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＊　福島大学総合教育研究センターキャリア研究部門

　本報告は，福島大学の教員を対象に実施したキャリア教育に関する意識調査の結果を分析しまと
めたものである。教員の中でもキャリア教育関連科目の担当経験によってキャリア教育のとらえ方
に違いが見られた。また，それ以上に就職支援も含めた多様なとらえ方と課題が浮き彫りになった。
今後さまざまな議論が行われることと，これまでのキャリア教育の取り組みの現状を分析しながら
具体的な方法の検討とその検証が必要があることが確認された。
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大学におけるキャリア教育のとらえ方に関する研究
～福島大学での教員意識調査の結果から～

五十嵐　　　敦*

１．問題と目的
　⑴　現状と課題
　一般にキャリア教育が注目されるようになったの
は，1999年の中央教育審議会による「接続答申」から
といわれている。初等中等教育と高等教育との接続の
改善について取り上げられたことで広く教育課程にお
けるキャリア教育の重要性が認識されるようになっ
た。それまでも，かつては職業指導と呼ばれていたも
のが，高度経済成長や進学率の上昇に伴い進路指導と
呼ばれるようになり，多様な進路形成に向けた教育指
導が求められるようになった。さらに生涯発達の観点
からも進路指導は学校教育にとどまらず広く社会生活
も視野に入れたとらえ方が不可欠となった。1970年代
からは既にキャリアという概念は取りざたされるよう
になり，Super（1980）のライフスパン・アプローチ
としてのキャリア発達理論が広まった。ちなみに彼の
キャリア定義は，以下のようになっている。「キャリ
アとは生涯過程を通して，ある人によって演じられる
諸役割の組み合わせと連続」（A career is defined as 
the　combination and sequence of roles played by a 
person during the course of a life-time）。また経営心
理学などの視点ではHall（1976）の以下のような定義
がなされている。「キャリアとは，ある人の生涯にわ
たる期間における，仕事関連の諸経験や諸活動と結
びついた態度や行動における個人的に知覚された連
続である。」（The career is the individually perceived 
sequence of attitudes and behaviors assosiated with 
workrelated　experiences and activities over the 
span of　the person's life.）
　大学がキャリア教育を導入するにいたった流れを見
てみる。前述の1999年の「接続答申」や「職業観・勤
労観を育む学習プログラムの枠組み」（2001年）が，
義務教育を中心に大きな指針となったことも影響して

いる。
　例えば以下のように提言がおこなわれた。「学校と
社会および学校間の円滑な接続を図るためのキャリア
教育（望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識
や技能を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解
し，主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育）
を小学校段階から発達段階に応じて実施する必要があ
る。キャリア教育の実施に当たっては家庭，地域と連
携し，体験的な学習を重視する必要があるとともに，
各学校ごとに目標を設定し，教育課程に位置付けて計
画的に行う必要がある。また，その実施状況や成果に
ついて絶えず評価を行うことが重要である。（中央教
育審議会　1999：第６章第１節）」
　平成22年２月の中央教育審議会答申では，大学にお
ける職業教育（実践的能力）の重視がうたわれた。
2011年の大学設置基準の改定で，「大学は，当該大学
およ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的
な連携を図り，適切な体制を整えるものとする」と規
定した。
　2004年にはキャリア教育の推進に関する総合的調査
研究協力者会議報告書で「勤労観・職業観の育成のみ
に焦点が絞られてしまい，現時点においては社会的・
職業的自立のために必要な能力の育成がやや軽視され
てしまっている」ことが指摘された。
　問題は果たしてキャリアは教育すべきなのか，また
教育できるものなのかといった議論が欠けたままで
あったことだろう。キャリア教育は大学教育全体を通
じて行われるのは確かであろう。梅﨑ら（2013）は大
学生の生活全体をとおしてのキャリア形成について実
証的なアプローチとその結果を紹介している。そのこ
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とを踏まえたうえで，キャリア教育が特定の教科科目
として行われる際には，その方法論が検討されること
になる。
　松尾（2012）は，「逆進性」ということからキャリ
ア教育の抱える問題点を指摘している。キャリア教育
が，実際には学生の社会性・職業的自立を阻害してい
るという側面である。松尾はあくまでも仮説として述
べてはいるが，現実的には手とり足取り的な就職活動
の支援などがキャリア教育の名を借りて行われている
ことも事実である。

　⑵　福島大学のキャリア教育
　本学のキャリア教育の特徴はこれまでは以下の３つ
であった。
①就職支援とは明確に区別する。
②各学類専任教員が責任をもって担当する。
③各学類の特色を生かす。
　特に規定として存在しているわけではないが，教育
課程にキャリア教育を組み込む際に検討された結果で
あった。そして，その後の実施運営の中でキャリア教
育担当者を中心に確認されてきたものである。
　正課の必修科目として，１年次「キャリア形成論」
がある。これは，“キャリア”ということと大学での
学びや学生生活について体系的に学ぶことを重視した
ものである。個人が職業生活を中心とした長い人生を

「キャリア」という視点でとらえることを大切にする。
Herr（1996）は，キャリアにはアップもダウンもな
いという。その意味では，外部講師の一部思い込みに
満ちた成功談を聞いたとしても，それをうのみにして
しまわないような批判的・論理的な思考の素地を養う
必要があると考える。そのために外部講師や職場体験
など実社会との出会いのまえに基本的なキャリアのと
らえ方を学ぶ機会を準備するためのものである。それ
によって多様な生き方を柔軟に考えることを大切に
することを目的とした。各学類の担当する教員によっ
て内容が左右されるのではないかという指摘もあった
が，担当教員が実施しやすい授業にしなければ，学内
教員全員が責任をもって担当できる科目にはならない。
　教育課程上，授業の内容については３点だけ共通確
認している。
　ひとつは「自己理解」への取り組みである。ただし，
これは就職支援などでよく言われる「自己分析」では
ない。自己についての時間展望の中で，生涯にわたる
社会的役割などのダイナミックな変化をシミュレー
ションすることである。ふたつ目が「学ぶ」ことの大
切さを取り上げ，大学での学びについて職業生活や生
活スタイルの変化との関連から考えさせ，本学におい
て何が学べるのか，またその学び方などガイダンス的
な側面である。
　３つめは教養として社会の動きや職業世界のことを

内容に盛り込んでいる。雇用情勢や職場におけるもろ
もろの問題などについて，データやケースの検討をと
おして関連する学問領域からのアプローチなど紹介し
ている。
　２年次には選択必修で「キャリアモデル学習」と「（単
位履修型）インターンシップ」がある。「キャリアモ
デル学習」は，各学類の特徴や専攻科目の専門性と世
の中の職業や働き方などと結びつけて考え，「学ぶ」
授業である。これから大学で学ぼうとしている学問の
世界，特に専攻する領域と世の中の動きや職業生活が
どのように結びついているのか，いろいろな角度から
考える機会とすることが目的で設置された。具体的な
実施方法としては，職業人に学ぶことを主軸にオムニ
バス方式で，多彩なゲストの生き方に触れる形がほと
んどであり，これまでもよく行われてきた取り組みで
ある。
　「インターンシップ」を教育課程に組み込む際に，
本学では「単位履修型」として，就職活動や個人が自
由に応募して行うインターンシップとは区別してい
る。事前指導と事後指導を重視していることも特徴で
ある。また報告会や企業懇談会などをとおして個々の
体験を多くの学生と共有し，より多角的に深化を図る
ことを目指している。専門教育への積極性を高める目
的のため２年生から履修するようにしている。本来，
インターンシップは企業のプログラムに学生が参加す
るものであるが，今後はコーオプ教育として大学側か
ら積極的なプログラムの提案や実務面での負担を負う
覚悟が必要となるであろう。

　⑶　キャリア教育と職業教育
　こうしたキャリア教育の取り組みに批判も多い。
キャリア教育の目的に照らせば，必ずしも直接的な科
目の設定だけで対応するものではないというものであ
る。各教科科目や学内外でのさまざまな行事・企画に
おいても職業世界をはじめとする実社会との接点が存
在する。そのことで職業をはじめとする実社会の経験
を積むことも可能である。
　ちなみに先の中央教育審議会答申（2011）では次の
ように記事されている。キャリア教育とは，「一人ひ
とりの社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる
能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を促
す教育」である。そして，それは「特定の活動や指導
方法に限定されるものではなく，様々な教育活動を通
して実践されるものであり，一人一人の発達や社会人・
職業人としての自立を促す視点から，学校教育を構成
していくための理念と方向性を示すものである。」と
いう。
　これに対して「職業教育」とは，「一定又は特定の
職業に従事するために必要な知識，技能，能力や態度
を育てる教育」である。加えて，社会が大きく変化す
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る時代においては，多様な職業に対応しうる，社会的・
職業的自立に向けて必要な基盤となる能力の育成も重
要であることがうたわれている。そして，どちらも教
育機関だけで成り立つものではないことが共通し，生
涯にわたる発達過程において職業を軸とした生活と，
より広い生活全体を視野に入れながら行われるもので
あることがわかる。特に職業教育は「一定または特定
の職業に従事するために必要な知識，技能，能力，態
度」の育成が強調され，具体の職業に関する教育を通
して行われる。この教育は，社会的・職業的自立に向
けて必要な基盤となる能力や態度を育成する上でも，
極めて有効であるとして，実務実践能力として期待す
る向きもある。職業教育の強調は大学での教育内容に
もかかわる重要な影響を持つことが考えられる。

　以上のような状況を踏まえ，本学教員がどのように
日頃のキャリア教育をとらえているのか実態を明らか
にすることにした。そのうえで今後のキャリア教育の
在り方等検討する一助としたい。

方法
１．調査対象
　福島大学の教員で，教育課程における開設科目等の
担当者287人を対象とした。回答が得られたのは71人

（24.3％）であった。有効回答数には届かなかったが，
回収率の少ない中で得られた貴重なデータや意見であ
り，興味関心とともに問題意識が高い教員からの考え
として分析を行うことにした。

２．質問内容の構成
　既存の尺度や調査用紙ではなく，これまでのキャリ
ア教育関係の情報交換会や会議等で話題となった課題
などについて，実際の発言や記述をもとに質問項目を
作成した。
　通常，こうした質問項目を構成する場合は，各質問
項目において具体的な単一側面をバランスよく配置す
ることが望まれる。しかし，これまでの情報交換など
で得られた，実際の教育担当者や関係者のとらえ方に
近い表現を生かすことにした。多義的な意味合いを排
除して質問することよりも，複合的側面を文脈として
意味を持たせることで恣意的な質問のように受けとめ
られた面もあるが，「福島大学」という現場での受け
とめ方に近い項目を用意することで，回答のしやすさ
があると判断した。また，複数回答によってそれぞれ
のとらえ方の関連性など，より複合的な意味合いも探
ることがある程度可能になると判断した。

３．手続き
　教務関係のメールリングリストを使って質問用紙を
配送し，回答後はそのまま返信か，担当のキャリア研

究部門あてに送信する方法，さらには指定の場所に回
答した用紙を投函してもらった。
　回答はすべて無記名で行われた。なお，記述回答に
ついては，まず回答内容から複数（３人）で判定して，
一致した判定が出なかった場合には協議した。

結果と考察
１．「キャリア形成論」の担当状況
　回答者の基本的な立場として，本学のキャリア教育
の基幹科目となっている「キャリア形成論」へのかか
わり方について質問した。この項目は複数回答可で
あったものの有効回答数と同じ回答数であった。
　もっとも多かったのは「担当したことはない」で62
人（87.3％）であった。実施に担当者としてその企画
運営にあたった「世話役・責任者として担当」したの
は５人（7.0％）であった。学類によって実施方式に
違いはあるため，「ローテーションなどで１～２コマ
担当」というのは一律に当てはまるものではないが，
４人（5.6％）という結果であった。

２．「キャリアモデル学習」の担当状況
　⒈は１年次必修科目であるが，本学の２年次からは

「キャリアモデル学習（選択必修）」を履修する。この
科目にかかわったことがあるかどうかを質問した。
この項目も複数回答可であったが有効回答数と同じ
回答数であった。「世話役・責任者として担当」は７
人（9.9％）であった。「外部講師の講演や学生の指導
にはかかわった」が２人（2.8％）で，「ない」が62人

（87.3％）という結果だった。

３．「単位履修型インターンシップ」の担当状況
　これも⒉と同様に，本学の２年次から履修する選択
必修科目である。結果は，「世話役・責任者として担当」
が６人（8.5％），「担当はしなかったが，報告会や学
生の指導にはかかわった」は３人（4.2％），「ない」
が62人（87.3％）となった。
　以上の１～３まで，ほぼ同じような状況が確認され
た。
　この中には，各学類でキャリア教育担当といった形
で上記の関連科目を複数で担当している場合もある。
そこでクロス集計によって整理した結果，何らかの形
でキャリア関係科目に実際に関わったことのある教員
は22人（31.0）％，まったくなしが49人（69.0％）で
あった。

４．キャリア教育の在り方や考え方について，各質問
項目への回答状況を整理した。「意見として近いも
の」ということで，各項目あてはまるものを選択し
てもらった。

　⑴　まず複数回答の結果についてである（図１）。
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その結果，特に選択率が高かったのは，「⒏現行のま
までよい」で31人（43.7％）であった。次いで「⒉就
職支援と一体化して行い，ガイダンスなどを充実させ
る」が28人（39.4％），「⒊選択科目として立ち上げた
ほうがよい」20人（28.1％）という結果となった。
　キャリア教育について，その存在や機能については
おおよそ肯定的にとらえられているものの，“キャリ
ア教育”の意味づけや内容については必ずしも統合さ
れているわけではないことが分かる。
　一方，「⒈大学教育そのものがキャリア教育なので，
特に科目を立てる必要はない」「⒌キャリア教育は自
律であり，特に教育をするものではない」「⒍就職支
援を強化すれば十分である」がどちらも１人（1.4％）
であった。
　また，「⒋ゼミなど学生の指導担当者が行うとよい」
と「⒎資格取得などに特化してカリキュラムなど構成

するほうがよい」がそれぞれ４人（5.6％）であった。
前者の場合は３・４年次など就職活動を意識されるよ
うになってから，もっとも身近に存在している教員の
取り組みに期待するものであろう。後者は，実質的な
職務能力などより実践的な能力の育成を期待するもの
であり，具体的な職業との結びつけなどがしやすいこ
とも考えられる。

　⑵　キャリア教育のとらえ方と関連科目担当経験の
　　有無
　キャリア教育について各回答者のとらえ方に，実際
の関係科目とのかかわり方によって違いがみられるか
カイ二乗検定によって確認した。
　その結果，まず「⒊選択科目として立ち上げたほう
がよい」で有意な違いが確認された（χ2＝5.743，
p<.05）。関係科目を担当したことのない教員の選択

図１　キャリア教育の在り方についての意見（％）

図２　関連科目担当の経験別比較（％）
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率は36.7％で，経験ありの9.1％に比べ有意に高いこ
とがわかった。「⒋ゼミなど学生の指導担当者が行う
とよい」も有意な違いがあり（χ2＝3.840，p=.05），
担当経験のある教員の選択率が13.6％，経験なしの
2.0％に比べ高い傾向が見られた。
　「⒎資格取得などに特化してカリキュラムなど構成
するほうがよい」は関係科目担当経験のある教員だけ
が選択していた（χ2＝9.441，p<.01）。
　「その他」の選択率においても有意な違いがあり，
担当未経験者の選択率が10.2％で，担当経験者の選択
率45.5％の方が高かった（χ2＝11.322，p=.00１）。
　これらの結果から，キャリア教育関係科目を担当し
ている教員間でも，そのとらえ方には大きな違いがあ
ることが確認された。こうした多様なとらえ方を一律
に統合してしまうことは，キャリア教育の本質から離
れてしまうものとも考えられる。こうした多様なとら
え方があることを踏まえたうえで，大学におけるキャ
リア教育の在り方がつくられていくことが重要と考え
る。限られた期間と資源の中で何をどのようにして
キャリア教育を改善していくことが重要なのか，今後
の議論が必要である。

　⑶　「その他」の自由記述から
　「その他」の選択者は15人（21.1％）であった。
　記述は「専門教育で職業や社会との結びつきを意識
している」，「キャリア教育は教養演習やゼミなど少人
数の組織で時間を取って行った方が効果的である」な
ど，自らの担当科目やその他の取り組みをキャリア教
育の視点でとらえている回答があった。
　「専門性を持った教員がキャリア科目を担当して，
それを学生に受講させるという方法がもっとも妥当」
といった意見もあった。
　さらに教員の専門性や共通理解の問題を指摘した記
述としては， 「教員の資質向上が不可欠である」「教員
間の共通理解ができることで大学としての方向性が明
確になると考えます」「キャリア教育は重要であるが，
それが教員に十分に認識されていない」「キャリア教
育だけでなく，就職指導に関しても教員の指導能力が
非常に低い」というものであった。
　キャリア教育をどのようにとらえるかにもよるが，
教育課程に教科科目としてとして導入する際，大学教
育としてすべての教員がかかわる可能性を想定されて
いた。そのために明確にある一定の規定をしてしまう
ことが，多様な可能性を損なってしまうことが危惧さ
れる。このように専門性などを有したスタッフの存在
や共通理解をどのように図っていくが今後の課題とな
ろう。
　教育的な意義やその位置づけ，あるいは内容に言及
したものとしては「低学年時から，就業意識の向上が
必要である」「自主的に働く意欲・習慣を早い段階で

身につけないと，卒業研究が遂行できず，悪循環に陥
る」といったものや，「理系の資格取得は，当該分野
の理解向上と，働くこと・資格を活かすことを意識す
る両面で，効果的だと思っている」という。
　また「現行の取り組みを充実発展させる」「就職だ
けでなく生活全体を含めて体系的にカリキュラムを構
築しなければならない」と今後に向けての提言があっ
た。一方で，「やれる人がやればよい」といったやや
投げやりともとれる回答もあった。
　具体的な方法に関するものやその他として，「民間
会社に在籍経験がある教員がもっと増えれば，キャリ
ア教育も充実すると思う」「多様な人生設計を考察す
るきっかけになればと思います」「キャリアモデル学
習はなくてもよい。インターンシップは統合してはど
うかと思う」「出口戦略が不明瞭，よくわからない」「過
度に就職には結びつけないほうがよい」などがあった。
　記述の頻度では，担当経験者の割合が多く見られ，
実際に担当したことにより実情と課題についてより認
識を深めたことがうかがわれる。ちなみに本学では，
担当者の選任は学類によって定期的なローテーション
を組んでいる学類と，専門性などを生かして関連領域
に精通している教員をほぼ固定している学類に分かれ
ている。

５．担当する講義科目や演習科目等での，学外組織・
企業とのつながりについては以下のような結果で
あった。

　①「学生を連れて訪問や体験」については，回答者
のうち21人が実施しているとした。日数では，２日（あ
るいは回）が８人（11.3％）と最も多かった。次いで
５日（あるいは回）が５人（7.0％）であった。中に
は「１泊２日+日帰り２回」や「10日（回）」といっ
た回答もあった。 
　②「講師・指導助言者として招へい」しているのは
37人であった。数としては６回の３人（4.2％）をは
じめ回数頻度は，①に比べると多かった。もっとも多
かったのは２回が15人（21.2％）で，次いで１回が10
人（14.1％）という状況であった。
　キャリアモデル学習などでも外部講師を多数招聘し
ているということもあることが考えられるが，キャリ
ア教育関係科目を担当していない教員でも招聘数は多
く，各教科科目においてもかなり外部講師との接点を
設けていることがうかがわれる。
　これらの状況をみると演習や実習等を通じても実社
会や学外との接点は存在していることが分かる。ただ
し，「職業」「自分の将来像」等との関連を意識しての
取り組みではないことから，キャリア教育としての機
能については十分かどうか不明である。
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６．大学における職業教育・実務教育を重視する動き
に対する意見

　記述回答があったのは71人中37人（52.1％）であっ
た。回答内容から職業教育・実務教育重視の動き
におおよそ肯定的か否定的かの比率では否定17人

（23.9％），肯定10人（14.1％）となった。ただし，否
定も肯定も人材育成や大学教育の在り方とともに記述
されており，そこには必要性もあるが問題や課題が多
いといったジレンマが述べられていることが特徴的で
あった。
　「職業教育・実際教育もそれなりには必要と考えま
すので異論はありません」「当大学には必要」といっ
た肯定的な意見があった。「企業や公益法人，自治体
などの寄付講座を募って（組み合わせも可）代替した
方が，相互にメリットがあり，効果的ではないか（大
学版キッザニア）」「卒業時アンケートでは，「アルバ
イトが役に立った」との回答が，毎年ゼミナールに次
ぐ第２位となっている。…アルバイトの経験を対象化
することも有効だとも考えられます」といった具体的
提案もあった。
　否定的な意見では，「企業が即戦力として期待する
ような実務教育を大学で行うことは現実的ではない」

「キャリアを考えることと「就職」を考えることとの
違いを意識する必要がある」「高等教育がダイレクト
に「職業への移行」に改修されることに違和感があり
ます」「大学とは社会構造や社会通念を批判的にとら
えなおす思考力を学ぶ場であるべきだと考えるため，
実践的な職業スキルなどを教える専門学校的な教育が
おこなわれることには違和感を覚えます」といった回
答が見られた。
　実務教育の問題点としては「職業教育や実務教育は
職種によって重要性が異なる」「実務教育は伸びしろ
が無い，すぐに廃れる」「小手先の対応にしかならない」
等があった。
　これまでのキャリア教育の問題に，インターンシッ
プや職業講話といったものだけが直線的に取り入れら
れてきたということがあるが，具体的な方法について，

「安易に職場見学などしてもネガティブな効果しか期
待できない」「実習や演習の名のもとで学生を外に出
す取り組みには反対である」「インターンシップなど
よりも大学としてやるべきことがある」「地域に限定
せず広い職業社会や世界を体験させることが重要」と
いった指摘も見られた。中には「体験重視の名のもと
に学生を遊ばせているような授業は意味がない」とい
う意見もあった。
　教育内容にかかわる積極的な意見としては，「職業
倫理やコンプライアンスの重要性，さらには労働権な
どの基本的人権を学べたらよいと思います」という意
見があった。本学のキャリア形成論では，一部の学類
では取り上げられているものの積極的に行われている

とは言えない状況である。ましてや就職活動支援の受
験テクニックに特化したような取り組みなどでは最も
欠落している内容のひとつであろう。
　また，昨今のさまざまな動向によるのか，「地方創
生に踊らされ，地元に弊害しか及ぼさない人材が増え
ることが懸念される」や「職業世界を広くとらえるこ
とで，おのずと地元残留者も増えるのではないかと思
います。」といった記述もあった。
　教育そのものの在り方としては，「反対だが，一部
の文系の先生の授業の適当さをみるとそういう方向に
なっても仕方がない・・・」「文系基礎科目を中心に
自己改革が必要」といった指摘もあり，文科省の文系
見直しについて，同じような意見をもっている立場あ
ることが分かる。
　また，「従来からの資格教育も含めて，教員配置や
教育支援経費が滞る中で，時間数が一方的に強化され
たり，その他の「実務教育」の強化が方針として打ち
出されることを，たいへん奇妙に思っています」といっ
た指摘があり，大学経営の課題とともに各学類の教育
目標やそれにあわせた教育課程の整備について議論が
求められているようだ。あわせて「基礎教育評価を厳
格化して一定の水準に達している学生のみを卒業させ
るようにすること」といって学生の質保証に関連する
指摘もあった。
　総論的に以下のような指摘もなされていた。
　「職業教育として自分の目標を狭く定めて絞り込む
のではなく，自身の能力をさらに伸ばし開発する意味
では重要であり必要である。そのためには実際に人は
どのようなところにやりがいや意味を見出し仕事に打
ち込んでいるのか社会の実像を実感することと，その
一方で自分のやりたいことをとことん追究，熱中する
濃密な時間，自分探しを経験することが重要と考えま
す。それ故，１年から学年に応じた教育が必要と思い
ます。」
　「職業教育や実務教育も大事だが，根本として学生
のキャリア発達を理解し支援する。自分でキャリアを
作っていく力を育てるという共通認識が教育する側に
必要ではないかと思う。」
　また「あまり大枠でとらえると何でもありになって
しまい難しいと思いますが，４年生に接してみても，
今まで考える場がなかったのだなあと思うことがあり
ました」という指摘もあった。このような状況のとら
え方を踏まえながら，その事実の確認や効果などの検
証が必要になる。
　Krumboltz & Worthington（1999）は，教育訓練投
資への安易な効果期待について問題を指摘している。
キャリア教育やその支援に関する取り組みは，未就職
や早期離職の問題にスポットライトをあて，そのこと
への対策のひとつに職業教育・訓練をはじめとした
様々な取組みを強化しようとしてきた。実際には，そ
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の理論的背景については十分確立されているとはいえ
ないし，雇用制度や採用システムの文化的な違いなど
を無視したまま機械的に欧米のモデルを取り入れてし
まう例もある。そうした状況の違いがあるなかで教育
訓練投資への安易な効果期待に警鐘を鳴らしているこ
とをどのように認識したよいのかも考えなければなら
ない。
　また，キャリア教育や職業教育の方法論的な問題が
存在する。寺田（2009）は，キャリア教育のコンセプ
トから職業の側面を排除することの危険性や職業や進
路を「教える」等ということとともに「体験」するこ
との重要性を指摘した。しかし，どのような教育がど
のような効果に結びつくのかについては，実証的な検
討が求められるとしている。

総合考察
　キャリア教育についてのとらえ方の煩雑さと混乱
は，そのスタートに就職問題があったことによるのか
もしれない。大学におけるキャリア教育を進めるうえ
では，大学教育の充実こそが課題である。五十嵐（2011）
によれば，大学３年生を対象に進路決定効力感や進路
成熟度と大学生活のとらえ方との関連を検討した結
果，進路選択に対する効力感にとって，就職不安への
対処も必要であるが，なによりも大学生活における勉
学積極性が重要な要因のひとつとして確認された。同
時に，早めの進路決定による硬直性よりも進路選択の
柔軟性が効力感と関連していることが確認されてい
る。このように，大学生活における積極さという基本
的なことが関連していることをふまえれば，即効性が
あいまいなまま就職支援や職業に関する実務教育を展
開する以前に，本来の大学生活そのものの充実を図る
ことが重要であると考える。
　教員の力量を問う声も本調査で特に目立った指摘で
あった。では，現在キャリア教育の専門家とはどのよ
うな人たちなのか，そのとらえ方によってはその後の
キャリア教育の在り方は大きく異なったものとなるこ
とが予想される。
　本田（2009）はキャリア教育についてその方法論が
十分確立されていないことを問題視されている。また，
児美川（2007ほか）が指摘するようにキャリア教育は

「就活」というゲームのマニュアル化と無責任な夢追
い教育になっていることを問題視されている。
　各大学のキャリア教育の実情は，これまでの就職指
導とさして変わらないことが多く指摘されている。経
営者や実務家やＯＢなどの講話を提供することでお茶
を濁している場合や，インターンシップ制度を導入し
てキャリアプログラムを推進していると称している場
合も多い（梅澤，2007）。また多くのキャリア教育な
るもののプログラム展開を，いわゆる就職支援業者に
よるキャリアビジネスなど外部に丸投げしているのが

現状である。大学の教職員が，キャリア教育とは何か
について，よく学習できていないことが梅澤（前出）
も指摘している。今回の調査で，担当教員の専門性や
その資質についての言及があったが，何を持って専門
性とその質保証とするかについては注意を要する。大
学におけるキャリア教育の基本要件としては，大学の
事情に通じ，その大学の学生の特質や教育課程にも精
通し，当該の大学のスタッフが主導するキャリア教育
であることが求められるのではないだろうか。
　キャリア教育の名のもとに，社会人を講師として招
聘する講演会，あるいは座談会，職場の見学，疑似体
験，職業体験学習，そしてインターンシップなどが盛
んにおこなわれている。学校教育の中でそうした取り
組みをコーディネートするキャリア教育コーディネー
ターなどの存在も進められている。しかし，そうした
取り組みが大学教育の視点で見直しが必要なのではな
いか。あるいは，それらを「キャリア教育」としてよ
いのか，さらにキャリア教育としてどのような効果を
どの程度，どのような学習者にもたらすのか等の検証
は十分とは言えない。花田ら（2011）のように，「何
をもってキャリア教育と呼称するのか統一されていな
いこともあるし，キャリア教育を施す主体も教育を受
ける客体も単一ではない」。そのうえで就職に関する
不安感を促すような結果をまねき，就職支援業者や
ジョブマッチング理論に依って立つキャリアカウンセ
ラーやアドバイザーなどを大量に生み出す仕組みをつ
くってしまったのかもしれない。
　また花田ら（前出）は，学生のキャリア発達を支援
するキャリア教育が，競争的資金獲得の手段となって
いることの危険性も指摘している。わかりやすいモデ
ル化した事業を現代GPのような形で固定化した面も
否めない。何かに取り組むこと自体が先行し，「面白
かった」「楽しかった」「気づいた」という気持ち主義
的な経験だけで効果をうんぬんしてしまってよいの
か。そうならないためには学修する受け皿の準備が不
可欠である。それが基礎学力であったり，ある程度の
専門知識や技能であり，そうした準備性と資源をもっ
て職場体験などすることで，ばらばらであったものを
まとめてみたりそれまでのイメージを刷新したりする
ことになるのではないか。
　今回の調査で，「キャリア教育」と「就職支援」の
区分や特質が十分理解されていないことが浮かび上
がった。その点も踏まえながら，その連携の在り方と
それぞれの独立性などについて検討することが，これ
からの取り組みをよりよいものにしていくのではない
だろうか。また，キャリア教育関連科目担当者間だけ
ではなく，単位認定母体となっている各学類などでの
今後の議論がより必要であろうし，ぜひ関連科目を担
当してみてはどうだろうか。
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　最後に，日々の業務に追われる中，貴重な意見をは
じめ回答を寄せていただいた皆さんに感謝申し上げる。
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