見て学校生活を送っている。 

（図20 中心的な活動時で使用した資料） 

 次に，生きるの資料よりM男君の手紙について考

えた。内容は，「友達と同じ高校を選択し，進学

したが，自分がやりたい学科ではなかった。高校

を続けるか，辞めるか。」という内容である。 

③ まとめの活動 

１年間で岐阜県の高校を中退した数を示した。 

 約５００人の生徒が学校を辞めている現実を 

 知った。 

  これからの進路選択に向けて，決意を書き，

まとめの活動を行った。生徒のまとめを次に紹介
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図19 高校の場所 



する。 

 

[事後指導] 

 3年生の教室に向かい合って多目的や特活室が

配置されている。その壁面を利用して，進路に関

する情報を掲示している。生徒たちは昼休みの時

間に、掲示物を見て友達と高校のことや，仕事の

ことについて会話している姿がよく見られるよう

になった。 

 

（高等学校過程別の紹介） 

 

（高等学校の活動を紹介した新聞記事） 

 

 
（いろいろな職業への道） 

 

 

［成果］ 

 ・「学びたいこと，やりたいこと」だけを考え 

  て進路選択をするのではなく，様々なことを   

  考えて進路実現に向けて取り組むことが大事  

  だと考えることができるようになった。 

 ・１学期中に行われた高校見学会に２０名以上  

  の生徒が参加した。 

 

［課題］ 

 ・保護者の高校に対する偏見や勝手な思いに対   

  して，自分の意思を貫けるようには指導がで 

  きていない。 

  

 

今まで農林しか行く気がなくて，私立高校は何も考え

ていなかった。今日の話を聞いて，他の高校についても

よく知って自分の選択に後悔がないようにしたいです。              

（Sさん） 

 

ただ自分がやりたいことができるだけじゃなくて，学

費だったり，通学のことだったり，いろいろ考えないと

高校３年間をやりきることができないということが分

かった。これからたくさん調べたり，見学に行ったりし

て，真剣に考えることができるようにしたい。                

（Kさん） 


