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家庭総合におけるキャリア教育

―「生涯の生活設計」の効果的な指導法の研究―

千葉県立○○高等学校 ○○ ○○（家庭科）

１ はじめに

共通教科「家庭」の内容に新しく「生涯の生活設計」が加わった。この内容は，近年注目され

ているキャリア教育と深く関連している。家庭科で，ライフコースのほかに経済生活，子育て，

社会保障などを総合的に考えさせるとともに，将来の仕事・職業に対する意識を持たせ，目標に

向かって進路選択が出来るように指導していくことは，大変意義のあることと考える。

そもそもキャリア教育という文言は，１９９９年の中央教育審議会の答申の中で「主体的に進

路を選択する能力・態度を育てる教育」として提言されており，各教科の枠を超えた取り組みが

必要である。しかし，小学校・中学校での取り組みに比べて，高等学校では上級学校への進学指

導に重きを置いている場合が多く，十分な成果のないまま表面的な指導にとどめているのが現状

である。

本校でも，学校全体としては進学指導に焦点があり，目的意識の希薄なまま進路を決めてしま

う生徒が非常に多い。その結果，上級学校でリタイアしたり，フリーターやニートになる卒業生

を数多く見ている。リーマンショック以降，超氷河期時代といわれる就職難が続く中，東日本大

震災の影響により，就職状況の冷え込みは明らかである。ますます，高校でのキァリア教育の重

要性が増している。

そうした状況の中，本校においては 1・２年生全員が学ぶ家庭総合でのキャリア教育への取り

組みは，生徒にとって大変効果的なものになると確信できる。

生活に密着した家庭総合の各単元の学習内容・ねらいを踏まえながら，「将来の家庭生活と職業

生活の在り方」について考えさせ，「自己のライフスタイルと生活設計」を描かせ，生徒自身が主

体的に取り組む授業を実践していきたい。

２ 研究計画

（１）本校の生徒の状況

（２）本校生徒の意識調査

ア アンケート調査とその結果

イ 考察

（３）指導計画

ア 「生涯の生活設計」の評価基準

イ 「生涯の生活設計」の指導計画

（４）指導内容の実践

（５）考察

ア 学習後の意識調査

イ 考察と今後の課題
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３ 研究内容

（１）本校生徒の状況

本校は，昭和５８年開校で今年創立３１年目を迎えた，普通科２３クラスの高校である。「明

るく，正しく，逞しく」の校訓のもと，元気で明るい生徒が多く，前向きに高校生活を楽しむ

姿がみられる。部活動加入率は約７０％であり，活気のある校風である。

周囲は緑に囲まれており，校章も周辺に古くから繁茂している「山武杉」をイメージしたも

のである。隣接する昭和の森には，季節ごとに咲く花々やサイクリングコース，展望台，アス

レチックの遊具，野球場，テニス場など様々な

施設があり，休日は大勢の人々が訪れている。

平成２２年度の卒業生は，大学に５０％，短

大に１５％，専門学校に３０％，就職・公務員

に５％の割合で進んでいる。

今回の研究対象は，２３年度入学生である。

入学直後に実施した進路希望調査の結果では，

上級学校への進学意識の高いことがわかる。

（２）本校生徒の意識調査

ア アンケート調査とその結果 １年生 １００名（在籍２８６名）

Q４.「はい（わかっている）」と答えた人で，将来の自分

の仕事について，不安や疑問に思うことを答えてください。

（半数以上の生徒から回答あり。特に回答の多かったもの 抜粋）

・就職難なので，希望の職業に就職できるのか不安。

・実際に仕事に就いたら，向いていないかもしれないと考

えてしまう。

・どうしたら，その仕事に就けるかわからない。

・本当に，やりたい仕事がみつからない。

・正社員になれないのではないか。

・厳しい時代なのでリストラされてしまうかも。

・どちらが良いか，迷っていて決められない。
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イ 考察

・高校入学の時に，将来の仕事について決めていない生徒が約８割程度である。（グラフ①）

・これからの自分の進路を考えるために，高校で知りたい内容のトップは，「大学・短大・専

門学校について」である。（グラフ②）

・自分の適職についてのイメージは，ある程度わかっている生徒が多い。（グラフ③）

・近年の就職氷河期の報道もあり，将来に不安を感じている生徒が多い。（Q４）

「将来は未定」で，特に「将来の職業」に対しては不安を抱えている生徒が多いものの，目先

の上級学校に関心があり，「将来の職業」についての意識は二の次になっている傾向が伺える。

（３）指導計画

小学校・中学校でのキャリア教育の成果として，職場体験などによる一般的な職業観は形成

されている生徒が多い。しかし，その一方で個々の進路実現に向けての準備・心構えはまだ不

十分な傾向にある。そうしたことを踏まえて，より具体的な生活設計が立てられるような情報

を生徒に与え，自分で考えながら学習していけるカリキュラムを計画していく。主な内容とし

ては，働く意義，フリーターとニートの実態，職場の差別，ワーク・ライフ・バランスなど生

徒の興味・関心を引き出す工夫を考えながら実践する。

さらに，キャリアプランニングの視点を含めた有効な生活設計の指導に重点をおき，生活を

支える様々な仕事，家庭生活と職業，ライフスタイルと家庭生活などの学習を通して，総合的

に自分の一生を見つめさせる。

ア 「生涯の生活設計」の評価基準 ＊新学習指導要領に対応した評価基準を作成

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・自分に向いている仕事・

向いていない仕事につい

ての考えをまとめ，周囲の

人と意見交換している。

・生涯の生活設計を具体化

する情報を収集・整理する

ことができる。

・雇用の現状や家事労働の

実態を知り，今後の課題や

改善策について考えよう

としている。

・雇用の現状や家事労働に

対する課題とその改善策

をまとめることが出来る。

・近年の雇用状況・職場や

家庭の問題について理解

している。

・生活設計を具体化するこ

とによって，自己のライフ

スタイル，家族構成，職業，

生活資金などの視点に注

目しようとしている。

・生活設計を考え，まとめ

ている。

・ライフスタイルと家庭経

済，家族構成とライフサイ

クル，職業と家庭生活のバ

ランスなどの知識を身に

つけ理解している。
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イ 「生涯の生活設計」の計画

学習内容 配時 学習活動（○）と指導上の留意点（●） 評価規準・方法

自分を

みつめる

２ ○適職チェックを行う。また，資料を見ながら仕事

の種類を知る。

●自分の適性について考えさせ，将来について考え

るきっかけを作る。 指導実践 ア

○自分の長所・短所について客観的に考える。

●将来を考えるためには，自分自身を理解すること

が大切であることを理解させる。 指導実践 イ

・適職について考え，

仕事について調べたこ

とをまとめている。（プ

リント）

・生涯の生活設計を具

体化する情報を収集・

整理している。（プリン

ト）

「働く」

ことにつ

いて考え

る

３ ○フリーターと正社員の違いについて知る。

●現状について理解することで，身近な問題として

意識させる。

○ビデオを活用し，職場の中での差別の実態につい

て知る。

●具体的事例により，様々な問題点を理解させ，今

後の改善策について考えさせる。 指導実践 ウ

○資料をみながら，さまざまな仕事について調べて

プリントにまとめる。

●種類の多さに気づかせるとともに，自分に向いて

いる仕事について考えさせる。

・雇用の状況に関心を

持ち，今後の課題や改

善策についてまとめて

いる。（プリント）

・職場の問題について

考え，自分の考えをま

とめている。（プリン

ト）

家庭生活

と仕事の

バランス

２ ○ビデオを活用し，「ワーク・ライフ・バランス」に

ついて知る。

●メリット・デメリットについて理解させ，今後の

課題ついて考えさせる。 指導実践 エ

○家事労働と職業労働のそれぞれの特徴について理

解する。

●意義や特徴を理解し，問題点について考えさせる。

・「ワーク・ライフ・バ

ランス」について理解

している。（ペーパーテ

スト）

・家事労働の問題につ

いて理解している。（ペ

ーパーテスト）

ライフス

タイルと

家庭経済

１ ○シール教材とプリントを使用して，ライフスタイ

ルと家計管理について学ぶ。

●家計管理の模擬体験を通して，その難しさや問題

点について考えさせる。 指導実践 オ

・ライフスタイルと家

計管理について理解し

ている。（シール教材）

生活設計

をたてる

２ ○ワークノートにより，生活設計のプランを計画す

る。

●実際に計画することで問題点に気づかせ，今後の

生活設計につながるようにする。 指導実践 カ

・生活設計を具体化す

ることによって，自己

のライフスタイルなど

様々な視点に注目し，

理解している。（ワーク

ノート）
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（４）指導内容の実践

ア 「適職チェック」「仕事の種類について知る」

「高校生活スタート号」「学問の探究」と記入プリントにより，生徒自身に考えさせる。

［プリント内容の抜粋］

●「高校生活スタート号」

・適職チェックをしてみよう

診断結果はＡ～Ｈの中の何でしたか？ （ ）

・気になる仕事を見つけよう。

上の結果も参考にして，この中で気になる仕事をいくつか選んで下さい。

それぞれを選んだ理由は？

・学問系統カタログを読んで気になる学問系統を記入してください。

それぞれを選んだ理由は？

・「大学ってこんなところ」を読んでみてください。

大学・短大・専門学校の中で，今進路として考えているところはどこですか？

・別冊「文理選択ブック」を読んでみましょう。これから，自分の文理選択を考える中で参考になることがありましたか。

ポイントを書き出してみてみましょう。

●「学問の探究」

この冊子は大学・短大・専門学校でどんな学問（分野）があるのかについて，詳しく説明してあります。じっくりと

読んでみてください。その中で自分の興味のある分野はありましたか。記入してください。（１つ以上）

［授業後の感想の抜粋］

・想像していた数よりたくさんの仕事があると知り，自分の選択の範囲が広がった。

・知らない仕事が多くて驚いた。自分に向いている仕事を探すのは大変だと思った。

・「適職チェック」をやったら自分の予想外の結果だったが，参考にして考えたい。

・仕事の事は考えたことがなかったが，すでに決めている友人もいるので考えようと思う。

・入学したばかりなので将来のことは何も考えていなかったが，文系・理系選択が不安だ。

・大学と専門学校の違いがわかった。自分はやはり大学に行きたいと思った。

「まだ１年生だから」と，将来の仕事や進路について全く何も考えていない生徒が多いが２

年次には理系文系の選択もあり早いうちから意識をもたせる必要がある。そのための「きっか

け」としての成果はみられたようである。家庭科の授業でも，将来の仕事や進路について考え

る項目があることを告げて，生徒自身が今後の課題として取り組んでいけるように指導した。

イ 夏休み中の課題「自分の進路について考える」

２学期の単元「生涯の生活設計」

自分の将来の進路実現に向けて，調べたり，聞いたり，行動したことについてのレポートを作

成する。

補足：具体的には，「他人に相談して，考えたこと」「資料請求してわかったこと」「オープン

キャンパスに参加してわかったこと」など
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［感想の抜粋］

・幼稚園の先生は，子どもが好きなだけでは無理だと思った。注意力や責任感も必要だし，仕

事はきついので自分に向いているのかをよく考えてから決めたいと思った。

・通っている美容院の人に話を聞いたら，知らなかった苦労や辛い仕事の話が聞けてよかった。

でも，やりがいのある仕事なので自分も努力してがんばりたい。

・親戚の人に仕事について聞いてみたら，辛いことが多いということを知った。自分の考えが

甘いと思った。

・調べたら，いろいろと知らないことが多く，やっぱり自分には向いていないと思った。

・益々興味を持ったので，今度は専門学校の見学に行ってみたい。

・部活で時間がなかったので資料だけになってしまったが，家の人と少し話ができた。

・先輩の話はとても参考になった。調べているだけではだめだと思った。

［生徒の様子から］

「まだ，早いのでは？」と言っていた生徒も，実際に身近な大人の話を聞いたり，オープン

キャンパスに行ったり資料請求したりしているうちに興味を持ったようで，提出されたレポー

トは予想以上に良く書けていた。しかし，一方では提出しなかった生徒も約３割程度いた。「部

活が忙しかった」「時間がとれなかった」などの理由を述べていたので，その生徒に対しては，

冬休みに再度チャンスを与えることにした。その結果，９割以上の生徒が提出できた。出来栄

えに差はあったものの，自分の進路に対する意識付けとしての効果はあったようだ。

ウ 「職場での差別について考えよう」

ビデオ「解雇される女性 NO という勇気」を視聴（２５分）し，プリントに記入しながら，

職場の中での男女差別の現状について知る。また，周囲の生徒と意見を出し合いながら，今後

の展望について考える。

［感想の抜粋］

・職場の男女差別は許せない。もっと女性も活躍できるはずなのに，もったいないと思う。

・上司の人の行動はひどすぎる。訴えた人はとても勇気があると思った。応援したい。

・自分がこんなことになったら，きっと黙って職場を離れてしまうと思う。

・女の人は，とても弱い立場なんだと思った。自分は男女平等に扱ってくれる職場がいい。

・女性は，男性よりもダメなんだと決めつけられているようで嫌だ。

エ 「ワーク・ライフ・バランスについて考えよう」

ビデオ「ワーク・ライフ・バランス」を視聴（２５分）し，プリントへ記入しながら，仕事

と生活のバランスについて考える。さらに，自分の将来の職業観の中でのワーク・ライフ・バ

ランスの必要性について理解する。

［感想の抜粋］

・仕事と家庭の両立は難しいけど，いろいろ工夫するとやっていけることがわかった。

・自分も，両立できるような会社に就職したい。

・ビデオの中の人達は，自分の仕事にやりがいを感じていてうらやましいと思った。

・ビデオに出てきた会社が，もっと増えれば良いと思った。
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［プリント内容の抜粋］ （解答）

●職場での男女差別について考えよう。

① 次の空欄をうめなさい。

・女性の平均賃金は男性の（ ７０ ）％以下である。

・女性の（ 年収 ）は上がらない。

・男女共，半数以上の人が「男性が（ 優遇 ）されて

いる社会」だと思っている。

② 白形さん，小谷さんの事例を見てどう思いましたか？

自分が同じ立場だったら，どうしますか？

③ 山口さんが闘った理由は？

突然（ 解雇 ）といわれた。男性には次の（ 職場 ）

が用意されてあった。

それまでも，（ 低い賃金 ）で差別されていた。

④ 山野さんに対する会社の社長の対応は，一方的に言い分

だけを主張していて，大変理不尽な扱いをしていまし

た。社長は山野さんに対してどのように対応すべきだと

思いますか？ ［生徒の解答（抜粋）A］

●班で話し合おう

ビデオで紹介されたような職場での男女差別は，なぜあるの

でしょうか？男女差別をなくすための解決策を揚げてみま

しょう？ ［生徒の解答（抜粋）B］

●ワーク・ライフ・バランスについて考える

具体的なワーク・ライフ・バランスへの取り組み

育児（ 休業 ）制度，短時間（ 勤務 ）制度，（ 在宅 ）

勤務制度，

（ テレワーク ）制度，（ フレックスタイム ）制度，

長時間労働是正，

（ 有給休暇 ）取得促進 など。

・大事なのは，制度が（ 使えるようになっていること ）。

・（ 人材育成 ）と組み合わせることで，企業（ 業績 ）に

プラスになると考えられる。

取り組みの様子・ニチレイグループの例

次の人たちのメリットは？

３ヶ月の育児休業を取った男性社員の話より

テレワーク制度で週３日は在宅勤務の女性の話より

株式会社 太陽商工の例

・期待・希望・輝きの３K になるように，取り組んでいる。

・（ スキルアップ ）のための，講習費と受験料を全額負担，

試験のための有給休暇もある。

・年３回 （ 大型連休 ）を取得できる。

・男女の区別なく，（ 個人の能力 ）を重視している。

［生徒の解答（抜粋）A］

・きちんと話を聞いてあげるべきだと思う。「弁護士に任せてあるから」と言って，全く話を

聞こうとしなかったり，避けて会わないのはひどすぎる。

・話を聞いて，きちんと解雇の説明をするべきだ。なぜ，逃げているのかわからない。

・誠意をもって対応するべきだ。「女性だから」とばかにしているように見える。相手に失礼

だ。

・山野さんの言い分を聞いた上で社長として解雇を申し渡すべきだ。納得するまで話し合った

方が良い。

［生徒の解答（抜粋）B］

・上司の人達が，差別する考えをなくして会社の仕組み事態を変えていくしかない。

・すぐにはなくならないが，女性が働く意識（例：結婚したらやめる）をかえて男性と同じ

ように責任感を持って仕事をすれば，少しずつ変わっていくかもしれない。

・女性がもっと強くなって，差別する会社や上司と向き合って戦っていくしかない。

・なくならないと思う。男女はもともと違う部分も多いし全く同じようには働けないから。
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オ 「ライフスタイルと家庭経済について」

シール教材「家計管理マスターシール」により，ライフスタイルや価値観の違いによって家

庭経済が変化することを理解させる。さらに，経済的に自立した生活を送るために，考えなけ

ればいけないことについて気づかせる。

［学習展開］

段

階

学習の流れ 学習

形態

学習内容と活動 指導上の留意点（○）と評価（●） 教材

導

入

本時の内容確認

資料配付

５分

クラス ○この時間は家計管理の疑似体験によっ

て，家庭経済のバランスやライフスタイ

ルとの関係について学ぶことを伝える。

プリント

ス ク リ ー

ン

展

開

シール教材の進

め方

２５分

教材を実習

１５分

班

個人

教材の進め方を理解する。

家族構成の違いと家庭経済の関

係について考える。

ライフスタイルと家庭経済の関

係について考える。

○家族構成やライフスタイルの違いによ

って家庭経済が違うことを理解させる。

●家庭経済について模擬体験と文章表現

によって理解している。（教材・プリント）

○巡視して，説明を補足しながら教材を

完成させるように指導する。

●疑似体験を通してライフスタイルと家

庭経済の関係について理解している。（教

材）

ス ク リ ー

ン

シ ー ル 教

材

プリント

ま

と

め

本時のまとめ

プリント記入

５分

個人 自分の選んだ家族構成・ライフス

タイルをもとに，自分の考えをま

とめる。また，グループ内で教材

を交換して，意見交換をする。

○ライフスタイルと家庭経済の関係，家

計管理の必要性について理解させる。

○教材・プリントの提出

●ライフスタイルと家庭経済の関係，家

計管理の必要性について理解している。

（教材・プリント）

プリント

ス ク リ ー

ン
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［生徒の記述内容（抜粋）］

「家族のタイプを選ぶ時のポイント」

・収入が一番高かったので，共稼ぎのタイプを選んだ。

・将来は専業主婦になりたいので，このタイプにした。

「工夫したことは」

・食費は削りたくなかったので，他の被服費や娯楽費を削った。

・貯金が５万円になるように，かなり切り詰めた。

「難しかったところは」

・赤字にならないように計算しながらやったが，お金が足りなくてうまくできなかった。結局，

赤字になってしまった。

「感想」

・少ない収入の中で，考えながらやりくりするのは大変だった。予想より切り詰めたので生活

が楽しめないと思う。

・家計管理は興味がなかったが，将来はこんなことをやることになるのだろうか。できるだけ，

収入の高い仕事につきたい。

・実際は，こんな風に上手く配分できないと思う。よく考えないと赤字になってしまうかもし

れない。

カ 「生活設計をたてる」

これまで学んできた内容を踏まえて，職業・家族・家庭生活・老後の問題まで，自分自身の

ライフスタイルと生活設計について具体的に考える。

各ライフステージごとの課題を班ごとに

話し合う
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（５）考察

ア 学習後の意識調査 アンケート（1 年生 １００名 在籍 ２８５名）

Q１．「かなりあった」「少しあった」と答えた人

は，具体的にどのように変わったと思いますか？

・職業に対するイメージが少し変わった。

・理想だけではうまくいかないと思った。

・真剣に考えて取り組むべきだと思った。

・初めて知ったことが多く，参考になりそう。

・将来について，少し設計できた。

・将来について考える，良いきっかけになった。

・先のことだと思っていたが，今から考えようと

思った。

・先のことが決まっていなかったので怖くなった。

Q２.「全くなかった」「あまりなかった」と答えた人は，その理由を教えて下さい。

・生活設計の授業内容が多くて，飽きてしまった。

・自分の将来について簡単に考えられることではないので，今はまだわからない。

・授業を受ける前から，すでに自分の進路について考えていた。

・自分の進路に対する考えが、人に言われて変わるのはおかしい。

・同じような内容が続いていて，あまり印象に残らなかった。

・まだ何も考えていないので，実感がわいてこない。生活設計を考えるのは難しかった。

イ 考察と今後の課題

学習後の意識調査からもわかるように，進路意識を促す上では概ね良好な結果が得られたも

のの，今回の研究内容についての課題もはっきりした。

課題１ 他の領域との関連を図った指導

研究期間の都合により，比較的短期間に集中して実践する必要があった。そこで，主に１年

次にまとめて実施したが，本来は，家庭総合４単位の中で実施すべき内容であり，当然ながら

１～２年次を通じて指導した方が，より効果的に学習できたと考える。特に，最後の「生活設

計をたてる」という授業実践は，家庭総合の授業の集大成として２年次の後半に実施すれば，

生徒自身もそれまでの授業内容を振り返りながら，さらに総合的な観点から計画することが出

来るのではないかと思った。

そうしたことを踏まえて，今回実施した指導実践を参考にして今後の年間計画を考えてみた。

家庭総合 年間指導計画例 （使用教科書：「明日を拓く 高校家庭総合」大修館書店）

１年（２単位）ゴシック＝生活設計の関連項目

学習内容 配時 指導項目

１

学

期

自己実現 ２ ・自分をみつめる・自分がめざす自己実現

衣生活

被服実習

１５

５

・人が衣服を着る理由 ・被服材料の種類と性能

・衣生活の計画 ・洗濯の目的と方法・安全な衣生活

・エプロンの製作（基礎縫い・刺し子の装飾）



家－2－11

２

学

期

被服実習

家族

住生活

３

１０

８

・エプロン製作（ポケット付け・仕上げ）

・さまざまな家族・家族の人間関係と家庭におこる問題

・家庭の役割とバランスのとれた生活（ワーク・ライフ・バランス，家事労働について考え

る） 指導実践 エ

・家族に関する法律の変遷とその実態

・男女共同参画社会の実現をめざして

（職場での男女の役割・仕事の意義と価値・働き方について） 指導実践 ウ

・住居の成り立ちと住生活の変遷

・健康・安全に配慮した住居

・ライフスタイルと住環境

３

学

期

高齢者

家庭経済

６

６

・高齢期の生活と心身の変化

・高齢期の生活設計と課題

・高齢者の福祉と介護

・契約の意味と契約上の問題の解決方法

・消費者信用の利用と実態

・将来を考えた経済計画と家計管理（ライフスタイルと家庭経済） 指導実践 オ

２年（２単位：週１回 ２時間続き）

１

学

期

食生活

調理実習

ホームプロジェ

クト

１７

５

・食生活にひそむ問題 ・食生活の成り立ち

・体に必要な栄養素・各栄養素について

・１時間で１～２品（簡単な料理を中心にして１時間で実施する）

・和・洋・中の基本的な献立

（夏休み中の課題：３学期の生活設計にむけて，自分の将来（進路）について考える）

指導実践 イ

２

学

期 調理実習

１６

５

・食品の選択と取り扱い

・食品の衛生と安全 ・家族の食事計画

・和・洋・中の基本的な献立と簡単なお菓子作り

３

学

期

保育

生活設計

９

３

・子どもの誕生 ・乳幼児と幼児期の成長・発達

・子どもの生活と保育・子どもの健康と安全

・家庭保育と集団保育

・子どもの権利と福祉

・ライフスタイルの選択

・ライフコースの選択と生活設計 指導実践 カ

課題２ 生徒が主体的に取り組む授業

今回の研究を振り返って最も強く感じたのは，生徒自身が主体的に取り組む授業実践の難し

さであった。生徒に「自己のライフスタイルと生活設計」を描かせながら，「将来の家庭生活

と職業生活の在り方」について考えさせるには，生徒が自ら積極的に取り組む姿勢が必要であ

る。受け身の姿勢にならないように，いろいろと試行錯誤しながら実践を重ねた。これまでは，

話し合いを取り入れた授業を行ってこなかったが，グループでの話し合いやプリントへの記入

によって，生徒自身に考えさせることを試みた。
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グループでの話し合いは難しく，班によってはほとんど行われていないという状況があった。

話し合いの土台には，「読む」「考える」「書く」などの生徒の主体的活動が必要である。話し合

いを授業の中に取り入れる場合は，まず教師の発問の仕方が重要な鍵を握る。また，生徒側の

視点として，基本的な知識やコミュニケーション能力なども話し合いの質を決める要素である。

ビデオ視聴や資料で，知識を得たり実習を行った後に学習内容を踏まえた発問をすると，生徒

同士の話し合いがスムーズに進む。さらに，話し合いのテーマを複数与えて選ばせると，より

活発な話し合いが可能となることがわかった。

本校では，１年次に「職業意識をもたせ，自分の将来について真剣に考えさせる」ことを目

的に進路ガイダンスを数多く実施している。今回も「仕事とは（意義など）」「社会人の方から

仕事についての話を伺う」などが実施されており，こうしたガイダンスの内容との連携を図り

ながら，１年次の家庭総合を進めていくことを前提としたい。

自らの将来像が描けないまま，何となく，進路を決めて卒業していく生徒を作らないために

も，「生涯の生活設計」において，周囲の友人と積極的に関わりながら学習していくことは大変

効果的であると考える。今後もグループでの話し合いを通じて一人一人が考えを深めていく場

面を出来るだけ多く設定して，生徒が主体的に取り組む授業について研究していきたい。

４ おわりに

平成２３年１１月に文部科学省より「高等学校キャリア教育の手引き」が配布された。その中

に「家庭科でねらう力とキャリア教育で付けたい力は密接なつながりがあることを意識して，家

庭科教育全体を通してキャリア教育を継続的に実践することが重要」とある。研究をスタートさ

せた時点では「生涯の生活設計」をまとめて行うように計画したが，実践した結果，家庭総合で

学ぶ項目と関連させて扱う内容であると気づくことができた。

今後も，他教科や進路指導部との連携を視野に入れ，より効果的な指導方法を模索しながら家

庭科におけるキャリア教育のあり方について研究していきたい。

最後に，このような機会を与えて下さった先生方，ご指導いただいた先生方に心から感謝申し

上げます。

シール教材 家計管理マスターシール 教育図書

参考文献 高校生活スタート号 ベネッセコーポレーション

学問の探究 受験生援護センター

進路テキスト 職業資格編 株式会社教育通信社

生き生き TOMORROW 生命保険文化センター

視聴覚教材 DVD「ワーク・ライフ・バランス」 キノックス

ビデオ「フリーターの現実」 学生援護会

ビデオ「仕事・君はどう思う？」 岩波映像株式会社

ビデオ「解雇される女性 NO という勇気」 ビデオ工房 AKAME


