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高卒就職とキャリアコンサルティング

一般社団法人アスバシ
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毛受 芳高 （一般社団法人アスバシ代表理事／ＮＰＯ法人アスクネット創業者・顧問）

愛知県高浜市生まれ。４９歳。
名古屋大学工学部情報工学科卒業。
名古屋大学大学院人間情報学研究科修了。認知科学（脳科学）を専攻。
＜経歴＞
1999年 アスクネットプロジェクトスタート。

「誰でも先生、誰でも生徒」の愛知サマーセミナー
2001年 NPO法人愛知市民教育ネット設立。
学校と地域の間をつなぐ市民講師ナビ事業スタート。

「教育コーディネーター」事業を立ち上げ。
2005年 経済産業省・キャリア教育を瀬戸市で立ち上げ。

教育CSR：アイシン環境学習プログラム。
2007年 経済産業省キャリア教育事業の全国をリードする

中核コーディネーターに。
2008年 キャリア教育コーディネーターの認定制度
2012年 一般社団法人アスバシ設立。
2015年 高浜市にて生活困窮家庭の子どもの学習支援事業受託
2016年 名古屋市にて中・高生の学習支援事業コーディネート業務
2018年 高卒プロ・キャリア事業開始。

自己紹介

キャリア教育を食える仕事に変えてきた
この道２０年のキャリア教育コーディネーター

めんじょう
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自己紹介

森澤ゆかり

２級キャリア・コンサルティング技能士（国家資格）

米国CCE,Inc認定 GCDF-japanキャリアカウンセラー

愛知県名古屋市生まれ

名古屋市内の商業高校卒業。

貿易関連企業にて営業事務を経験したのち、広告関連企業の営業職に転職。

社会人9年目に美容業でスーパーバイザーとなり、店舗マネジメント・人材

育成を担当、その経験から自己のキャリアと美容業に携わる女性のキャリア

についての疑問を感じ、国家資格キャリアコンサルタント 養成学校に通学。

2016年資格取得後、子どもの貧困と進路について興味を持ち、アスバシの

門を叩く。

現在は、高卒就職支援、中高生面談（行政）、進路講演・保護者講演に加え、企業研
修、企業内カウンセリングなどを実施。キャリアに加え、心理にも学びの領域を広げ
２級キャリアコンサルティング技能士資格を取得。
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本日の内容

【講義】若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職

【講義】高卒就職の仕組みと、高校等の学校におけるキャリアコンサ
ルタントの役割

【実習】若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討

【実習】若年者とのキャリア面談についての実習

【実習】若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラム

【実習】習得度評価
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社会正義のキャリア支援～労働の人間化～

社会正義のキャリア支援 下村英雄 著

個人の支援から個を取り巻く社会に広がる支援へ （図書文化社、２０２０）

労働の人間化 ディーセントワーク
＜変化＞ 労働の内容に手応えがあること。
＜学習＞ 仕事から学ぶことがあること。
＜自立性＞ 自分で判断する余地があること。
＜他人との協力関係＞ 人間的なつながりがある
こと。
＜社会的意義＞ 仕事に社会的意義があること。
自分の労働と社会をつなげて考えられること。
＜成長＞ 社会とってプラスになること。善き社
会につながる。

「はじめに」より Ｐ8ー１０
「キャリア支援に関わる人は、職業やキャリアに関する身近な問題に心を痛めた経験をも
っています。そして、その時、その背後に潜む社会全体の問題、いわゆる労働問題や社会
問題に関心を持った人でもあります。そういう人がキャリア支援に関わるようになります。
（中略）
職業の問題、キャリアの問題は、常に、社会経済の動向、労働市場の動向、雇用情勢など
が関連しています。そのため、個人の問題として対応しようとしても、自ずと限界があり
ます。個人の外側に、その原因となる多様な要因が分厚く存在しているからです。

こうして、キャリアカウンセリング、キャリア教育、キャリアコンサルティングに関わ
る人は、自分の問題意識の広さと自分の仕事の狭さのギャップに悩み、そのギャップを自
分の力では埋めることができないという独特の無力感に心を苛まれることになります。
（中略）

私たちの仕事は、職業やキャリアの問題で思い悩む個人の支
援を通じて、社会全体の社会正義の実現に貢献している。私
たちが習い覚えた知識やスキルは、社会全体の問題に役立て
ることができる。社会正義のキャリア支援論は、そう力強く
肯定し、私たちに、前に進む力を与えてくれる。そうしたあ
る種の使命感を帯びた強い意志を、多くの人と共有したいと
考えたのです」
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この高校生からの進路相談にどう対応しますか？

私は、今、進路について悩んでいます。将来の夢や興味のあることがなく、どんな大
学や学部に進学すればいいのかわかりません。このコロナで、オンラインの大学の説
明をきいたのですが、なにかこれだというもののなく・・・。
うちは母子家庭で、「大学に行っても頑張るから大丈夫」と言っているのですが、正
直、いままでの暮らしも大変で、パートを増やして働いているのを間近にみていて、
もっと負担をかけるかと思うと・・・。親を楽してあげたいという気持ちもあり。
でも就職といっても、もっとイメージわきません。学校は進学する子がほとんどで、
就職のことを相談できそうな先生もいません。高卒就職っていうとイメージ悪い
し・・・。
将来、何か仕事にはつきたいです。でも、どうしたらよいかわかりません。どうした
らよいでしょうか？

相談者のステータス
（高２女子） 母子家庭。中学生までは就学援助を受給世帯。普通科在籍。
模試偏差値５０あたり。一般入試で国公立は厳しめ。

相談イメージ
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若年者へのキャリアコンサルティングがなぜ必要か？

１．若者の早期離職問題

– 七五三問題（現在は７４３）にはじまる高い３年以内離職率。

– 情報共有不足によるミスマッチ

– 若者の職業意識の希薄さ

２．生涯学習としてのキャリア発達をサポート

– キャリアに関する教育・学習は生涯学習型

– シームレスなSchool to Workの実現

– 若年者の発達課題等に応じ、各学校段階、学校と企業、学校と
学校外のキャリア形成支援をコーディネートする役割がとりわ
け重要である。

若年者向けキャリア・コンサルティング研究会報告書（平成２１年３月中央職業能力開発協会）より

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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キャリアコンサルタントへのニーズの増加と高卒就職

１．学校へのキャリアカウンセラーの配置

–いじめや悩みに寄り添う「スクールカウンセラー」に続き、学校におけるキャリア発
達を教員とともに促す専門職として「キャリアアドバイザー」や「キャリアカウンセ
ラー」を高校に配置する事例の増加。

–国家資格としてのキャリアコンサルタントが、最も説明責任を果たす専門職として筆
頭に挙げられ、募集・採用が進んでいる。

–配置される学校は、「高卒就職」も多い進路多様校になることが多い。
Ex) 大阪府、名古屋市キャリアアドバイザー制度他

２．生活困窮家庭の子どもへの学習支援におけるキャリアカウンセリング
–生活困窮者自立支援法・子どもの貧困対策法の実施が進み、全国各地で無料塾などの取り組み
が広がる。

–学力を高める支援だけでは、十分に貧困からの脱出をサポートできないという理解が深まり、
キャリア発達を支援する機能を追加する例が増えている。

–そもそも生活困窮家庭の子どもは、フリーター・ニートの高リスク層。キャリアコンサルタン
トが本来やるべき優先度が高いにも関わらず、これまでの知識や経験では対応できない。

⇒キャリコンは大卒の学歴が多く、高卒就職の実情を知らず、適切なカウンセリ
ングができない例が増加。

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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進学・就職 ３択クイズ（第１問）

１．高卒新卒と大学新卒、どちらが今、社会のニーズ
が高いか？（求人倍率）

Ａ）大学生

Ｂ）高校生

Ｃ）同じぐらい

大卒求人倍率 １．５３倍＜ 高卒求人倍率 ２．４３倍

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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進学・就職 ３択クイズ（第２問）

２．高卒と大卒、どちらを選ぶと生涯にわたり収入が高
いか？

Ａ）大卒

Ｂ）高卒

Ｃ）どちらとも言えない（やり方次第）
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過熱する高卒へのニーズと増えない就職希望者

求人は増えても就職希望者は増えていないため、求人倍率は高まり、大卒の求人倍率（１．８８倍）を超えています。
（コロナ禍前データ）

◎コロナ禍後は？ 大卒（２２年３月卒業予定、リクルートワークス研２１年１～３月調査）１．５０倍

高卒（２２年３月卒業予定、厚生労働省２０年１０月調査） ２．４３倍

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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高卒就職と大学進学率の歴史的変化
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大学進学率・高卒就職率と高校卒業者数の推移

（文部科学省 学校基本調査）

祖父母世代 保護者世代 子ども世代

大学等進学

55%
専門学校等

22%

就職

18%

その他…

2017年度卒業者数 進路別の割合

ざっくりいえば、
高校卒業生約１００万人
のうち、

５８万人が大学等、
２３万人が専門学校等、
１８万人が就職する。

高度成長時代 バブル崩壊・低成長時代

大学等進学率
55％

就職率 18％

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職

祖父母世代、保護者世代、子ども世代と高卒就職の見方が異なる理由に
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ディスカッション 高卒就職と大学進学に関する問い

１．なんで高卒より大卒のほうを選んでしまうのか？

（ ）

２．大学のほうが、本当に能力や生産性の高い人を育てているといえるのか？
いえるとしたらその理由は？

（ ）

３．進学に、はっきりとした目標をもたず、「とりあえず」や「なんとなく」で進
路を決めて進学した時、現状で想定されるリスクは？

（ ）

４．もし高校卒業後、働きながら現場で仕事をするなかで技術を身につけ、社会で
キャリアアップしていく道があったとしたら、どういう進路選択が合理的とい
えるか？

（ ）

５．そもそも高校卒業後、すぐに大学に入学する意味はなにか？もし、学びたいこ
とが生まれたときに、社会人入学や通信教育などで、身につけられるルートが
一般的になったら、どういう進路選択がありうるか？

（ ）

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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大学進学はバラ色か？
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「大学進学」に偏る進路指導が問題である５つの理由

１．大学学費の高騰と奨学金破産、高い中退率。

２．「大学に行けば生涯賃金が高くなる」という常識の崩壊

３．七五三はもう古い！「高卒は早期退職する」の常識にも隠れた事実

４．子どもの貧困問題と、大学進学は、それに対しての解決策なのか？

５．そもそも大学進学しすぎ！「オーバークオリフィケーション」問題

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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学費が上がって奨学金頼りの大学進学

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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奨学金破産の問題が社会問題化

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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「大学進学」は、家庭と本人に重い負担

㈱日本政策金融公庫
「教育費負担の実態調査結果」（ 令和2 年度）

428 万円 630 万円 737 万円

国公立 私立文系 私立理系
在学費用（学費・教科書代・通学費） 入学費用

「大学進学」の本当のコストは少なく見積もって

学費等＋４年間の賃金
≒500万＋2０0万☓4年=約1300万円以上

822万円
717万円

499万円

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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「大学中退」の実際（大学の実力2019 中央公論新社より）

大学中退率平均（調査の回答があった大学中）
全平均７％ 私立 ８％（男子９．７％、女子６．１％）

参考）T大学 ２０％超え。M経済大１３．６％。

中退すると「高卒」キャリアのまま。入学金・授業料分だけ
マイナス。「給付型奨学金」も返還をもとめられる恐れ。

中退理由）大学の実力2019より
① 進路変更（就職・専門学校） ② 経済的理由

通学できず心が限界､深刻化する大学生の孤立
今年に入って休学や退学を考えた人が3割
https://toyokeizai.net/articles/-/393680

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職

大学の実力2019 P19より

「自分の居場所わからない…… 私は本当に大学生？」
東京都内の私大に入った1年生の山本光さん（20歳、仮名）は今、不安でたまら
ないという。語学系の学部に、“所属”はしているが……。
「自分の居場所がわかんないです。入学式は中止でした。新入生オリエンテーシ
ョンと健康診断のときに学校へ行っただけです。授業は全部オンラインですし、
後期の今もオンライン。授業を受けても、ただ動画を見るだけですね。本当に自
分は大学生なのか、と。何者なのでしょうか？ 帰属意識がないと言えばいいの
でしょうか？ せっかく上京してきたのに、不安定な状態です」
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大学に進学する理由は？（１０００人アンケート）

データは「大学生白書2018（溝上慎一著、2018/8/20）」より。グラフは著者作成
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「大学に行けば生涯賃金が高くなる」という常識の裏

ユースフル労働統計 2017より以下のようなグラフが掲載さ
れており、生涯賃金は「大卒のほうが８０００万近く高い」
という論拠に使われるが・・・

注1：学校卒業しただち
に就職、60 歳で（転職
せずに）退職するまで
フルタイムの正社員を
続け退職金を得て、そ
の後は平均引退年齢ま
でフルタイムの非正社
員を続ける場合。

３年以内離職率
（H２7年度３月）

中卒 ６４．１％

高卒 ３９．３％

短大等卒４１．５％

大卒 ３１．８％

しかも、
「男性の生涯賃金」

注にこんな
記載が！

転職が普通の時代、しかも終身雇用が崩壊し
た現代にこの考え方は通用するのか？

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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企業規模別の「生涯賃金」は、高卒・大卒の差は縮小

同じ「ユースフル労働統計 2017」にこんなグラフもついている。

・確かに、大企業で就職す
るなら、高卒より大卒のほ
うが、たくさんもらえる。

・しかし、大学から大企業
に入るルートは競争が激し
いく、国立大学・有名私大
が必須。

・大企業に入るなら、高卒
で入ったほうが入りやすく、
大企業の高卒の生涯賃金は、
中小の大卒より高い。

・中小企業では高卒・大卒
の差があまりない。（実力
主義）

ここから得
られる視点

そもそも大卒・高卒の生涯賃金を目安に、進路指導をすることは意味あるのか？

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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「大学進学」後の就職は大企業に入れるか？

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職

従って大学進学後も、多
くの大学生の就職先は中
小企業。

大企業

0.3

中小企業 99.7

企業数
大企業

31.2

中小企業 68.8

従業員数

日本の企業の９９．７％
は中小企業

従業員の約７割は
中小企業で働く。
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七五三は古い！「高卒は早期退職する」のデータにも隠れた事実

年次 １年目 ２年目 ３年目 合計
中卒 36.5 14.7 8.5 59.8
高卒 17.2 12.3 10.0 39.5

短大等 17.7 13.3 12.0 43.0
大卒 11.6 11.4 9.9 32.8

・もはや七五三でなく六四三。年々、そ
の差は縮小傾向。

・専門学校・短大卒より早期離職率は低
い。

・大卒と比べ、１年目の離職率が高い。
（約６人に１人）その後はそれほど変わ
らない。

平成２９年３月入職者データ 厚生労働省

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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１年目 ２年目 ３年目
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中卒 64.1 62.4 59.8

高卒 39.3 39.2 39.5

短大等 41.5 42.0 43.0

大卒 31.8 32.0 32.8
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離職しやすいのは中小企業に起因

厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」

・大卒も、中小企業での離職率は５０％ある。
・大企業の３年以内離職率はあまり変わらない。
・高卒の就職先は中小企業が多いため、合計で離
職率は高くでる。

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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13.9％■ 子ども（17歳以下）の貧困率

2015年国民生活基礎調査（厚生労働省）
※日本の子どもの7人に1人は貧困状態である

日本の「貧困問題」

25

『『相対的貧困率』とは？
・・ＯＥＣＤ作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯

の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）
の中央値

の半分に満たない世帯員の割合を算出したもの（24
年度は等価可処分所得が122万円以下の世帯員の割合）

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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「児童虐待」の増加

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第14次報告）、平成29年度の児童相談所での児童虐待
相談対応件数及び平成29年度「居住実態が把握できない児童」に関する調査結果

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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貧困の連鎖からの脱出（社会的自立）までのリスク

就職後、３年継続（安定）して、自立した状態

高校

高校入
学

大学・短大・専
修

学校・等へ進学

大学・短大・専修
学校

その他学校

3年以内
離職率
約４割

高校中退

・進路未決定
・ニート
・非正規労働

中学生

中退

・進路未決定
・ニート
・非正規労働

3年以内
離職率
約３割

高い学費
（奨学金問題）

3年以内
離職率
約６割

3年以内
離職率
約４割

大
卒

就
職

「中退」、「卒業後、進路未決定、非正規労働」、「３年以内離職」が、自立を阻む３大
リスク。大卒ルートは、期間も長く費用もかかるため「高リスク」のルートという視点も。

学びと
社会の間
にある溝

・進路未決定
・ニート
・非正規労働

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職

短
大

等
卒

就
職

高
卒

就
職

中
卒

就
職
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国立教育政策研究所 OECD国際成人力調査（PIAAC）「調査結果の要約」

そもそも大学進学しすぎ！「オーバークオリフィケーション」問題

28

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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そもそも、なにが「幸福感」をもたらすのか？

・所得との関係では、所得が増加するにつれて主観的幸福度が増加するが、ある程度で頭打
ちになる。
・健康、人間関係に次ぐ要因として、所得、学歴よりも「自己決定」が強い影響を与える。

0.015

0.091

0.13

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

学歴 世帯年収額 自己決定指標

神戸大学の2万人調査より

・全国の20歳以上70歳未満の男
女を対象に、アンケート調査。
配信数９３万件に対し、３万件
の回答があり、その中、有効な
２万件を分析。

・オックスフォード式の心理的
幸福感を測る質問を用い、所得、
学歴、自己決定、健康、人間関
係の５つについて幸福感と相関
するかについて調べた。

大事なことは、学歴や年収よりも「自己決定」

①若年者へのキャリアコンサルティングと高卒就職
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企業が大卒新卒に求める能力とは？

日本経済団体連合会 2018年11月22日「2018年度 新卒採用に関するアンケート調査」

上位の項目に、大学でないと身につけられないものはないのに、なぜ大卒以上にするのか？
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もし仮に、就職しても、
大卒と同じようにキャリアアップ
や条件面で同じ仕事に、高卒就職
がなったらどうなりますか？
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高卒就職に新しい動き
高卒を「早活」へ
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見直される「高卒人材」の価値と可能性

「高卒採用は宝の山」成長企業は高校新卒者を積極
採用していた！森部好樹 著（発行元：日経BP社 発行日：

2017/09/04）

伸び盛りの数々のベンチャー企業の顧問として活躍する著者が高校
新卒社員の働きぶりを調べたところ、めきめき成長し離職率も低く、
大卒社員と変わらず活躍する社員が目立ちました。成長企業には高
卒社員を積極採用しているところが多く、業務のほとんどを高卒社
員が支えている企業、実力次第で学歴に関係なく同様の業務を担当
させている企業、若いうちから就業させることで風土になじませた
いと考える企業など様々。学歴構成だけでなく、業種や人事戦略に
より、高卒社員の活躍する姿は多彩であることがわかったのです。

高卒シフトなら逆転も一考｜2017年12月11日 労働新聞

今年から新たな人事制度を導入した岐阜商工信用組合では、大学新卒者を優遇しな
い仕組みを採用した。高卒については入社時の格付けを１つ低くするが、４年目には
自動昇格させ、営業職に限っては基本給を大卒新人の１号上位に引き上げる。一律に
１年１号昇給する体系を採り入れたため、同級生が大卒で入社してくる翌５年目には、
基本給で２号俸上回ることになる。こうした学歴間の逆転を想定する仕組みは珍しい。
４年間の動務経験をより高く評価するもので、実質的に高卒へ２年分のリードを約束
する。

加えて基本給に単純号棒表を採り入れ、学歴・職種別の賃金上昇モデルを示すこと
も可能にした。学生の大企業志向は根強く、生涯賃金で劣る中堅・中小企業には初め
からハンディキャップがあるといわざるを得ない。地元の高卒人材の探用に力点を置
くのであれば、経験重視の措置はむしろ筋の通った話に思える。
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新しいタイプの高卒の採用が拡がっています

静岡銀行、２８年ぶり高卒採用復活 学業との
両立支援（2020/12/16 静岡新聞）

静岡銀行は来年４月、２８年ぶりに高卒者を新
規採用する。銀行のビジネスモデルが変革を求
められる中、多様な人材を獲得する狙い。銀行
で働きながら大学に通う費用を支援し、地域の
将来を担う人材として育成する。

大和ハウス工業、（2020/12/21 朝日新聞）
新卒の工業高校の生徒を採用し、専門学校で学
ばせるなどして建築現場の監督者に育成する取
り組みを始めた。これまで大学や専門学校など
の卒業生を採用していたが、人材を多様化して
社内の活性化につなげるねらい。経済的な理由
で就職をめざす生徒も支援する。3年目から施工
管理職として働き、その後は大卒社員らと同じ
扱いになる。今年度から「1期生」が働き始めた
が、配属先からは「モチベーションが高く、ガ
ッツがある」などと評価する声が多いという。

ホワイトカラー 高卒採用広がる～ワコール20
年ぶりに再開（2020/3/3 日本経済新聞）

19年に２人の高卒社員が入社したワコールは 「大卒
と比べ成長の度合いが大きい」（人事担当）との評価
から、20年春は販売職の正社員60人のうち15％に当た
る９人を高卒にした。給与は入社５年目で大卒新入社
員より高くなる（標準評価ペース）ように設定して高
卒社員のやる気を引き出したい考えだ。

スタバが24年末に2000店舗体制へ 高卒の社
員登用、高校生のバイト採用も開始
（2021/6/21 ＷＷＤ JAPAN、
https://www.wwdjapan.com/articles/1
225789）
出店拡大に合わせて、社員のキャリア制度も改める。
全国での転勤を前提にして本社でのキャリアアップを
目指す社員と、地域での店長職など転勤を伴わない社
員にキャリア制度が分かれているが、これを統合する。
給与体系での差もなくす。リモートワークを活用する
ことで、一部の本社業務を地域に移す。22年春からは
高校生のアルバイト採用を認め、高校卒業見込み者の
社員登用を一部で始める。
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毎日新聞２０２０年４月６日

高卒を「早活」に置き換える動き

古屋星斗 氏
（一社）スクールトゥワーク 代表理事
リクルートワークス研究所 研究員

×高卒
×非・大卒

◎早活人材

早く就活
をした

早く企業社会で
活躍している。

ネガティブ
なイメージ
の言葉

大卒より４年早く社会に
出て経験を積み、成長で
きることはメリット！
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高卒就職→早活人材

18歳

高卒

22歳

大卒

これまでの見方

比較

これからの見方

18歳

高卒

18歳

大卒

比較

4年間
仕事・
生活

4年間
大学・
生活

発想の
転換

ゴールデン
エイジ

19～22歳

２３歳の時に何を身につけているのか。
大卒と気後れなく協働できる。
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民法改正で２０２２年４月１日に１８歳は「成人」に

年 現・高１～２ 現・高３ 現１８～１９歳

２０２２月４月１
日

１７ 高３
１８の誕生日が
きたとき成人

１８◎
いきなり
成人に

１９◎
いきなり
成人に

成人＝就職や進学の選択に保護者の同意を取る必要がなくなる。
→決定に対して「本人」が責任を負う。

私たちは「成人」とし
てふさわしい意思決定
をするのだろうか？
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18歳意識調査「第20回–社会や国に対する意識調査-」要約版
日本財団2019年11月30日

他の国比べて、日本の１８歳は未成熟

29.1%

49.1%

65.3%

78.1%

79.4%

82.2%

82.6%

84.1%

89.9%

0.00% 50.00%100.00%

日本

韓国

ベトナム

アメリカ

インドネシア

イギリス

ドイツ

インド

中国

自分を大人だと思う

60.1%

82.2%

91.1%

92.4%

92.4%

93.7%

95.8%

96.0%

97.0%

0.0%50.0%100.0%150.0%

日本

韓国

イギリス

ベトナム

ドイツ

アメリカ

インド

中国

インドネシア

将来の夢をもっている
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18歳意識調査「第20回–社会や国に対する意識調査-」要約版
日本財団2019年11月30日

日本の１８歳は社会参画意識も低い

44.8%

74.6%

83.4%

84.8%

88.0%

88.6%

89.8%

92.0%

96.5%

0.0% 50.0% 100.0% 150.0%

日本

韓国

ドイツ

ベトナム

インドネシア

アメリカ

イギリス

インド

中国

自分は責任ある社会の一員だと思

う

18.3%

39.6%

45.9%

47.6%

50.7%

65.6%

65.7%

68.2%

83.4%

0.0% 50.0% 100.0%

日本

韓国

ドイツ

ベトナム

イギリス

中国

アメリカ

インドネシア

インド

自分で国や社会を変えられると思

う
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高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタ
ントの役割
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高卒就職をバージョンアップするためにキャリコンに必要な視点

①高校における
キャリア教育の
充実と支援

仕事を主体的に選
択するための動機
づけと体験を提供
する。

②高卒マッチン
グの改善・支援

情報不足をうめる
ための自分で動く
ためのサポート

③高卒社員へ
の社員研修の

充実

早期離職を防ぎ、
高卒向けの社員
研修を提供する。

技術のみならず、意欲や
視野、考える力などをも
った次世代高卒社員

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割

School to Workのつなぎ目の橋をかける役割
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高校生の就職ルート

ネット

学校 ハローワーク

①学校斡旋

②自己開拓・縁故

ハローワークをとおして発行され
た求人票を高校内で閲覧し、学校
の指導の下、調査書や学校長名で
の推薦状を添えて高校生が採用試
験を受ける方法。
高卒採用のほとんどを占める。

高校生本人が求人を見つけ、学校
の指導外で就職活動を行う方法。
ネットや学校にきていない求人を
ハローワークに自分でいって探す
方法も。

42

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割

自己開拓

学校斡旋

縁故

バイト先

自己開拓が
普通

大学生
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◆大学ではなくなった「高校側と企業
側で毎年結ばれる協定により規定。法
律で縛られているわけではない。

◆原則1社のみの応募（専願)で採用試
験を受ける

◆内定した場合は、必ずその会社へ行
くことを前提に学校斡旋を利用

◆不合格通知が届いてから初めて
2社目の受験を考え始める

◆企業側が採用対象とする学校を限定するため
求人情報を知らせる学校を指定して発行した
求人票を「指定校求人」と呼ぶ

◆採用対象とする学校を限定せず、すべての高校を
採用対象とする求人票を「公開求人」と呼ぶ

◆「指定校求人」は、指定した学校から
高校生を必ず推薦してもらえるものではない

◆「指定校求人」は、指定した学校に対し求人票を
郵送・持参しなければ学校に情報が届かない

◆「公開求人」は、ハローワークが運営する
WEBサイトに求人情報が掲載される

▶複数応募

可能となる時期は都道府県ごとに異なる
現時点では、積極的には利用しない学校が多い

理由：複数企業の採用試験を同時に受ける準備を
高校生ができない

『一人一社制』 『指定校求人』

大卒採用には存在しない！高卒採用独自のルール

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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高校生の就職活動の特徴

◆生徒が受験企業の希望票を提出後、
学校斡旋する企業（＝高校生が受験する

企業）を校内で先生が決める事

◆評定や欠席日数等をもとに1位～最下位ま
で斡旋順位が決まっており、斡旋順位の高
い生徒から好きな企業を受験できる

▶斡旋順位に加味されるものの例

一般常識テスト、課外活動、遅刻日数など

『校内選考』

◆大卒や中途採用の
採用活動ではWEBサ
イトの利用 が主流
だが、高校生は就職
活動でWEBサイトを
あまり利用しない

◆紙の求人票を1枚1
枚見て仕事を選ぶ就
職活動が現在も主流

◆紙の求人票を学校
に郵送・持参するこ
とが重要

紙の求人票が未だに主流

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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高校生の求人情報との接し方

高校に郵送や持参で
届いた求人票をもと

に教員が作成

企業リスト
ファイリングされた
求人票（表裏）を

個別に見る

絞る

志望順を決めるた
めの企業比較や志
望動機作成、面接

対策に使用

比較/企業研究

求人票一覧 個別求人票 パンフレット
HP類

受験先を決めるため
志望順位の高い企業
へ実際に見学に行く。

決める

応募前

職場見学

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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求人票
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高卒就職における課題

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割

１．学校教育活動におけるキャリア教育の不足

–「とりあえず」「なんとなく」「しかたなく」で進路を選ぶ。

–志望動機がかけない。主体的な進路選択ができない。

２．一人一社制等の就職協定の弊害

–学校推薦の基準と企業の求める人材とのズレ

–短い時間のなかで会社を選択する。

–自己開拓の就職活動を時に阻害する。

３．情報不足

–求人票やリストだけで選ぶため、選択基準が、「会社の知名度」、「給与」、「距
離」などで選ばざるをえない。

–教員の勧められるまま就職しミスマッチ。早期離職の原因に。

４．偏差値による進路指導の偏り

–進学校になればなるほど、そもそも就職の選択肢すら与えられない。



48

半数の高校生がその1社しかしらずに就職し、
それはその後の人生に影響

リクルートワークス研究所
レポート２０２１
高校生の就職とキャリア

「こうした１社だけを見定めて就職している
状況は、その後のキャリアにも影響を及ぼし
ているようだ。すなわち「１社だけ」で就職
すると、その後のキャリアにおいて、自信・
好奇心が湧き上がってこない、自分で自らの
キャリアを構築できているという実感が弱い
ことなどが示されている。」（Ｐ１１）
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入りたい会社をきちんと比べて就職すると、
就職後の満足度や離職率が改善

リクルートワークス研究所 ワークスレポート２０２１
高校生の就職とキャリア

「情報量が十分な状態になるほど、最
初の会社の評価が改善され、半年、あ
るいは３年以内といった早期離職を防
ぐことができることがわかる。」

「「調査からは１社以下」と「２、３
社」の間に差があることが明らかにな
っている。大学生のように１０数社み
る必要はない。まさに、「行きたい企
業と同じ業種の別の企業」「つきたい
職種とは別の職種で募集している地元
企業」「就きたい職種と同じ職種で募
集している別の企業」といった、２、
３社を比べることや選んだ実感がもた
らす効果は想像以上におおきくな
る。」（Ｐ１２）
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就職を選ぶ高校生の理由は？

リクルートワークス研究所の見解
今回明らかになった３つの就職理
由からは、早急に取り組むべき３
つの施策が浮かび上がる。

・「自立・成長」を期待して就職
した若者へのふさわしい成長機会
の提供、
・経済的困難を抱える生徒に対す
る支援、学業を回避してまず働き
たいと思った若者が後々、
・もう一度学び直したいと思った
際のサポート。

リクルートワークス研究所2020
「高校卒就職当事者に関する定量調査N=4,068 

そもそも就職を選ぶ高校生も、自立や成長のために
就職を選んでいる。

高校卒業後に就職を選んだ最も大きな理由
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読売新聞２０２０年２月１１日

今年２月に厚生労働省・文部科学省で報告書を発表

今後、地域でベターな仕組みを考えよう、という内容

大阪府は、いち早く見直しを発表し
たが、中止（延期？）へ
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一人一社制を廃止したら
どうなると思いますか？
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高卒就職をバージョンアップするためにキャリコンに必要な視点

①高校における
キャリア教育の
充実と支援

仕事を主体的に選
択するための動機
づけと体験を提供
する。

②高卒マッチン
グの改善・支援

情報不足をうめる
ための自分で動く
ためのサポート

③高卒社員へ
の社員研修の

充実

早期離職を防ぎ、
高卒向けの社員
研修を提供する。

技術のみならず、意欲や
視野、考える力などをも
った次世代高卒社員

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割

School to Workのつなぎ目の橋をかける役割
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高校等におけるキャリアコンサルタントの役割

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割

１．進路指導のサポートとして、生徒への面談を行う

–生徒が、自分の未来について「話し」をする「相手」としての機能。

–生徒が話をしたことを、第三者として考えをまとめて返してあげるだけ
でも、自己理解がすすむ。

–教員にはない視点での情報提供。

–自分の興味や関心だけにとらわれない、幅広い視点からの探究への促し。

–どう仕事や社会に出ることへの関心や動機づけを促すか。

２．学校内のキャリア教育プログラムの企画・実施のサポート

–学内の高校生全体に提供するキャリア教育プログラムが重要。

–高校生までの子どもたちは、変化する柔軟性大。得意や苦手は、ひとつ
の成功体験によって変わる。

–学校内での社会人との出会いを生み出す「キャリア講座」や社会体験を
生み出す「インターンシップ（仕事体験）」を企画・実施が効果的。

–「キャリア教育コーディネート」という機能。資格取得も視野に。

３．教員らへのキャリア教育の研修・支援役

–企業や社会で求められる力を、実体験から教員らに伝え、励ましていく
存在へ。

高校生全体へ
のプログラム

個別支援
カウンセリング

キャリア教育への
意識・環境づくり
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インターンシップとは？

インターンシップ

≠ボランティア≠アルバイト

インターンシップとは、３～５日間、企業や
職業の現場で仕事の体験をする教育目的のプ
ログラム。

中学校の職場体験より、より高度な作業やプ
ロジェクト型の課題に挑戦する場合が多い。

インターンの経験を、大学受験時に志望動機
や自己ＰＲなどに活かし、合格を勝ち取る高
校生も多くなってきました。

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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広域公募型インターンシップ マイチャレ（夏）

愛知県内の高校全体に配布し、インターンシップ希望者を広く募集する。
＜２０２１年度参加高・実績＞ 全７０名
＜公立＞
刈谷北、半田東、宮崎北、工芸、豊田北、城北つばさ、衣台、豊田工科、中央、春日井西、一宮、山田、豊野、東郷、
星瑳国際、豊田東
＜私立＞
名古屋、名古屋大谷、同朋、名古屋工業、南山女子、聖霊

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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高校生の「インターンシップ」を中心としたキャリア教育の普及
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インターンシップの参加者・校数の伸び

学校参加（人） マイチャレ（人） 導入校数（校）

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

私立導入校数（校） 0 2 7 9 10 12 15 16 17

私立学校参加（人） 0 76 309 366 484 545 1045 1216 1539

公立学校参加（校） 13 16 17 18

公立学校参加（人） 650 780 1160 1527

マイチャレ参加校数
（校）

35 24 40 23 30 30 31 34 24

マイチャレ（人） 72 71 74 69 80 76 65 105 73

＜私立１８校＞
愛知黎明、安城学園、黄
柳野、桜丘、市邨、誠信、
豊川、豊橋中央、杜若、
同朋、南山女子、聖霊、
淑徳、高蔵、椙山、城西、
東海学園、誉

＜公立１８校＞
守山、西春、東浦、武豊、
五条、碧南、知立東、内
海、熱田、横須賀、足助、
加茂丘、豊野、三好、御
津、蒲郡東、愛知総合工
科、豊田工業

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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分野特化型インターンシップやキャリア教育

２月5日（土）オンライン探究フェア→３月・春休みインターンシップ

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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インターンシップのなかで生まれた物語

「私はすでに就職が決まりました。介護士になります。そう
決めたのは１年生のインターンシップのときです。デイサー
ビス笑笑にインターンシップにいったときに私は初めて介護
士の方のしごとをみました。介護士は３Ｋといわれるほど世
間からの評判が悪い仕事です。私も将来の選択肢のなかに介
護士という職業をいれていませんでした。

しかし、実際に介護士の方たちの仕事をしている姿をみて、
気持ちを改めました。介護士の方たちは心から楽しそうにや
りがいを持って働いていました。おじいちゃんやおばあちゃ
んと笑いながら作品をつくったり、体操をしたり、ご飯を食
べたりしていました。

その姿をみて、自分が持っていた偏見がはずかしくなりまし
た。きっと１年生のときにインターンシップでデイサービス
に行っていなかったら私は介護士の仕事に偏見を持ち続け、
自分を恥じることもなかったと思います。

インターンシップを体験することで、自分の将来のことを考
えるきっかけをもらい、やりたい職業を見つけることができ
たのだと思います。」

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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３日間のインターンシップ例（内航船の会社）

インターン
タイトル

船の世界と出会うインターン！

インターン
紹介文

世界中から集まってきた様々な物を、最大1800トンも船に積み込み、日本
全国に血液の様に運び届ける仕事です。日本最多の取扱貨物量を誇る名古屋
港で、「海運」の仕事を知り、港の果たす役割や、船の上で働く船乗りの仕
事を知って下さい。

使用技術
◆主機関・補機（ディーゼルエンジン）、発電機
◆オートパイロット（自動運転）、GPSプロッター等の航海計器、無線
◆IT

日時 8/19～21（3日間）9：00 ～ 16：00  （休憩60分）

集合場所 同上 集合時間 9：00

実施日程

1日目

【午前】事務所にてオリエンテーション、自己紹介や参加目的
の確認、目標設定
【午後】名古屋港にて船・名古屋港の見学、説明等。船や物流
についての知識を付ける。1日の振り返り（日報の記入）

2日目
【午前】船内見学、乗組員とコミュニケーション
【午後】「船員」という仕事の魅力を考える。1日の振り返り
（日報の記入）

3日目
【午前】会社案内を作りたい！「船員」の仕事の魅力を皆にど
う伝えるか、考える。
【午後】同上。一日の振り返り（日報の記入）

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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ガ
ラ
ス
窓

進路決定に重要な「探索的体験」とは？

自己 社会探索的体験

高校生・若者が進路を決められないのは社会を知らないから。
知らないものは選べない！自信がない（効力感が不足）と選
択しようとしない。

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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「進学」を活かすための方法を教える

・大学・専門学校には目標と計画をもって行こう！

– 大学や専門学校に行かないと着けない仕事はある。

– 大学研究者、医者、教員

– 主な大企業の総合職

– 国家資格をとらないと着けない仕事（美容師・調理師等）

・進学するときに大事なのは「目標」と「覚悟」。

– 「なんとなく進学」、「とりあえず進学」がリスク要素だが、目標と覚悟をもって行けば、
開く道がある。

– ４年間なり２年間で何を得るのか？を明確にする。

– 自分のお金と時間の投資をしている意識をもつ。

・「大学進学」を活かせる人とは？

– 主体的に動ける人になる。（大学に依存しない）

– 経済的に無理がない。経済的に厳しければ成績優秀であることは必須。

– そもそもレポートを書いたり、調べたり、発表したりする学習が好きである（嫌いではな
い）。

・高校卒業後、すぐに「大学進学」でなくてよい。

– 通信制で働きながら学ぶ大学や、働いてお金をためて、学びたいことができたら大学にいく、
という人生も（国際的にはこちらが標準）。

②高卒就職の仕組みと、高校等におけるキャリアコンサルタントの役割
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高卒就職をバージョンアップするためにキャリコンに必要な視点

①高校における
キャリア教育の
充実と支援

仕事を主体的に選
択するための動機
づけと体験を提供
する。

②高卒マッチン
グの改善・支援

情報不足をうめる
ための自分で動く
ためのサポート

③高卒社員へ
の社員研修の

充実

早期離職を防ぎ、
高卒向けの社員
研修を提供する。

技術のみならず、意欲や
視野、考える力などをも
った次世代高卒社員

School to Workのつなぎ目の橋をかける役割

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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中小への教育力の向上が鍵を握る

新卒3年以内離職率の高卒－大卒格差に潜む、本当の社会課題 古屋星斗
https://www.works-i.com/column/works03/detail047.html?fbclid=IwAR18orEfG-
7H6KNXS3Sj_U1IF9Xe4xcWMpxVBvkOqM8NDcz5ecOZgi3P-w4

リクルートワークス研究所,「全国就業実態パネル調査2018」

OJTで新しい知識や技術を習得する機会
は全くなかった」就業者の割合
（29歳以下の就業者）

「OFF-JTの機会がなかった」就業者の
割合（29歳以下の就業者）

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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大学生に比べて、研修効果の高い高卒就職者

出典：リクルートワークス研究所 古屋星斗氏資料より

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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５０時間以上のOff-JTは離職率を減らす効果

出典：リクルートワークス研究所 古屋星斗氏資料より

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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Off-JT研修は、その後の社員の自律的成長度にも差

出典：リクルートワークス研究所 古屋星斗氏資料より

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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社会性

技術・スキル

人間性

プロキャリア研修の提供

社会や企業で活躍するための基礎
の育成を、独自のプログラムで提
供

・意欲の源泉となる動機を生み出すチ
カラ
・コミュニケーションの基礎
・段取りｽｷﾙ(PDCA、柔軟性、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)

4年後の自立
10年後の中核人材

特徴① 学び
（ヒューマンスキル）

高卒に特化した、キャリアデザイ
ンとメンタル面での支え、マイン
ド設定

・自分と会社、未来をつなぐ目標設定
・入社歴、年齢に合わせた悩みや

ジレンマの解消

特徴③ ガイド
（キャリアデザイン）

切磋琢磨しあえる同世代の仲間の
存在、社会との繋がりを感じる

・社外同期作り
・支えあい、助け合う仲間
・社会人としての心得

特徴② 仲間
（同世代とライバル）

各企業での
専門技術習

得

心技体が一体となって、プロジェク
トや組織を率いて、事業/目的を達成
に導くことのできるリーダー人材

（技）枝・葉 ＝ スキル・技能・専門性
（体）幹 ＝ 社会性
（心）根 ＝ 人間性

プロフェッショナル人材

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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高卒者向け、集合研修「プロキャリア研修」

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり

・一般的な座学中心の研修や、一律に知識を身につける研修とは異なり、受講生の個性
を大切にしながら、主体的に自己や他者、組織に働きかけができるようになるための実
践中心のアクティブなプログラム。
・登壇する講師は、若者のキャリアなどに携わる専門家で構成し、研修中や休憩中の何
気ない様子まで状態を確認しながら、声がけや見守りを行なっています。
・企業様へ定期的に訪問し研修実施状況の報告も行なっています。
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参加者・実施企業の感想

参加者の声 企業様の声

・相手の話を聞く、質問を通し
て引き出すなどコミュニケーシ
ョンを学べる。仕事で活用した
い。
・目標設定を学び、毎週小さな
ことでも目標を決めて、達成し
て行きたい。
・誠実に働けば頼りにされる人
材になれるとわかった。
・報連相の具体的な方法など、
仕事ですぐに使えるスキルをわ
かりやすく教えてもらえるので、
役に立つ。
・キャリアカウンセリングで心
配なことや不安なことを話せる
の。楽しみにしていた。

・研修中も専門家が見守ってくれ
ているのはとても安心感がある。
・他社同期の仲間と、楽しく参加
し成長が得られている様子がうか
がえる。

研修翌日は明るい。
・写真やレポートの報告がもらえ、
親御さんへの報告にも活用してい
る。
・研修後に面談をすると学んだき
た内容をしっかり話すことが出来
る様になってい

て、成長実感がある。
・キャリアカウンセリング後から、
社内での何気ない会話が増えた。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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４年間のキャリアをイメージする

年 成長イメージ 仕事をやめるリスク 対策 自分の成長イメージ

1年目
会社に「飛び込む」。必
死でもがき続け、慣れて
いく。

ちょっとやってみたところで、
「自分には合わない」と思っ
てしまうミスマッチリスク。
思った仕事と違うと、判断し
てしまう。

・一度入ったのはなにかの縁。縁
の先にあるものを探す。
・やり続けることで、みえてくる
面白さがある、と信じる。
・他の会社で働いている同期の友
人と励まし合う。

2年目
会社の１年の流れがわか
り、仕事も一通りわかり、
「慣れる」。

「マンネリ化」して退屈な仕
事に思えてくる。「青い鳥シ
ンドローム」にかかる。
同級生の大学生が、遊んでい
て楽しそうにみえてくる。

・「青い鳥は身近にいる」ことを
知る。
・いろんな人に相談する。
・社外のつながりをつくる。
・大学生達は、年間１００万の学
費を払って遊んでると考える。

3年目

仕事の面白さがわかって
きて、仕事に向き合える
ようになり、仕事を「楽
しむ」。

会社で怒られたり、失敗した
りして、仕事がいやになる。
社内の人間関係がいやになる。
「隣の芝は青く見える」

・スランプに陥ったときが、飛躍
の前触れ。そこで練習し続けると、
飛躍する。
・様々なボランティア活動に参加
して、視野を広げる。

4年目

仕事でも頼られ、当てに
されるレベルに。これか
らの人生でどうしていく
かの、「夢・志をたて
る」。

３年つとめろ、と言われてた
ので、そこまでは我慢したの
でやめたくなる。
より頼られるようになって、
それが重荷に感じられるよう
になる。

・これからの１０年の目標をたて
る。
・いままで身につけたものの棚卸
しをする。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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「高卒就職」を「早活キャリア」にする４つのポイント

① しっかりしらべて就職先を選択する。

– なんとなく、しかたなく選んではいけない。

– 魅力的な会社は、知らないだけでたくさんある。

– 選ぶなかで価値観と選択の理由がしっかりつくれるように。

② どんな仕事についても、４年は絶対に辞めないこと。

– 履歴書に意味ある「キャリア」が書ける！

– 仕事をやりぬく姿勢（ＧＲＩＴ）が身につく。示せる。

③ 仕事をする中に、学びと成長を意識する。

– どんな仕事にも、どの仕事にも生かせる普遍的な学びがある。それを学び尽くせ。

– チャレンジをすることで、仕事は面白くなる。成長する。

– 国家資格の取得で、大卒以上のメリットをゲット。

④ 仕事以外の人のつながりを作り、視野を広くもつ。

– 会社の中だけだと視野は狭くなりがち。ボランティア活動やセミナーや遊びに参
加して、社外の人のつながりをもとう。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討
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高卒就職、私の体験

小学校9歳頃 兄の進路選択を居間で聞く。「大学に行って何を学ぶの？」「・・・・・・・・（無言
の兄）。」（大学ってめちゃくちゃ優秀な人しか行けないんだ・・・）うちは裕福でもないし、私
も就職だな。

中学3年生 担任の先生より「普通科高校に行って、大学進学をしたら？●●高校なら推薦で行け
るよ」

先生の誘いを断って、商業高校へ

高校時代 商業高校（特に簿記）に馴染めず、バイト漬けの生活（餃子の王将3年間）

働くのは楽しいし就職だ！→バイトのし過ぎで成績が悪く入れる会社がない・・・

就職1年目 収入を得て、自由に行動できる、社員旅行は海外！HAPPY！なはずなのに・・・

学生の友人から平日に「遊びに行こう！」と誘われる。もやもや・・・

会社では・・・

転職後 「やっぱり高卒はダメだよね・・・」

「高卒は自頭が悪い・・・」

「高卒なのにすごいね！
（これって褒め言葉？）」

就職10年目 私は高卒だしな・・・

大卒の人には敵わない・・・（出世も諦めるか・・・）

本人・保護者、教員、専門家など、
若者をサポートする立場の人と、
受け入れる企業・団体、双方に考
え方の変革が必要。

学歴差別をする
社会が悪い！？
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Aさん
34歳

Bさん
25歳

Cさん
19歳

Dさん
23歳

Eさん
22歳

Fさん
24歳

Gさん
38歳

高校 商業高校 高専4年時中退 普通科高校
（国内留学）

商業高校 商業高校 商業高校 商業高校

好きだった
こと

比較的勉強するの
は好き、やれば結果
が出る

ソクラテス マザーテレサ そろばん 勉強するのは好き、結
果が全て

高校進学
の理由な
ど

就職希望、家庭の
事情で公立高校の
み

超進学校を勧められる
も、自動車製造に興味

同じ種類の人が多い東
京から出たい、田舎が
好き

ブライダルプランナーになりたい。
専門学校ではなくホテルでプラ
ンナーになる為に商業高校へ

そろばんで全国で名前が知れ
るようになりたい。
進学校の勧めを断り、親の反
対を押し切り進学。
黙って推薦届けに印鑑を。

勉強は苦手、高校卒
業後は就職したい。

勉強疲れ、22歳まで勉
強なんていや。ソフトボ
ールが続けられ、就職
もできる高校へ

高校選択
に影響し
た人

自分で決めた 自分で決めた テレビの特集を見て自分
で決めた

母：ホテルに就職でき、いろい
ろなことができる商業科
父：商業出身、証券会社。パ
ソコンは大事

そろばんの先生 母・父に相談して商業
高校が面白そうと思った。

兄・商業→証券会社
父・何が起こるかわから
ない時代、手に職を

就職先 税理士事務所 板金会社
運送会社

IT ホテル 税理士事務所 着物、和小物 卸 工業用品輸出関連会
社

困ったこと 大卒は外に出る仕
事、歯がゆい
会計課出身なのに
総務配属、、、希望
と違う

板金：多忙、資格をたく
さん取得したらやっかみ
が。。。
生意気だと言われる。

課題が終わらない8月ま
で続いた。何をしている
かわからなく・・・

英語力が必要。大学生は留
学できたり勉強する時間が多く
て羨ましい

高卒総合職に進む人が少な
い。4年で総合職になれない。

会社の経営が悪化、、、
自社ビルがどんどん減る。
不安が募る

同期不在
ビジネス基礎を学ぶ機
会がない、学歴コンプレ
ックス

助けにな
ったこと

同期の存在、愚痴を
言い合えた

板金：67歳先輩
運送：理解を得られ権
限獲得

他部署の高卒社員、同
部署の高卒社員、自分

母に相談。職場環境に恵まれ
ていた。

高卒・大卒区別ない職場環
境。先輩が知らないところでフ
ォロー。4年で総合職に！！と
自分でも言い続け、努力し続
けた。

上司がよく話を聞いてく
れた。フレックスタイム制
で自由な働き方。

18歳年上の先輩

よかったこ
と

大学生が幼稚に見
えた、給料もあるし
年休もある。

１社目：アジャスター資
格を取得、社外から信
頼を得た
２社目では人事として経
営に近い部分にいる。
自分で勉強もして、努
力してよかっった。

出向先でありがとうや、
助かったよと言われるよう
になった

長く働いたら評価される。高卒
なのにすごいね！と逆に驚かれ
た。
250万円の車を買いました

春から総合職で働けることにな
った。努力し続けてよかった。

稼いだお金で、旅行や
遊びに行けた。もうすぐ
結婚するが、それができ
るのも働いていたから、
お金に余裕はある。

早い段階から社会の仕
組みを知れた、経験を
つめた。
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若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討
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冒頭の進路相談に対して、どう面談しますか？

＜ロールプレイ＞

③ 若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討

私は、今、進路について悩んでいます。将来の夢や興味のあることがなく、どんな大
学や学部に進学すればいいのかわかりません。このコロナで、オンラインの大学の説
明をきいたのですが、なにかこれだというもののなく・・・。
うちは母子家庭で、「大学に行っても頑張るから大丈夫」と言っているのですが、正
直、いままでの暮らしも大変で、パートを増やして働いているのを間近にみていて、
もっと負担をかけるかと思うと・・・。親を楽してあげたいという気持ちもあり。
でも就職といっても、もっとイメージわきません。学校は進学する子がほとんどで、
就職のことを相談できそうな先生もいません。高卒就職っていうとイメージ悪い
し・・・。
将来、何か仕事にはつきたいです。自分でも情けないと思いますが、どうしたらよい
かわかりません。どうしたらよいでしょうか？

相談者のステータス
（高２女子） 母子家庭。中学生までは就学援助を受給世帯。普通科在籍。
模試偏差値５０あたりをうろつく。一般入試で国公立は厳しめ。
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キャリア面談ロールプレイ

＜ワーク２＞ ＜ワーク１＞で想定した生徒役になり、ペアをか
えて面談を２セット行います。

１セット ５分☓２＋感想シェア５分

＜感想のシェア＞

・相談をしてみてどんな気持ちになったか？

・相談された時に困ったことは何か？５分

④ 若年者とのキャリア面談についての実習
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高校生・若者が進路にむきあう時間を大切にすること

1．時間をしっかり決めて、話す機会を提供する。

2．この時間は、あなたのための時間である。何を言っても恥ずかしくない
し、受け止め、いっしょに考えてあげる存在であることを伝える。周り
の大人が、信じてくれないこともOK。（信頼関係・ラポールの形成）

3．大人は正解をもっていない。あなたの進路は、いろいろ考えて探して、
あなたで決めることが大事であり、それが自分の選択に対して、自分の
努力する力を引き出し、それが幸せにつながることも伝える。

4．自分の将来や未来、そして進路に関して、今の自分の頭にある考え、
「もやもや」を話してもらう。ぼそぼそ、とつとつと話すことを、しっ
かりと「待つ」。傾聴・リアクションを多くし、話すことに対してポジ
ティブにリアクション。

5．話していることをメモし、構造化してまとめて、「あなたが考えて、話
してくれたことをまとめると、こんな感じかな？」とフィードバックす
る。

6．進路希望が明確な場合でも、どうしてそういう希望になったかの経緯や
理由をたずねる。また、その他の選択をどうみているか、などを話すこ
とを促し、進路選択に関する選択肢を広げる。

例）「漫画家になりたい」と「医者になりたい」で対応が異なるケース。自然にでてしまう。

進路にむきあう時間をしっかり用意するだけでも、子どもたちは変わり始める。

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討
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面談による高校生・若者の進路探索がより促進する基本遷移モデル

初期状態
・自信ない
・もやもや

若者・高校生
の変容遷移図

進路探索行動①
・調べる
・整理する
・比較する
・自分の価値観
に気付く。
・探索すること
が少し面白くな
りワクワク

面談1回目
・進路ついてに自分
の考えを話す。
・自己探索の重要性
を伝える。
・ラポールの形成
・自己探索の仕方を
教えて課題出し。
・ワークシート

面談2回目
・探索の結果を聞く。
・そのなかで気付い
た自分を話す。
・その選択肢のなか
でもっと具体的にし
りたいこと、感じた
いこと、わからない
ことはなにかを聴く。
・ネクストステップ
の検討。

進路探索行動②
・インターンや見
学など、ちょっと
チャレンジがあり、
体験的なもの。
・それを通して何
を得るかを明確に
して体験。

面談3回～複数回
・体験の結果を聞く。
・そのなかで気付いた
自分を話す。
・その体験のなかで変
わったこと、確信をえ
たことなどをその結果
で、次の進路について
決める材料になったこ
とをきく。
・選択肢のなかで決定
できるか？

進路への到達行動
・自分が決めた進
路について、到達
できるべく準備。
・履歴書の記入、
志望動機を整理、
面接準備、学習な
ど。

決定後の準備
・自分が決め
た進路につい
てふりかえり、
目標が達成す
るための行動
とは何かを考
えて行動する。

進路到達行動支援
の面談1回
・面接練習
・志望動機のブラ
ッシュアップ。
・不安に対する対
処方法。
・学校や選択先と
の事前のコーディ
ネート。

進路決定後の支援1回
・進路をきめた今、ど
う感じているか？この
体験をどう次につなぐ
か？
・何を準備したらより
スムーズに次を豊かに
できるか？を考える。
・この先の数年をみて、
何が起こりそうかを伝
える。

ステージ1 探索行動の育成と選択肢をつくる。

決定できない場合
必要に応じて支援

進
路
決
定
（
合
格
・
内
定
）

ステージ2 選択肢からひとつの選択に到達する。

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討
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面談で使うワークシート例

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討
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若年者のキャリア面談での注意すべき点

１．進路選択に関しての相談は「キャリア相談」だけにとどまらない。

– 蓋をあければすべてが出てくる。

– キャリアコンサルタントの主領域は、キャリア発達を促す部分ではあるが、若年者の相談は、生活のなか
の様々な悩み、家族との関係などと「進路」が密接に絡んでいるため、領域外でもしっかりと「相談相手
になる」幅広い視点や知識が必要になる。

– いじめや虐待、発達障害、愛着障害、トラウマ等

– 必要に応じてリファー（つなぐ）視点をもつ。

２．カウンセリングにおける基本を押さえるとともに、カウンセリング能力の向上が必要。

– 面談の主導権は「相談する人」の側にあり、自由に振る舞える場面であることを伝達する。

– 「相談する人」と「キャリアコンサルタント」が力を合わせて取り組んで行くと、ともに「解決」する道
が見つかることを伝達する。

– 「相談する人」を元気づけて自由に振る舞えるように「激励」すること。

– キャリアコンサルタントは、カウンセリングについて、認定心理士・臨床心理士ほどのカウンセリングの
トレーニングはしていないが、カウンセリング能力の向上が求められる。

３．「質の高い進路決定」を支援する、というゴールと期限を意識して、時として大胆さが必要。

– 「いつまでに決める」というゴールを双方が意識して、そのための進路探索行動を促す。探索で得た気付
きをもとに、意思決定を促すサイクルを回す。慌てさせてはいけないが、回数の制限を意識して決定しや
すい状況をつくりだすことに注力。

– 時として、高校生・若者の希望外のリコメンデーションが必要なときもでてくるが、そのときは後の検証
を行う前提で、大胆に踏み込むことも必要。

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討
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ロジャース「来談者中心療法の技術」等のカウンセリング技術の習得

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討

技術 言葉の具体例 留意点

受容 「なるほど」「そう」「そうですか」 「うん」
「はい」

・面接の初期では特に受容が中心になる
・非審判的，許容的雰囲気を作れるようにする
・信頼感が生まれるようにする

繰 り
返し

相手の述べている言葉、内容をその
まま繰り返して返す。

・相手の話を続けさせることをねらいとする
・自問自答を促進させることをねらいとする

沈黙 「もう話すことがなくなりましたか」
「早く帰りたい気持ちですか」

・沈黙していても次のような場合は新しい話題を出さないで待つ。
何をどう言っていいか考えている沈黙
言っていいかどうか迷っている沈黙
自分のこころを追いかけている沈黙
話が一段落してほっとしている沈黙

要約 「今のあなたの話はこう考えていい で
しょうか」
「要するに、あなたの話はこういうこと
なんでしょうか」

・断定的な言い方をしない（疑問文で要約する）
・誘導や解釈を含まないようにする
・問題の核心に触れてくると多く用いられる

明確
化

「本当に寂しい感じがしたんですね」
「いたたまれない気持ちだったんでし
ょうか」

・相手がまだ言葉に出していないが，うすうす本人が気づいていると思われる感情や
表出した感 情を言語化して相手に返す
・相手の感情に視点をおく
・断定した言い方をしない

質問 「それで気にかかっていることは」
「もう少し詳しく話してくれませんか」

・初回面接の際には質問が多くなるが一問一答式にならないように。
・オープンクエスチョンをする
・話の腰を折らない
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こんな生徒に対して、どう対応しますか？

高校２年生Ｂくん

父親から将来は介護の仕事に就
くと良いと言われている。

とても良い仕事で、これから活
躍できると言われた。

自分としても将来やりたいこと
もないので、父親の言うように

介護士になるために、介護施設
に就職できれば良いと思ってい
る。

介護の仕事の内容はよく知らな
いが、お年寄りと話すことはで
きそう。

高校３年生Ｃさん

進学をしたいと考えているが、
母子家庭で母との関係性が良
くなく、暴言や暴力もあるの
で、県外の大学に行き家を出
たい。

就職も考えていないわけでは
ないが・・・

勉強することは好きなので、
大学に進学して勉強を続けた
い気持ちもある。進学できる
のは私立大学文系、学費と下
宿費は奨学金を借り、不足分
はアルバイトをする予定。

高校２年生Ａさん。

授業態度もまじめで、提出物も
きちんと出す。成績も上位。

みているでは、とてもいい生徒。
大学だろうが、就職だろうが推
薦もできる。

でも「自信がもてないこと」が
課題。だから、積極的に関わろ
うとしない。また、とりたてて
特徴というものがない。本人は、
人とのコミュニケーションが苦
手という。

家庭状況は、大学にはいけない
こともない経済状況だが、弟が
二人いると言っていた。そこも
少し気になっている様子。

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討
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グループディスカッション

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討

３つのケースに対して、どう対応するかのそれぞれの考え方と、
その理由をシェアし、ディスカッションしてください。

それぞれのケースごとに、グループとしてどう対応するかを決め
てコンセンサスをつくってみてください。
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まとめ

③若年者へのキャリアコンサルティングのケース検討

１．「高卒就職」に関する理解を深めることの重要性

–それぞれの生徒との相談にむきあったときに、キャリコン側
の「高卒就職」に対するイメージによって、見立てが変わる。

–とりわけ、古い「高卒就職」のイメージをもっていると、可
能性を狭くする恐れも。

２．リコメンデーション機能の重要性

–高校生以下の若年層は、情報の探索範囲も視野も狭いため、
目を広げるために、「こんな選択肢もあるよ」というリコメ
ンデーション機能が鍵。

–その場合、「リコメンデーション」にキャリコン側の考えが
反映されるため、絶え間ない情報の獲得とアップデートを必
要とする。
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若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラム
づくり
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高卒就職をバージョンアップするためにキャリコンに必要な視点

①高校における
キャリア教育の
充実と支援

仕事を主体的に選
択するための動機
づけと体験を提供
する。

②高卒マッチン
グの改善・支援

情報不足をうめる
ための自分で動く
ためのサポート

③高卒社員へ
の社員研修の

充実

早期離職を防ぎ、
高卒向けの社員
研修を提供する。

技術のみならず、意欲や
視野、考える力などをも
った次世代高卒社員

School to Workのつなぎ目の橋をかける役割

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり



89

高校等におけるキャリアコンサルタントの役割（再掲）

１．進路指導のサポートとして、生徒への面談を行う

–生徒が、自分の未来について「話し」をする「相手」としての機能。

–生徒が話をしたことを、第三者として考えをまとめて返してあげるだけ
でも、自己理解がすすむ。

–教員にはない視点での情報提供。

–自分の興味や関心だけにとらわれない、幅広い視点からの探究への促し。

–どう仕事や社会に出ることへの関心や動機づけを促すか。

２．学校内のキャリア教育プログラムの企画・実施のサポート

–学内の高校生全体に提供するキャリア教育プログラムが重要。

–高校生までの子どもたちは、変化する柔軟性大。得意や苦手は、ひとつ
の成功体験によって変わる。

–学校内での社会人との出会いを生み出す「キャリア講座」や社会体験を
生み出す「インターンシップ（仕事体験）」を企画・実施が効果的。

–「キャリア教育コーディネート」という機能。資格取得も視野に。

３．教員らへのキャリア教育の研修・支援役

–企業や社会で求められる力を、実体験から教員らに伝え、励ましていく
存在へ。

高校生全体への
プログラム

個別支援
カウンセリング

キャリア教育への
意識・環境づくり

⑤ 若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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高校等におけるキャリア教育の全体像

⑤ 若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり

「自分を社会に生かし、自立
を目指すキャリア教育」－高
等学校におけるキャリア教育
推進のために－（高等学校教
員向けキャリア教育推進用パ
ンフレット）
https://www.nier.go.jp/shi
do/centerhp/21%20kouko
u.career/koukou.panfu.ht
m
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キャリア教育の推進を求める近年の教育改革

⑤ 若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり

「自分を社会に生か
し、自立を目指すキ
ャリア教育」－高等
学校におけるキャリ
ア教育推進のために
－（高等学校教員向
けキャリア教育推進
用パンフレット）
https://www.nier.
go.jp/shido/center
hp/21%20koukou.
career/koukou.pan
fu.htm
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高校生以下の若年層は、社会経験が不足しているため、彼らが語る興味や関心、やり
たいことに縛られてはいけない。

例）
Q)洋服やアクセサリーのデザインをする。

やりたくない ／ やりたい

Q)大学や研究所で、科学の研究をする
やりたくない ／ やりたい

Q)いろんな人と話すことが好き。
あてはまる ／ あてはまらない

Q)未知のことにチャレンジすることが好き。
あてはまる ／ あてはまらない

高校生は変化しやすい

これらの質問への
答えは、ひとつの
出会いや体験で
ガラリとかわる

圧倒的に出会いや体験が不足している「高校生」は、変化の可能性大。
したがって、様々な出会いや体験要素を学内の教育に埋め込むことが有効な手に。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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認定キャリア教育コーディネーター

学校
社会
・企業
・市役所・県庁
・福祉などの事業所
・NPO 等々

・「学校」と「社会」をつなぎ、キャリア教育を充実させていくための専門家、
「キャリア教育コーディーネーター」の認定資格制度もあります。

・指導要領などに準拠し、学校現場に即したキャリア教育プログラムを指導、実
施する専門的知識の習得と実習を行います。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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ワーク）ある高校のスクールキャリアコンサルタントになって

自分の地元の都道府県から、高校へキャリアカウンセラーを派遣する事業がは
じまりました。自治体からあなたに、地元の２校の高校に半々ずつ専門家とし
てのキャリアコンサルタントとして、進路の悩みにこたえる仕事を依頼され、
あなたは４月から、キャリアコンサルタントとして学校に出向くことになりま
す。
それぞれの学校に週２日ずつ、計４日間（８時間９☓４週）＝月１６日間、１年
間の契約。時間給と交通費が支払われます。（夏休み期間は除く）

あなたが行く学校は、高校普通科で学力レベルは中以下。就職の生徒も半分ぐ
らいいるところと、１～２割のところと１校ずつ。

ひとつの学校に事前に打ち合わせにいったところ、校長や教頭からは、「今回、
はじめての事業で、こちらもどうつかっていいかわからない。きてもらいなが
らおいおい考えていきましょう」という感じ。
「生徒の様子は？」という問いに対しては、「最近のうちの生徒は、おとなし
くて、問題行動は特にないのですが、積極的になにかをやるという生徒は少な
い。部活をがんばっているところもありますが２～３割ぐらい。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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ワーク）ある高校のスクールキャリアコンサルタントになって

１つの高校でどう行動するかの仮説を考えてみましょう。

グループでそれぞれの仮説をシェアして、どう行動したらよいかを話し合ってみましょう。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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１．自己効力感（SELF-EFFICACY)

２．計画された偶然性理論と偶然をつかめる力
（プランドハプンスタンスセオリー＆レディネス）

３．物語（ナラティブアプローチ）

これからのキャリア教育の３つの肝とは？

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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自信がない≒自己効力感（Self Efficacy）が低い

大切なことだけど、
「自分には難しそうだ」と思ったら
人は行動しない。
自分がどんなに価値あるものと認めていても，

他者がどんなに期待しても，

自分が「できそうだな」と思えなければ，

人はなかなか行動しないし，それを避けてしまう。

→自己効力感が低い。
アルバート・バンデューラ博士

自己効力感の高い者は，進路選択行動（就職
活動や勉強）により取り組む。

浦上昌則氏（南山大学人文学部助教授）

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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進路選択のなかで自己効力感が大切な理由

Ａ君は卒業後の進路に悩んでいます。

どんな進路を選んだらよいでしょうか？

①大手機器メーカーに就職
②ベンチャー企業に就職
③大学院に残って研究者をめざす
④金融関連の会社に就職
⑤教師
⑥NPOで働く

Ａ君は機械イジリが大好き。

数学も得意です。

小学校の自由研究でつくったロ
ボットモデルづくりがとても楽
しかったことを記憶しています。

できれば好きなことに没頭でき
る仕事がしたいと感じています。

人に役にたっている実感のもて
る仕事もいいな、と感じていま
す。

Ａ君は「これらの選択肢
ならがんばればやれそうだ」と
思える。

自己分析

進路の選択肢の探索

Ａ君は「どの選択肢
もやれそうだ」と思えない。

自己効力感自己効力感
の喪失

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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「自己効力感」の源

• 達成体験
•最も重要な要因で、自分自身が何かを達成したり、成功したりした経験

• 代理経験
•自分以外の他人が何かを達成したり成功したりすることを観察すること）

• 言語的説得
•自分に能力があることを言語的に説明されること、言語的な励まし

• 生理的情緒的高揚
•酒などの薬物やその他の要因で気分が高揚すること

より効果
が高い

生徒自身が、何かを達成す
る体験が必要！

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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中学時代に不登校を経験した生徒が変わる！

中学校時代に不登校を経験したことがあるNさんのインターンシップ物語。
「コミュニケーションが苦手だから、それを克服したい」という、
理由でインターンシップに応募。インターンシップの事前学習で
急に怖くなって、
「やっぱり、私には出来ないと思うから行きたくない」。

しかし先生が「頑張れ」と後押しをして、何とかインターンシップに参加。

インターンシップ期間中、観光案内所は繁忙期。観光客が多数来る中で、最初はご案内も出
来ず、悔しい想いをしていました。
しかし、他のスタッフの方の動き方を真似してみたり、アドバイスをいただいたりしていく
中で、1人で観光客の方に説明が出来るようになっていきました。

そんなインターンシップを終えて彼女が事後学習時に他の参加生徒・先生に伝えた言葉は
「私って意外と出来るんだ」。

その経験を４００人の全校生徒の前で語る。彼女が後輩に伝えた言葉は
「インターンで自分の世界は変わります。」
それを見ていたお母さんは「話すことが得意ではなくて、人前で話す事はとてもできなかっ
たのに・・・400人の前で話せるなんて。」と感動。」

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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Ｎさんの日報

＜Ｎさんのインターンシップでの感想変化＞
インターンシップ先：犬山市観光案内所
日程：８月８日、９日（２日間）

【 １日目の日報】 今日、インターンシップをやり、私は少しだけ、人と接することがなれたと思い
ます。人見知りで消極的な自分が観光客に教えれたなんて思いもしませんでした。

↓
【２日目の日報】 二日目のインターンシップで私は人見知りが少し直ったような気がします。知ら
ない人に挨拶ができなかった私が、しっかり頭をさげて「いらっしゃいませ」「ありがとうございま
した」といえたのは自分の中の変化だと思います。

↓
【事後学習での感想】 私が２日間のインターンシップで気づいたことは、「自分は意外と人と接す
ることができる」ということです。正直、自分が人に道を教えたり、電話対応出来るなんて思ってい
ませんでした。はじめのうちは声が小さく大変だったけど、やっていくうちになれてきたと思います。
今後、学校生活のなかで活かしたいことは、積極的になること」と「人にわかりやすいように説明す
ること」です。人にわかりやすく説明するというのは、発表などをするときに、「どのように言えば
分かってくれるか。」などのことです。
最後に、二日間、正直、やり通せるなんて思ってもいませんでした。たくさんのことを学び、失敗し
たこともあったけど、とてもいい２日間だったと思います。また機会があったらやってみたいです。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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幸運を引き寄せる習慣

「計画された偶然性」理論

いろんなことにチャレ
ンジしている。
（好奇心・挑戦心）
・友達や先輩、先生か
ら誘われたら、めんど
くさくても、あまり興
味がなくても行く。
（柔軟性）
・自分が納得するまで、
我慢強く続ける。なん
とかできそうと考える
（持続性・楽観性）

出会いは、向こうから自然にやってくるように、その人が引き寄せている！
そして、出会いから、人は仕事と出会い、仕事を決める。偶然キャリア（偶キャリ）

（Planned happenstance theory by スタンフォード大学・ジョン・D・クランボルツ教授）

あのとき、
あの人の偶然の
出会いがあって、
やりたいことを
見つけられた。
僕はとてもラッ
キー。

二人を分ける習慣とは？

毎日、何も面白い
ことないし、いい
話もこない。やり
たいことも見つけ
られない。
何やってもうまく
いかないし、僕は
はとても不幸。

＝レディネス
（幸運を引き寄せる準備）

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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キャリア教育で育てるべきポイントは

夢や目標よりも、
偶然をつかむ力
＝レディネス

一歩の行動力（スモール
ステップ）と模索し続け
ること

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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キャリア教育における「物語」とは？

104

・か弱かった主人公が、ある日突然、

何か事件に出会い・巻き込まれ、あ

るときの決断から、試練を乗り越え成
長していく過程。

・最初から主体的でやる気があ
るわけじゃない。

・「起承転結」、浮き沈みのある時系
列の一連の事象（物語・エピソード）。

多種多様な人との出会いのなかで、
未来に向かって自ら主体的に変わる物語

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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学びと物語の関係とナラティブ・アプローチ

Learning is a process by which each one of us creates meaningful stories 
about our world with a aim of making these stories even more 
accurate so that we can act even more effectively.

学習とは、私たちひとりひとりが自分たちの世界についての意義ある物語をつく
りあげる過程なのだ。そして、それらの物語のなかで、私たちがより効果的
に行動できように、私たちはこの社会を正しく知ろうとするのである。

“Learn or Die:Using Science to Build a Leading-Edge Learning 
Organization” by Hess, Edward D.

生徒の日常的な学習体験の中から、物語の鍵となる「宝」や「気づき」がみつかるように、
学校や教師はそれらを意図的、計画的、組織的にカリキュラムや授業に散りばめる必要が
ある。しかし、単に布置しておくだけでは学ぶ側がその価値に気づかず素通りしてしまう
可能性が高い。この学びにどのような価値があるのか、ということを伝える姿勢が教える
側には求められる。さらにはその価値に生徒が自ら気づいていけるように、学びを振り返
る過程を丁寧に行うことによって、その学習体験は生徒のキャリア物語に必要な構成要素
となっていくだろう（キャリア教育概説２０２０、P65）

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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高校生向け「早活キャリア」を伝えるキャリア教育情報誌「＠１８」

高校に無償配布を
しています。

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり
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⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり

高校生向け「早活キャリア」を伝えるキャリア教育情報誌「＠１８」
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若者・高校生にキャリア面談を提供しています。
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未来にあるべき姿から、今の選択を考える
～過去と現状を未来にコピペすることからの脱却～

ＳＤＧｓ 目標8 すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的
な完全雇用およびディーセント・ワーク（健全な仕事（豊かさ・成長・働きがい））を推進
する
8.5
2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性および女性の、完全かつ生産的な雇用お
よびディーセント・ワーク、ならびに同一労働同一賃金を達成する。
8.6
2030年までに、就労、就学、職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。

ディーセントワーク ＝労働の人間化
＜変化＞ 労働の内容に手応えがあること。
＜学習＞ 仕事から学ぶことがあること。
＜自立性＞ 自分で判断する余地があること。
＜他人との協力関係＞ 人間的なつながりがあること。
＜社会的意義＞ 仕事に社会的意義があること。自分の労働と社会
をつなげて考えられること。
＜成長＞ 社会とってプラスになること。善き社会につながる。

キャリアコンサルタントは未来志向で現状をよりよい方向に導く責務がある。
なぜなら、この仕事が生まれた存在が「社会正義」の心からはじまったものだから。

子どもたちの進路選択のパラダイムは未だ昭和のまま。支援側も、その過去を未来にコピー
するかのように対話していないか？

⑤若年者の職業能力とキャリア意識を向上させるプログラムづくり



111

習得度評価


