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キャリア教育に関する教材開発と評価 

 

 

加藤勇希*1・尾高広昭*2 

 

近年の日本は，ニート，フリーターと呼ばれる若者が依然として多く存在している．これらの増加の要因

としては，若者と教育の在り方の関連等がある． 

中学生の勤労観・職業観を育てるキャリア教育の推進のために，技術科教育の学習を通して，キャリア教

育で育成すべき能力４点のなかの「情報活用能力領域」（情報収集・検索能力，職業理解能力）の発達を促す

ことを目標とし，本研究は「職業体験」から教育効果を得るための支援用教材の開発，および，生徒の勤労

観・職業観を育成するための授業設計の提案を目的とした． 

 

〈キーワード〉 キャリア教育，教材開発，学校教育，技術科教育，評価 

 

1.はじめに 

 

近年の日本の雇用実態 1)は，ニート，フリーターと呼

ばれる若者が依然として多く存在している．ニートやフ

リーターの増加の要因としては，若者と教育の在り方と

の関連と，今日の経済状況や労働市場の変化等の社会全

体の動き 2)がある．そこで，前者の解決を図るため文部

科学省が示したのが，キャリア教育である． 

 文部科学省は，｢キャリア｣を「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」，「キ

ャリア教育」を「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｣3)とした．さらに，子どもたちの成長や発達を促

す視点に立って，「キャリア教育」は学校のすべての教育

活動全体を通して推進する必要があること，従来の進路

決定や，生徒の適性と進路や職業との適合を主眼とした

進路指導が中心になっていたものを，「キャリア教育」に

おいては，進路決定の指導を系統的・調和的に展開し，

適合させるとともに，集団生活に必要な規範意識やマナ

ー，人間関係を築く力やコミュニケーション能力など，

適応にかかる幅広い能力形成の支援を重視する必要があ

ること 3)を提言した． 

 また，学校教育の各教科においてもキャリア教育に関

しての記述があり，例えば中学校の技術・家庭科の学習

指導要領解説において，工夫・創造の喜びを体験する中

で，勤労観や職業観を醸成するもの 4)とある． 

 

2.研究目的 

 

 中学生の勤労観・職業観を育てるキャリア教育の推進

を図るため，技術科教育の学習を通して，キャリア教育

で育成すべき能力 3)４点の中の「情報活用能力領域」（情

報収集・検索能力，職業理解能力）の発達を促すことを

目標とした． 

本研究では，技術科教育とキャリア教育において育成

すべき能力の関連性を考慮し，「職業体験」から有効な教

育効果を得られる支援用の教材開発と評価，さらに，生

徒の勤労観・職業観を育成する効果のある授業設計（案）

を提案することが目的である． 

 

3.研究方法 

3.1 キャリア教育のための教材開発 

キャリア教育における情報活用能力の育成と技術科教

育の学習内容を考慮した教材を開発した． 

*1 下呂市立中切小学校   *2 岐阜大学教育学部技術教育講座 

岐阜大学カリキュラム開発研究 
2009.3, Vol.26, No.1, 117-123 
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 留意した点は，教材を利用した学習が単発的にならな

いように系統的な学習として位置付け，学習したことが

活用される場を体験によってフィードバックすることが

生徒の職業観や勤労観の育成の助長につながると考え，

職業体験との関わりを重視した内容にした． 

また，キャリア発達段階に応じた対応を可能とするた

めに，生徒の視点に立った配慮をしておくことが必要で

ある．根本的であるが，本来の技術科における学習内容

から逸脱しないことにも留意した． 

 以上の点を指針として，本研究では，Web ページとワー

クシートを開発し，単元構想を行い教材化することを目

標とした．情報収集の方法は，様々な手段や方法がある

中で，技術科教育における学習内容である情報教育を生

かせることができると考える．本研究の目標であるキャ

リア形成に情報活用能力領域の育成を図ることと技術科

教育における情報教育との関連を図りながら学習ができ

ると考える．したがって，生徒が情報収集をする際に，

方向性や指針となる教材として，Web ページを作成する． 

 Web ページは，テキストエディタで html 言語とスタイ

ルシートを利用し，作成した．システムの構成は，図１

に示す． 

 今回，html 言語とスタイルシートを採用した理由は，

ページの内容に関する記述を html 言語，見栄えやデザイ

ンに関することをスタイルシートに区別することができ

ることやスタイルシートでのデザインを利用することで

見やすさを高めることが可能だからである．  

 また，図１に示されるように，ページの構成は，４ペ

ージから成り立つ． 

 

(1）top.html ：トップページ（図 2）  

各ページへリンクを行うメインページである．画面中

央にボタンを配置し，各ページへのリンクとワークシー

ト(Worksheet.doc)のダウンロードを行えるように構成

した．必要最小限の情報だけを扱い，情報を多く

載せないようにすることで容易に操作を行うこと

ができる．  

(2) system.html ：はじめに（図 3） 

 このサイトにおける目的や使用方法を記載して

いる．授業での導入の際に活用し，生徒の目的意

識を明確にさせ，具体的なイメージを持つことを

ねらいとしている． 

〈内容項目〉 

このサイトについて 

 ・このサイトの目的 

 ・ワークシートについて 

 
web 

・・・ ・・・ ・・・

 
syste

m 
html

 
hint 

.html 

 
link 

.html 

 
system 

 
hint 

 
link 

 
top 

.html 

work 
sheet 
.doc 

（２）       （３）       （４）

（１） 

図１ システムの構成図 

図２ 教材のトップページ 

図３ 教材のはじめにページ 
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（３）hint.html ：ヒント・コツ（図 4） 

 ワークシートで作業を進めていくときに，情報収集を

インターネットによって行うが，リンクや検索エンジン

などの手段や方法を記載している．また，ワークシート

の内容がより効果的な表現ができるようなアドバイスも

行っている． 

〈内容項目〉 

ワークシートを完成させるためのヒント・コツ 

 ・リンクページの活用 

 ・検索エンジンの活用 

 ・ワークシートをわかりやすくするには 

（４）link.html  :職業に関する情報などのサイトを紹

介したリンクページ 

生徒がインターネットを通じて情報収集を行うとき

に，莫大な量の中からではなく，適切な量の情報から行

うことが望ましいと考えた．そこで，職業に関する情報

サイトをいくつかピックアップしてリンクページとして

紹介した．１つに絞らなかった理由は，サイトによって

情報量が違うこと，偏った情報になることを防ぐこと，

調べるアプローチ方法が増え，より生徒が情報収集しや

すくなることなどが挙げられる．また，調べたい職業が

見つからない生徒に配慮し，自分の適性を調べられるサ

イトも紹介した． 

〈内容項目〉 

職業を調べる 

 ・１３歳のハローワーク公式サイト 

 ・リクルート進学ネット 

 ・職業図鑑 

 ・キャリアマトリックス 

自分を見つめる 

 ・ナニなるネット 

 ・ベネッセマナビジョン 

 

3.2 ワークシートの活用 

ワークシート（図 5）は，職業について調べたことを

自由にまとめるスペースと自己を見つめ直す記述欄から

構成される．職業について，自由記述にした意図は，キ

ャリア教育における情報活用能力の情報収集・探索能力

を育成するためである．これは，技術科教育でもいえる

ことであるが，必要な情報を選択し，活用することがで

きる能力を身につけることをねらいとしている．しかし

ながら，生徒が，文章作成ソフトを活用した経験がなか

ったり，知識が浅かったりすることも大いに考えられる

ので，技能面に関する学習内容は生徒の実態に合わせて

吟味していく必要がある．次に，自分の振り返りについ

ては，授業で学習したことにより，価値観の変化に気づ

くとともに，次の場面へ生かすなど深化させる場として

設けることにした．また，職業体験へのイメージを持た

せ，どんな意義や目的を持って活動するかを考えること

ができるように設定した． 

図４ 教材のヒントとコツについて 

図５ キャリア教育のワークシート 
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3.3  学習の流れ 

システムの目的を明確にするため，生徒がワークシー

トを活用する際のフローチャート（図６）に示す． 

 システムの活用では，系統的な学習を目指し，職業体

験を意識することを頭に置いて職業について調べるとい

う内容に設定した． 

 生徒のコンピュータの技能や扱いの程度を考え，職業

に関する情報サイトをリンクページとして紹介した．イ

ンターネット上には，様々なサイトがあり，充実してい

ることがわかった．また，それぞれのサイトに特徴があ

り，内容も変わってくるので，生徒が内容をよく吟味し

て選択する必要がある．調べ方にはいくつかのアプロー

チがあるため生徒のキャリア発達のレベルに合わせて助

言をしていくことが求められる． 

 ワークシートに関しては，技術・家庭科の「情報とコ

ンピュータ」分野の内容を考慮し，基礎的・基本的な構

成や操作を段階を踏まえながら，学習していくことが求

められる．そのため，単元を通して着実な学習内容の定

着を図ることのできる計画をしていく必要がある．作成

したワークシートの他に，基本操作をまとめることや情

意面を確認することができるプリントを授業毎に作成す

る．さらに調べたことをまとめる内容は，職業について

の知識を得ることも大切であるが，具体的な将来を見据

えられるような諸能力を育成できるように工夫して指導

する目的で学習内容に取り入れた．また，単元を通して，

職業観・勤労観を育成し，キャリア発達を促すために，

自己を振り返る記述欄を設けた．学習した内容を振り返

り，職場体験へのイメージを持たせることや直接的に結

びつかないが意識や行動などの変化を生徒の内側に求め

ることができるように工夫した． 

 

4．教材の評価 

4.1  調査方法及び内容 

 本調査では，キャリア教育のために開発した Web ペー

ジとワークシートを被験者に体験していただき，問題点

や改善点を見つけ，さらに完成度を高めることをねらい

とした． 

評価方法は，授業形式ではなく，技術科の免許を取得

予定の学生に事前に教材についての説明を行い，各自で

Web ページを活用し，作業を行ってワークシートを完成

させることを依頼した．その上で，教材を質問紙法によ

って評価をした．質問紙項目は，評定尺度法の 5 段階評

定による質問と自由記述から構成した（資料１）． 

 

4.2 調査対象 

以下のように調査を実施した． 

(1) 調査期間 平成 19 年 11 月から平成 20 年 1月まで 

(2) 被験者  大学第 4学年の学生 5名 

 

4.3 調査結果 

調査結果の表 1，表２より，Web ページに関しては，使

いやすさ，つまり，操作性は十分である．この結果は，

デザインがシンプルなため操作性がよかったことにつな

がったと考える．それは，作業者が Web ページを見やす

図６ ワークシート活用の流れ図 
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く捉えることができたと自由記述においても示されてい

る．しかしながら，課題として，わかりにくい，中学生

には難しいといった考えの傾向があるということが挙げ

られる．文章による説明や解説が多く，より多くの画像

や写真を取り入れていくことでこの点が改善されると考

える． 

次に，ワークシートに関して検討する．ワークシート

は，項目（６）のワークシートがキャリア形成につなが

りやすいという考えが多く，方向性は間違っていないと

考える．その反面，中学生には，ワークシートが難しい

という考えの傾向が見られる．しかし，これは技能面で

あり，今回の調査では，被験者に習得内容のみ告知した

だけであったのでイメージしがたい要素もあったと考え

る． 

 

5.授業設計 

5.1  授業について 

 教材を活用するにあたり，目標を具体化することで，

何を教えるのか，この題材を通してどのような子どもを

育成したいかを明確にする．また，授業は中学校技術・

家庭科の技術分野のなかで行うので，教科での学習内容

とキャリア教育との有機的な関連が求められる． 

 この教材は，学習指導要領（平成１０年）解説・技術・

家庭編における「B 情報とコンピュータ」の内容の項目

（１）イ，（３）イ，（４）イ，（５）ア４)に該当する． 

 また，職業体験との有機的な関連として，職業体験前

であることが好ましい．多くの中学校では，職業体験が

第２学年に行われているため，本教材は，第１学年を対

象として設定する． 

 さらに，キャリア形成に関する具体的な指導や支援を

どのように進めていくべきかを三村氏 5)は「正確な情報

を収集するように支援すること．」「適性規模の情報を与

えること．」「適正な時期に適切な情報を得られるように

すること．」「情報を得るプロセスを示し，情報処理能力

が身に付くよう配慮すること．」のように４点を示してい

る．この点についても着目しつつ授業設計を行った(資料

２，資料３)． 

 

6.おわりに 

本研究では，キャリア教育を推進する上でキャリア教

育の意義を明確にし，技術科教育においてキャリア教育

と関連付けた学習を行う有効な手立てとして，Web ペー

ジとワークシートを活用した教材開発と評価を行った． 

研究成果として挙げられるのは，まず，教材開発を行

い，授業としての枠組みや計画を作成した． 

また、教材は技術教育における学習内容を網羅し，職

業体験との系統的な関連を持たせたことや職業に関して

ワークシートにま

とめるだけではな

く，自分の職業観や

勤労観を考えさせ

るようにしたこと

は，質問紙調査によ

る結果においても

評価された． 

今後の課題とし

て挙げられるのは，

第一に教材開発に

項目 平均値 標準偏差 

(1)Web は使いやすい 3.8 0.75

(2)Web はわかりやすい  3.4 1.02

(3)Web の難易  2.4 0.8

(4)ワークシートはわかり

やすい  
3.6 0.49

(5)ワークシートの難易  2.8 0.75

(6)キャリア形成に関する

題材の有効性  
4.2 0.4

 評価できる点  改善するとよい点

 ワークシート

Web ページ

 ・レイアウト
 ・ワークシートに書き方の説明があ
 　った
 ・デザインがシンプルでわかりやす
 　い
 ・みやすい

 ・流れがわかりづらい
 ・もっと独自性が出るとよい
 ・ヒント・コツなどのボタンがパッ
 　と見てどんなページかわからない

 ・まとめることで理解が深まる
 ・振り返りがあるのは良い
 ・自分で調べてみると今まで思えな
 　かったものが見えてくる
 ・自由に書きやすい

 ・２列の段組みが使いにくい
 ・何について書けばいいのかわから
 　ない
 ・これからどうしていきたいかとい
 　う点は中学生には，難しいかもし
 　れない
 ・オートシェイプが使いにくかった

表２ 自由記述部の評価 

表１ 教材の評価(資料１による) 
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おける Web ページの改善である．これは，操作性は備え

ているが，解説や文章が多いため，視覚的に理解できる

ように工夫する必要がある．さらに，授業実施の際，生

徒の学習理解を深めるために，ワークシートとは別に，

１時間毎のノートまたはプリントを作成し，作業の確認

や学習内容の定着を図る必要がある． 
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資料３ 

資料２ 
 
１．単元名  仕事図鑑 
 
２．内容（学習指導要領での位置付け） 
Ｂ 情報とコンピュータ 
（１）イ 情報化が社会や生活に及ぼす影響を知り，情報モラルの必要性について考えること．

  （３）イ ソフトウェアを用いて，基本的な情報の処理ができること． 
  （４）イ 情報の収集，判断，処理し，発信ができること． 
  （５）ア マルチメディアの特徴と利用方法を知ること．   
 
３．教材観 
 【教科技術からの視点】 
 今日の社会では，めざましく情報化が進み，教育においても情報教育における学習環境が整

備された．情報教育の目標は，情報活用能力の育成である．生徒にとって今回の学習は，義務

教育における教育課程の中に，初めて位置づけられる情報教育である．そのために，コンピュ

ータの活用に必要な基礎的・基本的な内容を習得するために，単元を通してインターネット，

文章作成ソフトの活用など体験的活動を通して学習する． 
 【キャリア教育からの視点】 
 中学校での体験的なキャリア教育として行われているのが職場体験である．その実践が体験

だけで終わらせず，勤労観・職業観の育成や進路や生き方への意識や意欲の向上等の成果を挙

げるために，生徒の願いを持たせること，ねらいや目的を明確にさせることがこの教材の目的

である． 


