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体育専攻大学生のキャリアプランニング教育  

一職業意識を高めるための授業「総合演習Ⅱ」の効果  

三木ひろみ1。三波千穂美2   
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Abstract  

We planned and organized a career－Plannlng prOgram fbrphysicaleducation m年IOr Studentsin the  

COurSeOfphysicaleducationteachereducation．ThenrstpartOftheprogram（Miki＆Sannami，2007）was  

COmPOSedofprocessesor“knowlngyOurSelf’1”knowlngjobs”and－‘matchingyouandjob．”Thesecond  

PartOftheprogramwasdevelopedtoencouragethestudentstomakeuptheirmindfbrtheirfuturejob・  

Twohundredandonestudentsweredividedinto12classesmanagedbystudentteacherswithassistanceof  

theirclassroomteacherandsupervisedbytheauthors．Thepurposeofthepresentstudvwastoclari母the  

PEstudents’job－COnSCiousnessandtheefEbctsofthesecondpartoftheprogram．Themainresultswereas  

ね1lows．  

1）Atthebegirulingoftheprogram，50％ofthestudentswantedtoinvestigateteachingjobastheir  

future job．Sport－related companies and physicaltrainer were the targets ofll％ofthe students，  

respectively．andcoachingjobswerefbr7％．Althoughtheywantedinvestlgation，theyhesitatedtochoose  

theirfuturejohTheyattemptedtotal’eaSmuChtimeaspossibletomakecon薫rmation・2）Withreadingan  

oplnionofasuccessfulbusinesspersonandastoryaboutthelifbofanordinarypersonwhosechildren  

succeededinbusiness，thestudentsrealizedsuchattitudesvaluablefbrleadingaworthwhileworkinglifヒ  

asmakingsurewhattheywanttodo，nOtgivingupaimsanddreams，StrOngWi11，andabilitytotakeaction・  

3）The students wrote abouttheirexperiences＆0rnWhichthey hadleamedsomethingfbrmingtheir  

characteristicsandabilities．Morethan60％ofthestudentsdescribedathleticorsports十relatedexperiences  

andbelievedthoseexperiencesimportantfbrtheirfuturejob．4）Asapreparatoryexercise，theywrotetheir  

selfこintroductionbasedontheexperiences・Andthevreadthenrstandthelastdraftsseniorstudenthad  

writtenfbrherapplicationfbrmfbrteachingjob．Theynoticedthediffbrencesbetweenthedra氏sand  

umderstoodthatitwasimportanttodescribeclearlywhattheycoulddointhefuturejobindetai1sITheir  

selfこintroductionwasevaluated asmoreunlquethantheonetheyhadwritteninthebeginnlngOfthis  

program．5）Withmockinterviewsbothasaninterviewerandaninterviewee，theyunderstoodthatthey  

shouldimprovetheirat）ilitiesrelatedtotheirfuturejobandcollectmoreinfbrmationaboutthejob，preSent  

situationssurroundingthejob，andemploymentquali丘cationsandexaminationalthoughthestrategleSand  

attitudesfbrinterviewsdrewtheattentionof50％ofthestudents．6）Howeverayearanertheprogram，We   
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fbundmostofthestudentshadnotsta幻edpreparationfbrjobseeking．  

In conclusion，Our prOgramgaVethe PE students an opportunityto think abouttheir career and  

innuenced dleirjob consciousness，but did not encourage them to take actions towardtheir career  

development．  

Keywords：CareerPlannlng，PEstudents，jobconsciousness  

1．序論  

1）生きる力とキャリア教育   

現在、中学校・高校の教員免許取得のためには、  

教職に関わる科目として、「総合演習」の単位取得  

が必要となっている。筑波大学体育専門学群の学  

生を対象に開設されている「総合演習Ⅰ・Ⅲ」で  

は、将来の進路について考えるという、キャリア  

プランニング学習を行なっている。   

「生きる力」を育成することをねらいとした、  

「総合的な学習の時間」を指導する力の獲得を目  

的としている総合演習において、キャリアプラン  

ニング学習をなぜ行うのか、その理由は3つある。  

第一の理由は、「生きる力」を育成するための課題  

解決学習は、情報を収集してまとめるだけの調べ  

学習ではないことを強調するため、というもので  

ある。学習指導要領に示されているように、「総合  

的な学習の時間」では地域や学校、生徒の特色に  

応じた課題や活動を行うことから、学習課題や活  

動は赴任先の学校や地域によって多様である。し  

かしながら、どのような活動でも問題点として指  

摘されるのは、児童生徒はテーマについて調べる  

ことは容易にできても、課題を解決するために調  

べたり、調べたことを基にして課題を解決するこ  

とは、彼らにとって難しいことである（文部科学  

省，2000三木・岡軋2005）。そこで、筑波大学体  

育専門学群の総合演習では、大学生にとって解決  

しなければならない重要な課題であり、また、解  

決することが利益となる、将来の職業選択をテー  

マとして取り上げた。そして、この「総合学習」  

の学習成果として、具体的な解決策を得ること、  

すなわち、将来就こうと考える職業を選択し、就  

職するまでの計画を設定することを、受講生に求  

めた。   

第二は、「総合的な学習の時間」で育成しようと  

している「生きる力」は、人が社会の中で生きて  

いく力である、というものである。2002年11月  

に内閣府に設けられた「人間力戦略研究会」は、  

自ら考える主体的問題角牢決能力としての「生きる  

力」をさらに具体化し発展させた概念として、「人  

間力」を提唱した。「人間力」とは、「社会を構成  

し運営するとともに、自立した一人の人間として  

力強く生きていく力」と定義され、育成のための  

政策が検討されている。人間力戦略研究会の基本  

的なスタンスは、「現実の社会で大人がどのよう  

に生き、そこでは何が必要とされているかを見せ  

ることによって、学ぶことの意義を子どもたちに  

伝えるような教育環境を作っていくということ」、  

そして「『人間力』という広い概念の中でも、職業  

生活面に焦点をあてており、社会における「仕事」  

との結びつきを教育の中で示すこと」であった（市  

川，2003）。教職科目の授業でキャリアプランニン  

グ学習を行なうのは不適切ではないかという意見  

もある中で、体育専門学群の総合演習においてキ  

ャリアプランニング学習を継続しているのは、  

「人間力戦略研究会」と同様に、社会において「仕  

事」をして生きていくことを考えること、そして、  

自分自身と社会、および自分の人生とキャリアに  

ついて考えることが、生きる力の育成につながる  

と考えたためでもある。   

そして第三は、総合演習は教職科目とはいえ、  

受講生全員が教職を志望している訳ではない、と  

いうことである。入学当初から教職を志望して、4  

年次に教員採用試験を受験する受講生は少なく、  

教職に就くつもりは全くなく、免許取得のためだ  

けに履修している受講生、また、どんな職業に就  

きたいか分からないのでとりあえず教職を考えて  

いるが、結果的には教職に進まない受講生が半数  

近くを占めているのが現状である。この現状を踏  

まえて、教職志望以外の受講生のモティベーショ  

ンを高めることができ、この機会に将来の進路に  

ついて考え、2年次以降の学生生活や履修計画を  

改善できるようにすることも、体育専門学群の総  

合演習においてキャリアプランニング学習を行な  

う理由である。   
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平成18年度の体育専門学群卒業生の進路状況  

は、企業35％、進学29％、教員8％、公務員等3％、  

その他25％であった。また、大学院修士課程体育  

研究科の卒業生の進路状況は、社会人大学院生も  

含めて、企業20％、職務復帰15％、進学11％、教  

員9％、公務員1％、その他43％（筑波大学大学院  

修士課程体育研究札2007）であった。就職先の企  

業には、実業団やプロスポーツチームも含まれて  

いるが、テレビ局、新聞社、出版社、商社、旅行  

代理店、百貨店、アパレル業、通信関連会社、銀  

行、証券業、生保業、不動産関係、ゼネコン、製  

菓業、自動車産業、電機関連など、就職先は多岐  

に渡っている。   

平成16年度の進路状況（http：／／syushoku．sec．  

tsukuba．acjp／piss／statis／course．htm）を筑波大学の他  

学群・学類と比較してみると、大学院への進学者  

は、生物学類（86％）を筆頭に、自然、工学基礎  

（78％）、工学システム（76％）、情報（73％）と、  

いわゆる理系の学類に多く、体育専門学群の大学  

院進学者（22％）は、人文（21％）、国際総合（20％）、  

社会（17％）、比較文化（16％）などの文系の学類  

と、ほぼ同様である。   

企業への就職者の割合は、大学院への進学者の  

割合が体育専門学群と同程度である、国際総合が  

56％、比較文化が52％であり、体育（37％）より  

も多い。教員になっている者は大学全体では卒業  

生の2％であるのに対して、体育専門学群生では  

11％と、教員になっている者が他学群よりも明ら  

かに多い。また、アルバイト等をしており進路が  

確定していないと思われる者は、芸術が最も多く  

（48％）、比較文化（23％）、人間（20％）、体育（14％）  

の順であった。体育専門学群卒業生は、大学院進  

学者と進路が決定していない者の割合では他の文  

系の学類と類似しており、就職者については、他  

学類よりも教員の割合が高いことが特色であると  

言える。  

4）修士課程（体育研究科）の進路状況   

大学院修士課程修了生の進路状況を見ると  

（http：〟syushoku．sec．tsukuba．ac．jp／piss／statis／course  

m．htm）、教員になっている者の割合は教育研究科  

が最も高く（46％）、体育は芸術と同じ、14％であ  

る。企業に就職した者の割合は、理工学研究科  

（79％）を筆頭に理系の研究科が高いが、体育は  

9％で、地域研究科（21％）、芸術研究科（16％）よ   

2）大学におけるキャリア教育   

医学部や歯学部などはその専門分野によって卒  

業後のキャリアが方向づけられているが、多くの  

学部の学生は、幅広い職業領域を対象として、就  

職していく。同じ学部に所属していても、学生達  

は多様なニーズを持っており、そのキャリア形成  

を支援するキャリア教育は、ますます困難になっ  

ている。就職は、学生にとっても大学にとっても  

重要な問題であるが、将来の職業と学部での専門  

教育が直接結びつきにくいことから、早い時期か  

ら将来の職業や就職先について大学生に考えさせ  

ると、専門領域の勉強に身が入らないのではない  

かと心配する声も聞かれる。   

筑波大学では、平成18年度から、「専門教育と  

融合した全学生へのキャリア支援」が、「現代的教  

育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」  

（wwtsukuba，aC．jp／education／pdⅣ061004gaiyo．pdf）  

として挟択され、平成19年度から具体的な取組が  

実施されている。このプログラムでは総合科目と  

して、全学の1年次生を対象とした「未来の自分  

一自己発見」と、2年次生を対象とした「学問と  

自分」を開設している。また、専門教育にキャリ  

ア教育を導入するために、各学類・専門学群が独  

自に「学問と社会」という授業科目を開設し、そ  

れぞれの専門分野の「現代社会における意義を知  

り、分野の全体像を描くことができるようにし、  

専門家としての社会的視野を養う」ことを目的と  

した授業を行う。体育専門学群においては、平成  

12年度から総合演習において、キャリアプランニ  

ングの授業を行っていたことにより、新たな授業  

科目は開設せず、この取組の目的に添うように総  

合演習の授業内容を調整することで、その対応が  

認められている。  

3）学部（体育専門学群）の進路状況   

体育系大学・学部には、教員やスポーツ指導者、  

介護・福祉に関する資格が取得出来るコースやカ  

リキュラム、実習やインターンシップが用意され  

ているが、そのような職業に就かない学生も多く  

なっている。また、スポーツ科学に興味を持って  

進学してくる多くの学生には、その興味関心や専  

門知識を活かせる就職先が見つけにくいというこ  

とがある。例えば、トレーナーを希望して入学し  

てくる学生は多いが、職業として従事できる可能  

性は非常に低い（筑波大学体育専門学群，2007）。  
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ランニングのプロセスとして、①自己探求プロセ  

ス、②キャリア探求プロセス、③キャリア獲得プ  

ロセスを挙げている。   

これらに習って、体育専門学群の総合演習で行  

っているキャリア教育プログラムは、①自分を知  

ること、②職業について知ること、③自分の興味  

関心に基づいて職業を見ること、④職業が要求す  

る能力や人材の観点から自分を見ること、を学生  

に体験させ、さらにこれらの活動を繰り返して、  

職業を選択したり、また、選択した職業に就くた  

めに自分がすべきことを考えて実行するプロセス  

を含んでいる。  

7）体育専門学群におけるキャリア教育プログラ   

ム（総合演習）の課題   

平成17年度3学期に行った総合演習Ⅰ（三木・  

三波，2007）では、特に職業に関心を持っていない  

レベルから就職対策を立てようとしているレベル  

まで、受講生の職業意識の個人差に対応してどの  

レベルから始めることも、どのレベルまで進める  

ことも可能であるように意図し、「自分を知る」、  

「職業について知る」、「自分にあった職業を探索  

する」という活動のサイクルを、各自の課題に応  

じて繰り返し行えるように設計した。しかしこの  

実践では、自分の職業意識のレベルに合わせて「自  

分を知る」、「職業について知る」、「自分にあった  

職業を探索する」活動のサイクルを繰り返せなか  

った、2種類のパターンの受講生がいることが分  

かった。   

山つは、就きたいと思っている職業が最初から  

あった場合、受講生はそれだけで職業選択の課題  

が既に解決していると考えてしまい、就きたいと  

思っているその職業が求職者に求める資質を調べ、  

それらの資質と自分自身とを照らし合わせるとい  

う、適性確認をしようとしないパターンである。  

就きたいと思っている職業と自分自身とを照らし  

合わせ適性確認を行わなければ、その職業は真に  

自分に合っているのか、また、これからどのよう  

な準備が必要なのかが曖昧なままで、結果的に希  

望が叶わなかったり、実際の就職後に自分と仕事  

のギャップに気づいて離職することにもなる。実  

際、受講生（1、2年次生）の半数近くが教職に就こ  

うと思っているが、実際に教員になるのはその2  

割程度であろう。また、卒業後に企業に就職した  

ものの仕事が合わずに離職し、教職を目指して大   

りも低く、職務復帰・帰国者の多い（30％）教育  

研究科の企業就職率2％を除けば、学内で最も低  

い。アルバイト等をしており進路が確定していな  

いと思われる者は、修士課程修了生全体では14％  

であるが、体育研究科では修了生の44％を占めて  

いる。   

5）体育系学部・修士課程の進路状況の傾向   

上記の結果から、筑波大学の理系の学部生は、  

専門性を要求される職業に就こうと考える学生の  

割合が多いため大学院に進学する者が多いのに対  

し、文系の学部生は、採用の時点では専門性が要  

求されない幅広い職業領域を対象に、就職してい  

く者が多いと推測される。   

上記の意味においては、体育専門学群の学生は  

文系の学部生に近いが、学部卒で専門性が要求さ  

れる保健体育科教員になる者の割合は、他の学部  

よりも高い。一方、保健体育科以外の教科の場合、  

教員になる者は、大学院で専門的な知識を得てか  

ら教員になる場合が多いと推測される。体育専門  

学群卒業生と体育研究科修了生とで、教員になっ  

た者の割合がほぼ同じであるということは、教員  

を志望している学生の割合は概ね一定しており、  

特に教員になるために積極的に大学院に進学する  

わけではないということ、あるいは、採用試験合  

格の倍率が高く、大学院に進んで専門的な知識を  

習得しても合格者数が増えないことを示している  

可能性がある。   

また、体育の場合、修士課程修了後アルバイト  

等をしており進路が確定していないと思われる者  

の割合が、学群卒業時点よりも非常に高くなって  

いることから、他専攻に比べて、専門性を高める  

ことが就職とうまく結びついていない可能性があ  

ると推測される。  

6）体育専門学群におけるキャリア教育プログラ   

ム（総合演習）の概要   

関口（2005）は、発達段階レベルに合わせたキ  

ャリア教育として、①積極的態度の教育、②職業  

倫理の教育、③自己理解の教育、④職業選択の教  

育に重点をおいたキャリア教育から始め、その後、  

⑤職業知の教育、⑥職業能力の教育、⑦就職技法  

の教育（その職業へのスムースな就職技法を獲得  

する）へ進むことを提案している。また、Pe血pas  

ら（1997）は、スポーツ選手のためのキャリアプ  
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学院に戻ってくる学生も少なくない。就職前に職  

業と自分自身とを照らし合わせる活動をすること  

が必要であるため、その活動の機会を提供してい  

るが、受講生自身がその必要なしと判断して活動  

を中断してしまったのだ。   

もう一つは、職業に関してよく調べているが、  

どんなにたくさんの情報を得てもそれを基に判断  

を下さないまま、延々と情報だけを集めているパ  

ターンであり、このような受講生が少なくなかっ  

た。自分が就きたいと思っている職業について調  

べた後 、その職業と自分とを照らし合わせて判断  

するプロセスに進まずに、他にも、より自分にあ  

った職業があるかもしれないと考え、他の職業に  

ついて調べ続ける。もちろん、様々な可能性を検  

討することは重要だが、彼らは複数の職業につい  

て調べ続け、それらの職業を比較する活動には進  

まない。将来の職業を選択し絞り込み、自分の適  

性を判断するといった、職業に関する意思決定を  

躊躇していると推測された。  

2．本研究の目的   

本研究は以下の3点を目的とする。①職業に関  

する意思決定を躊曙する受講生が、将来の進路に  

対する準備に取り掛かるよう促すため、キャリア  

プランニング学習のプログラムを改善する、②受  

講生の学習活動を分析し、体育専攻生のキャリア  

プランニングに対する取り組みの特徴を把握する、  

③体育専攻生のキャリア教育プログラムとしての  

本実践の効果を測り、さらに改善点を検討する。  

3．キャリア教育プログラム（総合演習）の改善  

1）職業選択の不安への対処：不安についての理   

解と将来の見通しを持たせる活動の導入   

浦上ら（2004）は、進路決定を難しいものにし  

ている原因として、一度選択してしまったら取り  

返しがつかないかもしれない不安、不確定な要素  

が多過ぎて予測しにくいこと、予測するために多  

くの情報を得ると今度は扱いきれずに混乱するこ  

と、選ぶ時の基準があいまいで絶対的なものがな  

いことを挙げている。   

平成17年度3学期に行なわれた総合演習Ⅰ終了  

時点でも、将来の職業選択を躊曙する者が多かっ  

たことから（三木・三波，2007）、平成18年度1  

学期に行なう総合演習Ⅱでは、職業を選択するこ  

との難しさについて考え、各々が抱えている不安  

や混乱への対処の仕方について考える活動を、実  

施することとした。また、将来の進路をはっきり  

とイメージすることは難しく、また、唆昧で不確  

実な将来のために準備するということは実感のわ  

きづらい活動であるため、受講生が先の見通しを  

できるだけ明確に持ち、また、自分と対照させ具  

体的な対策が考えられるよう、著名人の仕事観や、  

実在する人物の仕事の遍歴、体育専門学群の先輩  

からのアドバイスなどを提供することにした。  

2）職業選択とキャリアプランニングの促進：求   

められる人材と自分を照らし合わせる自己分析   

の活動の導入   

総合演習Ⅰにおいて「自分について知る」、「職  

業について知る」、「自分と職業を照らし合わせ  

る」活動を行なわせたが、実際には職業について  

調べるこ とが中心になり、自分の興味関心と職業  

を照らし合わせて職業を選択したり、興味を持っ  

ている職業が求めている人材と自分自身を照らし  

合わせ、どのような準備が必要かを考える活動に  

まで進んだ受講生は少なかった。   

そこで、総合演習Ⅱでは、興味を持っている職  

業において求められている人材について検討する  

活動、自分の経験を振り返って自らが獲得したこ  

とを捉えなおす活動、自分の資質を仕事に活かせ  

ることをアピールする自己締介文の作成、自己紹  

介を中心とした模擬面接を実施し、職業に就くこ  

とを考えて自分を捉え直す活動を実施することと  

した。表1に、総合演習Ⅲの授業計画を示した。  

4．授業実践  

1）実践期間と受講生   

総合演習Ⅲの実践期間は平成18年4月14日か  

ら6月29日、受講生は201窄lであった。  

2）授業の進め方と役割分担   

表2に、この授業での役割分担を示した。授業  

の進め方は、平成16年度、17年度と同様である  

（三木・同比2006；三木・三波，2007参照）。   

標準履修年次の1年次・2年次の大部分の学生  

が履修するため、科目等履修生を加えた各クラス  

の受講生数が16－18人とほぼ均等になるように、  

12クラスを編成している。著者らが、授業計画、  

授業案、配布資料、ワークシート、評価基準、学  

期末試験問題を作成し、教員12人がそれらを用い   
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表1総合演習Ⅱ「将来の職業選択と就職の準備を促すキャリアプランニング活動」  

回  概要  ∃皆勤   
生を選ぶこととして仕事  れらを習得することが大事（村上龍）」「「やりたい仕事がないから選ばないと  

巳   

記事を読んで考える   

仕事を選ぶことがなぜ  村上龍と柳井正の意見記事を読んで考えたことを基に、人生を選ぶこととし  
2       難しいのかについて考  て仕事を選ぶことが難しい理由と、必要なサポートについてグループで議論  

える   し、考えをまとめる∩   
仕事を決めることの難し  人生にとって重大だからか決められないのか、職業についてどこまで分かっ  

3       さについで考える   ていないと決められないのか、自分にどこまで合っていないと決められない  
のか、どれだけの時間が必要なのかについて議論し、考えをまとめる。   

仕事を汲めることの難し  努力して希望の職に就いたが転職を余儀なくされ、それでも生きがいを失わ  
4       さにどう対処するか考え  ずに人生を送った一般人の事例について考える。また、進路決定に関わる  

る   複雑さ、曖昧さ、不確実性、不安をどのように捉え、対処したらいいかについ  
て考える∩   

仕事が求める人材を把  就きたいと思う職業が求める人材を把握した上で自己紹介書を書き、全体的  
5       超し眉己アピールする  な印象、具体性があるか、職業・就職先との接点があるか、過去の経験・現    のの 

在自分資質や能力・将来何をしたいかについての情報が含まれている  
か、グループでチェックする∩   

過去の経験の意味を考  過去の経験は個性であり、自分の能力や資質を証明する具体的な証拠であ  
6       え、経験を振り返る  り、特別なあるいは平凡な経験も将来は多様に活用できることを理解し、過  

去の経験について述べる∩   

過去の経験を振り返り、  過去の経験とそこから得たものについて他の受講生が書いた文章を読ん  
7       自分を捉え直す   で、類似した事柄を、人が様々に経験し、様々なことを学んでいることを理解  

する。過去の経験から自分を捉えなおして、将来の仕事にどう活かすかを考  
える〔   

人に自分の資質と個性  同じ人が書いた2つの自己紹介文を読み比べ、同じ経験や考え方を基にし  
8       を伝える   ながら、より個性的で、より優秀な人材であると、信じてもらえるように、伝える  

にはどうしたらいいかを考える∩   

面接で自分の資質と個  将来就きたいと思っている職業の人事面接官に対して自分の個性と資質を  

9       性を伝えるための準備  伝える自己アピール文を作成する。面接官からの質問を予想し、回答を用意  
をする   する∩   

模擬面接：グループの  面接の雰囲気を感じ、自己紹介と質疑応答を体験する。面接官から自分た  
他のメンバーを面接官  ちがどのように見えるのか、個性や資質、信頼感を伝えられる人とそうでない  

10            にして、自己紹介と質  
鼻応答   

て授業を進めた。   

各クラスには、クラスを監督する教員の他に、  

授業を進行させる先生役の受講生を設定した。総  

合演習Ⅱでは、クラス内で5－6名のグループを作  

り、各グループに分かれて活動する。グループの  

メンバーの1人が先生役となり、グループに分か  

れて行なう学習活動を進行させる。先生役は前回  

の授業の最後に決められ、先生役の受講生が事前  

に授業準備ができるよう、授業の4日前に授業案  

と進行表を渡し、授業当日には15－30分の説明会  

を設け、授業の進行について確許している。  

3）授業ワークシート、宿題ワークシート、ポー   

トフォリオの活用   

授業では2種類のワークシートを配布する。授  

業中の活動に用いる授業用ワークシートと、次回  

の授業までに記入して持参する宿題ワークシート  

である。   

受講生は各自、宿題ワークシートにしたがって  

授業中に検討するための材料をそろえ、下調べを  

する。総合演習Ⅱではグループで、宿題ワークシー  

トに記入してきたことを授業中に互いに報告しあ  

い、分析やアドバイスを行なう。   

宿題ワークシートと授業用ワークシートは、毎  

時間の授業の最後に回収され、著者のもとに集め  

られる。著者は、回収されたワークシートの回答  

を分類・集計し、受講生の学習活動を資料にまと  

め、次回の授業で受講生にフィードバックした。  

回収したワークシートは、次回の授業で受講生に  

返却し、情報収集活動で得た他の資料とともに、  

各自のポートフォリオにまとめておくよう指示し  

た。   
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表2クラス担任役の受講生・クラス担当教員・世話人教員（本研究者）の活動と役割分担  

役割   日程   活動   

各クラスの受講生   授業終了  ・活動単位のグループ内で次回授業のクラス担任役を放める   

教員（各クラス担当）  ・宿題ワークシート、授業ワークシート、クラス担任役ワークシートを回収して、世  
員に催す   

世話人教員  ・ワークシートを読んで課題とする学習が行えたかを確認する。不十分であれば、  
授業計画を変更して、再度課題として取り上げる。  
・ワークシートに書かれた回答の集計や、学習を振り返る際にモデルとなる回答  
例があれば抽出して、次回の授業の配布資料に記載する。  
・授業計画とワークシートの分析を基に、次の捜米案とワ【クシート、宿題ワーク  

世話人教員   に返却する。評価対象とするワークシートにうい  
し、各クラス担当教員に評価してヰ、らう∩   

教員（各クラス担当）  ・返却されたワークシートを、指示された評価の観点と評価基準に従って採点し、  
点数を記録しておく。  
・ワークシートの誤字脱字をチェックしたり、可能であれば、コメントを書き入れる。   

クラス担任役の受講  授業3日前  ・クラス担任として授業の進行を任される授業の配布資料、ワークシート、宿題   
生  ワークシート、クラス担任役ワークシートを、世話人教員のところに放りに行く。  

・授業案と授業ワークシートを参照して、クラス担任役ワークシートに、授業進行  
上の注意や説明文、活動の時間配分を記入しておく∩   

，  クラス担任役の受講  授業当日の  ・全クラスのクラス担任役の受講生は、クラス担任役ワークシートを記入して、指定  生  昼休み  された場所に盤合するn   
世話人教．員  ・本日の授業の概要について説明し、時間がかかりそうな箇所や進行が難しい簡  

所について指摘しておき、対応をアドバイスする。  
・クラス担任役を経験する機会を活用して、様々な教授行動を積極的に行うよう  
励ます。  
・授業案や授業の進行について不明な点や疑問点がないかをクラス担任役の受  
派生に尋ね、儲■闇や疑問に答えるn   

教員（各クラス担当）  授業   ・出欠確認、前回回収したワークシートを受講生に返却する。  

・本日の授業の配布資料、ワークシートを配布する。  
・授業がスムーズに進行するように、クラス担任役の受講生をサポートする。  

・各受講生のキャリアプランニング活動に対しても積極的にかかわり、アドバイス  

する〔   
クラス担任役の受講  ・クラス担任役ワークシートを参照しながら授業を進める。   

生  ・並行して、自分も受講生として授業中の裸題に取り組む。  
・授業の最後に、受講生と相談して次のクラス担任役を決め、配布資料を取りに  
行くこと、クラス担任役ワークシートの記入、授業当日の説明会への出席等につ  

いで伝える∩   

そのため、著者が、授業で行った活動を振り返る  

宿題ワークシートを分析し、その授業での課題が  

受講生に十分学習されていない、あるいは学習内  

容が誤解されていると判断した場合は、前回の授  

業の学習課腰を再度取り上げ、やり直した。表3  

は、実施された授業概要を示している。  

4）授業概要   

表1に示した授業計画に沿って、授業を実践し  

た。本研究の実践は、12クラスが12人の教員に  

よって同時間帯に並行して実施されているため、  

受講生の課題への取り組みに問題があることが確  

認されても、授業中に適宜指導することは難しい。  

表3 総合演習Ⅱ「将来の職業選択と就職の準備を促すキャリアプランニング活動」  

回  前時の振り返り   本陣の活動   宿願（次匝1持参）   

オリエンテーション   ①授業の趣旨、進め方、日程、評価方法について説明、②村上  村上龍のl趣味に生きる  
龍の「それぞれの盾・シールド（朝日新聞4／16／06）」を読んで、自  20歳は非合理的（朝日  
分の備について記述、②柳井正氏のr動く、実行する、すべては  新聞4／02／06）」を①要  
そこから（朝日新聞7／18／04）」に対して自分の意見を記述。  約、②自分の資源の括  

用について記述。   

生きる力の育成を目指し  5，6人のグループに分かれ、①前回の柳井氏に対する意見、自分  どんな知識やスキルを  
て、課題解決のための情  の資漁の資源を活用しているか（宿題）について、1人ずつ意見を  必要とする仕事で生活  
報収集、思考、表現、受  発表し、質疑応答。②高校生・大学生が「人生を選ぶこととして仕  の糠を得ようと思ってい  

2                       容、コミュニケーション、発  事を選ぶ際に、障害になっていること、高校生・大学生では何が  るか、職業と要求される  
表の能力を高める活動を  できるのか」についてディスカッション。③グループ内でディスカッ  知織・スキル、情報源を  
行うことを確認。   ションした結果を授業ワークシートにまとめる。   挙げた。  
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「好きな仕事がないなどと  1．以下の受講生の回答に対して自分の意見を記述してから、グ  苦労して希望の職に就   い 
ぜたくを言ってはいけな  ループでディスカッション。①「好きな仕事がないのはぜいたく」だ  いたが転職を余儀なくさ  
い。まず決めて覚悟するこ  とは思わない。②我慢して1つの職に就いている必要はない。③  れ、それでも生きがいを  
とが大事」「好きな仕事、で  「好きな仕事、できる仕事を求めて転職」するのは悪くない。④好  失わなかったある父親  
きる仕事を求めて転職を  きな仕事に就ける人はわずか。就けなくても我慢するしかない。  （朝日新聞4／30／06）の  
繰り返していたら、本当の  ⑤柳井氏は恵まれていたから成功した。追い込まれたから覚悟が  記事を読み、この人は、  

3                                            自分の力にたどり着けな  できた。普通はそうはいかない。   中・高生の時にどのよう  

い」との柳井氏の意見に  2．仕事を決めることについての以下の質問の答えを各自記述し  こ生きたいと考え何をし  
対して、内容を十分理解  てからグループでディスカッション。①仕事についてどこまで分  たか、転職している間変  
せずに言葉の一部を取り  かっていないと決められないのか。②人生を左右することだから  わったもの変わらなかっ     いの 
上げて反論している回答  決められなか、③やりがいと価値観にどこまで合っていないと  たものは何か、この人が  
がみられたことを指摘  決められないのか、④何をする時間がどれくらい必要なのか。  生きていた時代と今は  

違うのか等の質問に答  
クス～   

仕事（進路）を決めること  1．進路決定の難しさ6つから自分に当てはまるものを挙げて、そ  就きたいと思っている仕  
が難しい理由を、6つにま  れぞれの難点にどう取り組めばいいか記述する。6つ以外にあれ  事の採用者に対して白  
とめた。①自分で考えて決  ま挙げ、1つもなければ、進路決定に難しさを感じている大学生  分をアピールする自己  
める「考え方」が分からな  に対するアドバイスを列挙する。   紹介文を書く。①大学  
い、②一度選んセしまった  2．就きたいと思っている職業について調べてきたこと（第2回授  で学んでいること、②ク  
ら取り返しがつかないかも  業宿題）を基に、以下についてグループ内で発表し、他のメン  ラブ活動・サけクル活  
しれないという不安があ  バーからの質問を受ける。また、さらに必要な情報や情報収集の  動、③学外活動・アルバ  

4                                                   る、③自分が決めてもその  イト、④趣味・特技、⑤  

道に進めるとは限らない、  志望動機について、具  

④情報や選択肢が多過ぎ  体的に、活動を通じて  

る、⑤絶対的な基準もな  何を学んだかの説明も  

く、選択の基準があいま  加えて書く。   

い、⑥人からいくら言われ  
ても、自分にその気がない  
と決められない。   

これまで以下の活動を進  ①グループのメンバーに、採用者の立場に立って自己紹介文を  「これまでの学生生活で  
めて来たことを確認：①進  読んでもらい、全体的な印象、能力、人間性、行動力、物事に取  得たこと」について述べ  

路（就職に関する方針）を  り組む姿勢に関してどんな印象をもったか言ってもらう。②大学で  る。どんな経験をした   決めることの重要性を確  学んでいること、クラブ活動・サークル活動、学外活動・アルバイ  か、それによって何を得  
認、②方向性・就きたいと  ト、趣味・特技、志望動機、それぞれについて、具体的に書かれ  たか、得たことを仕事に   の決定 
思う職業、③自分  ているか、職業や会社職場との接点があるか、過去の自分・現在  どのように活かしていこう  

5                                            が就きたい職業で求めら  の自分・将来の自分に関する情報を含まれているかを、お互いに  と考えているかについて  
れている人材を把握、③  は必ず述べる。   
進路決定のために必要な  
情報や就きたい職業につ  
いての情報が不十分であ  

れば、補う   

相手に自分のことを伝える  ①グループのメンバーににれまでの学生生活で得たこと」の文章  12のテーマから3つ選ん  

時には、①相手は自分の  を読んでもらい、どんな印象をもったか言ってもらう。どのようにし  で、どんな経験か、その  
ことを知らないということを  たらよくなるかアドバイスし合う。②経験を振り返る理由とその重要  時感じたこと、何を得た  
頭に置いておく、②分かっ  性について考える：どんな経験からも学んでいる。普通の経験も  かを述べる。努力した経  
てもらおうという意識を持  ある人にとっては重要な経験になっている。スポーツや競技経験  験、楽しかった経験、挫  

6                                     つ、③相手の視点で見ら  も幅広く活かせる。経験を振り返ることで、自分の個性や強みが  折経験、感動経験、プラ  
れるということを覚えておく  理解できる。自分の経験は仕事にどう活かせるかを考えると、将  イドにこだわった経験、  
のポイント、どのようにすれ  来の仕事に対する自分の態度や準備状況が分かる。実際にあっ  実力を伸ばして認めら  
ば相手に自分の特徴を伝  た経験を述べることによって、そこに表れている自分の個性や能  れた経験、リーダーシッ  
えられるか   力をより説得力を持って伝えることができる。   プを発揮した経験等。   

経験を振り返ることが大事  ①受講生が番いたにれまでの学生生活で経験したこと」を紹介  就きたいと思っている仕  

な理由、スポーツしかやっ  （「高校最後の大会で1回戦負け。…努力するのは当たり前で、そ  事の顧客、仕事で実際  
てこなければスポーツの能  れをどう結果に結びつけるかまで考えてやらなければ何も生まれ  にどのようなことをするの  

力しか身に付いていない  ないことを学んだ」等、15編紹介）②「これまでの学生生活で経験  か、自分がやりがいを感  
7                              のか、特別な経験や感軌  したこと・そこから得られたこと」を仕事にどう活かせるかを考える。  じられるのはどんな活動  

体験がなければ意味がな  

いのかについてもう一度  え、経験をその活動にど  

考える。   う活かせるのか記述す  

る。   

経験や経験から得たもの  ①教員採用試験志願書のために4年生が書いた自己アピール文  自分が就きたいと思って  

を仕事に活かすことを考え  の第一稿と最終稿を読み、印象の違いを記述する。②自分に能  いる職業の採用者に対  
る時に大事なこと、必要な  力や個性があることを納得してもらうためにはどうしたらいいか、グ  して、自分をアピールす  
ことについてもう一度考え  

8                        る。   按官として質問したいことを書き出す。④自己紹介した後、質問し  
てほしいこと、してほしくないことを書き出す。⑤就きたいと思って  
いる職業で十分やっていけると期待させられる自分の能力や人  
間性、他者とは違う個性や強み、それらを持っていることを納得し  
てもらえる経験や出来事、を書き出す  
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自分に能力や個性がある  ①自己アピール文を読み上げ、メンバーに印象を尋ねる。②メン  ①自分が就きたいと  
こと、希望の職業でやって  バーに自己アピール文に関する質問を出してもらって答える。③  思っている職業の採用  
いける、他の候補者とは達  回答を聞いてどう思ったか他のメンバーに尋ねる。④前回紹介し  者に対して、自分をア  

9                       う、と面接官に納得しても  た自己アピール文を書いた4年生のコメント（紙面が限られている  ピールする文章を書く。  
らうためにはどうしたらいい  ので、後から質問してもらえばいいというつもりでキーワードだけ  ②予想される質問と答  
か、もう一度考える   入れた等）を紹介。⑤次回の模擬面接で話す自己アピール文の  えを書く。  

改善と質疑応答の準備。   
就きたい職業を予め調べ  ①模擬面接：志願者（椅子のみ）と面接官（志願者以外のグルー  テストに持参するポート  

ておき、希望職種別にグ  プメンバー）は対峠して座る。1人10分で互いに役割を交代する。  フォリオの整理。  
10                ループを分け直した  自己紹介、自己アピール、質疑応答。②面接の印象、改善点に  

ついてグループ内で互いにアドバイス。③就職活動を始める前  

に、必要な情報収集、勉強や準備について話し合う。   

asakyu．com／column／？id＝17）、r会社を選ぶ前に自  

分の職業を決めて就職してほしい。どうしても好  

きな仕事がないなどと贅沢を言ってはいけない。  

これにする、とまず決めて覚悟をすることが大事  

なのです」という柳井氏の意見に対する賛否と理  

由を、受講生に記述させた。   

その結果、回答のあった134人中111人（83％）  

が「職業を決めて覚悟することが大事」という柳  

井氏の意見に対して賛成であった。反対意見の23  

人（受講生の17％）のうち21人が挙げた理由は、  

「好きな仕事が見つかるまで決めなくてもいい（7  

人）」「決めた職業に就けなかったり挫折したら取  

り返しがつかないから、決められない（7人）」「一  

つに絞らず可能性に挑戦すべき（5人）」「仕事で  

なく、会社を選んでもいい（2人）」であった。   

これらの反対意見が、「好きな仕事」を探してい  

ても見つからず、あるいは「重大なことだから安  

易には決められない」と思っているうちに、就職  

について考えなければならない時期が来てしまい、  

様々な業種への就職に挑戦し、仕事に対する思い  

入れがないまま、「会社」で就職先を選んで就職活  

動を行なう傾向を反映しているのであれば、一考  

を要する。就職活動をしながら総合演習を受講し  

ていたある4年次生は、ワークシートの中で次の  

ように述べている。「いろんな業種のいろんな会  

社を受けたが、面接のたびに、『なぜこの仕事を選  

んだのですか』『我が社でどんなことをしてみた  

いですか』と聞かれてうまく答えられなかった。  

自分はどんな仕事がしたいのか、どんなことをし  

たいからこの会社を受けようとしているのかをし  

っかり考えてから就職活動をしないといけないこ  

とが分かった」。   

3）キャリアプランニングの対象として選択され   

た職業（第1回授業のワークシートの回答から）   

表4には、第1回授業のオリエンテーションの   

5．職業に関する体育専門学群生の意識  

1）将来の職業を決める覚悟について（総合演習  

Ⅰ終了時、1年次の回答から）  

1年次の3学期に受講した総合演習Ⅰで、「自分  

について知る」、「職業について知る」、「自分と職  

業を照らし合わせる」活動を行った後、「総合演習  

Ⅰで、「自分について知る」、「職業について知る」、  

「自分と職業を照らし合わせる」活動を行ったこ  

とで、将来この職業に就くという覚悟ができたか」  

と受講生に尋ねたところ、回答のあった132人中  

59人（45％）が「覚悟はできていない」と答えた。   

大学1年次あるいは2年次の初めに、将来の職  

業を欽定し、準備を始めることは難しいことであ  

ると思われる。しかし、たとえば教職の場合、体  

育専門学群生の11％が卒業と同時に教員になって  

おり、この割合は他専攻よりも明らかに多く、逆  

に大学院修士課程修了時点では他専攻と変わらな  

い割合（14％）になっている。このことからも、  

実際に就職するまでの時間的な余裕よりも、将来  

の進路を決めて準備を進める気持ちになれるかど  

うかが重要であるとも言える。  

2）就きたい職業を決めて就職することについて   

（総合演習Ⅱ第1回授業のワークシートの回答   

から）   

総合演習Ⅱの第1回授業オリエンテーションで  

は、「若者には知識も技術も十分にない。ある資源  

は時間だ。仕事を選ぶことは人生を選ぶこと。ど  

うやって生きていくのか、どんな知識やスキルで  

生活の糧を得るのかを考え、今ある時間を使って  

それらを習得することが大事」という、朝日新聞  

の『仕事力』欄に掲載された小説家村上龍の意見  

記事を紹介 し た（h坤：／／Ⅵ肌鮎ab′u・COmノ  

column／？id＝17）。次に、同じく朝日新聞の『仕事  

力』欄に掲載された、ファーストリテイリング代  

表取締役柳井正の意見記事を読み（加tp‥／／wⅥW  
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最後に、キャリアプランニング学習で取り上げた  

い職業として受講生が挙げたものを示した。最も  

多いのは教員（50％）で、次いでスポーツ関連企  

業（11％）、トレーナー（11％）、スポーツ指導者  

（7％）の順である。航空会社への就職を希望する  

者などの少数を除くと、大部分の受講生が体育・  

スポーツ■健康・福祉関係の職業に就くことを希  

望している。   

しかし前述したように、大学を卒業する時点で  

の進路状況は、企業35％、進学29％、教員8％、  

公務員等3％であり、就職先の企業種もアパレル、  

流通、金融、不動産など多岐に渡っている。した  

がって、実際には教員を志望しながらも果たせず、  

進学したり、あるいは、就職先の企業について十  

分検討しないまま就職する者が少なくないと推測  

される。  

1年次3学期の総合演習Ⅰで、職業と自分につ  

いて知る活動を行い、第1回授業では、現在、学  

生が持っている時間という資源を使って就職の準  

備をすることや、就きたい職業を決めて就職する  

ことを勧める意見記事を読んで自分の意見をまと  

めたが、この時点ではまだ、多くの者が自分に合  

った職業を絞り込むことができていないと言える。  

4）職業を選ぶことが難しい理由と必要なサポー   

トについて（第2回授業のワークシートから）   

第2回の授業では、オリエンテーションで読ん  

だ、村上龍の意見記事にあった「人生を選ぶこと  

として仕事を選ぶ」ことが、なぜ難しいのかにつ  

いて考えた。表5に示したように、受講生が記述  

表4 受講生がキャリアプランニング学習の対象として選択した職業  

職業   人数  ％   受講生の職業（人数）   

教員   102  50％  体育教師（100）、養護（1）、保育士（1）   

スポーツ関連企業  22  11％  スポーツ用品メーカー、スポーツ用品販売会社、スポーツ関連企業   

トレーナー   22  11％  トレーナー（18）、スポーツ栄養士（1）、整体・整復土（2）、理学療法士  
／1＼   

スポーツ指導者   15  7％  コーチ（8）、インストラクター（5）   

マスコミ   8  4％  ジャーナリスト（6）、番組制作（1）、アナウンサー（1）   

スポーツ科学関連  8  4％  スポーツ用具開発者（5）、研究者（2）、大学教授（1）   

公務員   8  4％  督察官（4）、消防士（1）、救急救命士（1）、地方公務員（1）、国家公務  

健康・福祉関連   6  3％  健康運勤指導士（4）、社会福祉士（1）、介護福祉士（1）   

口／1＼  

実業団・プロ選手  4  2％  実業団、Jリーガー、競技が続けられる会社   

航空   3  1％  パイロット（1）、客室添乗員（2）   

自営業   3  1％  経営者（2）、スポーツエージェント（1）   

その他   4  2％  製菓業（1）、学校事務（1）、セラピスト（1）、体育の振興をする仕事（1）   

計  205  100％  

表5 「人生を選ぶこととして仕事を選ぶ」ことが難しい理由  

回答者150名  
問題の所在   理由   人数   ％   

仕事を選ぶことに対する心構  26  17％  

え（24％）   人生を選ぶことと同じで重大だから慎重に   10  7％   

現在の生活環境（23％）  今やりたいこと・やらなければならないことを優先してしまう   14  9％  

十分な情報が得られない   20  13％   

自分と職業のマッチング  9  6％  
（20％）   どの職業にも自分に合わない条件がある   10  7％  

就くために必要な能力が自分にない   7％   

障害・制限（14％）   やりたいことはあるが、採用のチャンスが少なく、障害がある   21  14％   

不確定性（10％）   仕事に就いてからも不安がある   6  4％  

自信や確信がもてない   9  6％   

自己分析（9％）   自己分析できていない   14  9％  
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した理由は、「仕事を選ぶことに対する心構え  

（24％）」の問題「現在の生活環境（23％）」が整っ  

ていないという問題、「自己分析（9％）」が不十分  

なこと、「自分と職業のマッチング（20％）」が難し  

いこと、「障害や制限（14％）」、「不確定性（10％）」  

に分類できる。絶対的に安全確実な選択は不可能  

である以上、不確実性の問題は解消することはで  

きないが、障害や制限は、実際には克服すること  

が可能である。したがって、学生が難しいと感じ  

ているこれらの問題に対処するには、「仕事を選  

ぶことに対する心構え」を持たせ、「現在の生活」  

の中で仕事を選ぶ辛苦勤を行うための時間と情報な  

どの環境を整え、自分の興味関心や能力を分析し、  

職業とのマッチングを行った上で、自分の能力不  

足や仕事の条件などの問題について対処法を考え、  

問題を克服していく活動を、就職準備活動とする  

ことが必要と言えるだろう。   

上記の質問と合わせて、「どんなサポートや情  

報が得られれば、人生を選ぶこととして仕事を選  

ぶことができるのか」を尋ねたところ、表6に示  

した回答が得られた。大学や周囲からのサポート  

や情報について尋ねる意図であったが、回答の  

36％は、自らの努力で行うべきことを挙げていた。  

JL、構え（15％）や情報収集（11％）、自己分析（6％）、  

能力向上（4％）というように、仕事を選ぶことの  

難しさに対応した方策が挙げられている。大学や  

周囲からのサポートとしては、職場や就括経験者  

の話（19％）、インターンシップ等の体験（18％）  

が最も多く、就職情報の提供、キャリアプランニ  

ングの授業、就職相談などの必要性が認識されて  

いる。これらは既に、多くの大学において行われ  

ていることではあるが、大学側が設定する講演会  

や体験談では、学生は、そこで提供される情報や  

職種を選ぶことはできず、受動的に聴いているこ  

とが多い。インターンシップも単位として認めら  

れているが、選択肢は多くなく、自力で受け入れ  

先を探すことができる学生は少ない。筑波大学の  

場合、企業による就職やインターンシップ説明会  

が頻繁に開かれ、多様な職種の情報や体験に容易  

に触れることができる、在首都圏の大学とは異な  

る環境にある。自分の興味関心に合った就職情報  

を提供してくれる現場の情報提供者やインターン  

シップ先を、学生自身が見つけてアクセスするの  

をサポートする紹介システムや、そのような情報  

収集のための教育プログラムが必要かもしれない。  

5）将来の仕事を決めることに対する不安につい   

て考える（第3回授業ワークシートから）   

人生を選ぶこととして将来の仕事を決めること  

が難しい理由として、情報が少ない（13％）、重大  

な決定であること（7％）、自分の興味・関心（7％）・  

能力（7％）と職業がぴったり合わないこと、危機感  

がないこと（17％）が理由として挙げられていた  

（表5参照）。第3回の授業では、この結果を受講  

生にフィードバックした上で、以下の①－④の問  

いかけを行い、4つのうちから2つを選び、それ  

についてグループで議論し回答するように指示し  

た。   

①仕事についてどこまで分かっていないと決め  

られないのか。試合のように、最善の準備をして  

もその通りいかないことを覚悟して、決めること  

はできないか。   

②人生を左右することだから決められないのか。  

100％確証が持てる仕事が見つかるのを待つのか。  

人と付き合う時、理想の人でなくても、この人と  

はうまくいくかもしれないという希望を持って付  

表6 職業選択のために必要なサポートや情報  

回答者127名．  

サポート源  必要なサポートや情報   人数  ％   

周囲の援助  24  19％  

（64％）   アルバイトやインターン等での体験   23  18％  

就職情報の提供を行う環境整備   9％  

キャリアプランニングの授業   10  8％  

相談にのる等、周りの人の協力   10  8％  

経済的援助   3  2％   

自助努力  19  15％  

（36％）   情報を収集する   14  11％  

自己分析する   8  6％  

能力の向上   5  4％  
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表7－1から分かるように、「不安なら納得いくま  

で調べればいい（26％）」「試合よりもしっかり準  

備すべき（24％）」「最善の準備はすべき（11％）」と  

いうように、6割以上の受講生ができるだけしっ  

かり調べて納得できるようにしたいと考えている。  

②「人生を左右することだから決められないのか。  

100％確証が持てる仕事が見つかるのを待つのか」  

に対する回答（表7－2参照）にも、「まだ時間があ  

るので決められない（11％）」「慎重になるべき  

（3％）」というように確証を求める気持ちが表れて  

いるが、受身ではなく、確証が持てるように「自  

分から動くべき（47％）」と考えていることが分か  

る。   

③「価値観、やりがい、興味関心の全てを満た  

すことはできないと考え、優先順位や条件を明確  

にして最善の判断をするしかないと考えられない  

か」に対する回答（表7－3参照）は、予測するた  

めに多くの情報を得たが、扱いきれずに混乱する  

ような場合の対応について示唆している。「優先  

順位や条件を明確にして最善の判断をすべき」と  

いう提案を受け入れている者が46％いたが、「価  

値観で決めるのは難しい（11％）」というように、  

き合うのではないか。   

③全ての価値観ややりがい、興味関心に合った  

仕事はなく、それは変わることもある。全ては満  

たせないと考え、優先順位や条件を明確にして最  

善の判断をするしかないと考えられないか。   

④仕事に就くまでにしなければならないことや、  

申請期間等の動かせないスケジュールがある。そ  

れらに対応できるように準備する必要があるので  

はないか。   

上記の①－①から選んだ問いかけについて、意  

見を記述させた。結果は、表7－1～7－4に示した。   

浦上ら（2004）は、進路決定を難しくしている  

原因として、一度選んでしまったら取り返しがっ  

かないかもしれない不安、不確定な要素が多過ぎ  

て予測しにいくこと、予測するために多くの情報  

を得ると今度は扱いきれずに混乱すること、選ぶ  

時の基準があいまいで絶対的なものがないことを  

挙げている。   

①「仕事についてどこまで分かっていないと決  

められないのか」に対する受講生の回答は、不確  

定な要素が多すぎて予測しにくいことに対して、  

受講生がどのように対応できるかを示している。  

表7＿1「仕事についてどこまで分かっていないと決められないのか。試合のように、最  

善の準備をしてもその通りいかないことを覚悟して決められないか」という意見  

に対する回答  

受講生の回答   人数   ％   

不安なら納得いくまで調べればいい   31  26％   

完壁はないから覚悟を決めてチャレンジすべき   31  26％   

試合よりもしっかり準備すべき   28  24％   

最善の準備はすべき   13  11％   

必要な情報は十分得られる   四  9％   

よく分かっていないと決められないというのは言い訳   4  3％   

A普  118  100％  ロ ロ   

表7－2 「100％確証が持てる仕事が見つかるのを待つのか。理想の人でなくても、この人  

とならうまくいくかもしれなという希望を持って努力するものではないか」とい  

う意見に対する回答  

受講生の回答   人数   ％   

自分次第、待つのではなく自分から動くべき   49  47％   

100％でなくてもある程度の方向性を汲め、希望を持って理想を目指せばいい   27  26％   

どうしても合わないなら転職すればいい   11  11％   

まだ時間があるので決められない   11％   

仕事と人付き合いは違うのでもっと慎重になるべき   3  3％   

深く考える必要はなく柔軟な判断でいい   2  2％   

確証がないと決められないというのは言い訳   1％   

合計   104  100％  
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自己と仕事を照らし合わせて仕事を決定するのが  

難しいと感じている者もいる。   

「選ぶ時の基準があいまいで絶対的なものがな  

い」という問題に対しては、2つの考え方があっ  

た。一つは、②での「100％でなくてもある程度の  

方向性を決めて（26％）」、③での「優先順位や条件  

を明確にして（46％）」という回答のように、大事  

な点のみある程度決めておくという対応であり、  

二つめは、①での「完壁はないから覚悟を決めて  

（26％）」、③での「合わないものがあっても覚悟し  

て（38％）」というように、予想通りにならないこ  

とも覚悟することや、②での「どうしても合わな  

いなら転職すればいい（11％）」というように、予  

想通りにならなかった時に対処するという考えで  

あった。   

以上の結果から、受講生は、不確定な要素が多  

いが、自分から動いて納得できるまで調べたいと  

思っていること、選ぶ基準が曖昧で、いろいろな  

観点から考えると決定するのは難しいが、大事な  

点を明確にし大体の方向性を決めたり、予想通り  

にならないことを覚悟したり、その場合でも対応  

策があると考えることはできると言える。   

では、将来の進路に向けての準備を始めること  

についてはどうだろうか。④「仕事に就くまでに  

しなければならないことや、申請期間等の動かせ  

ないスケジュールに対応できるよう準備する必要  

があるのではないか」に対する回答（表7－4参照）  

では、「追い込まれるまで待ってもいい（2％）」と  

いう受講生の他は、早めに準備しなければならな  

いことは分かっていると推測される。しかし、仕  

事を決めた後も準備することはたくさんあり、時  

間は限られているということを伝えたにも関わら  

ず、「時間をかけてできるだけ早めに準備（36％）」  

というように、基本的には時間をかけたいと思っ  

ている受講生や、「決めなくても考え始める  

（28％）」というように、仕事を決めることを躊躇  

している受講生が少なくないことが分かる。  

表7－3 「価値観、やりがい、興味関心全てに合った仕事はなく、変わることもある。全  
ては満たせないから、優先順位や条件を明確にして最善の判断をする他ないので  
は」という意見に対する回答  

受講生の回答   人数  ％   

優先順位や条件を明確にして最善の判断をすべき   43  46％   

合わないものがあっても覚悟して努力する   35  38％   

価値観で決めるのは難しい   10  11％   

深く考える必要はなく柔軟な判断でいい   4  4％   

価値観等が合わないから決められないというのは言い訳   q  1％   

合計   93  100％   

表7－4 「就括前にしておかなければならないことや申請期間等、動かせないスケジュー  
ルがある。それらに対応できるように準備する必要があるのではないか」という  

意見に対する回答  

受講生の回答   人数  ％   

時間をかけてできるだけ早めに準備   33  36％   

決めなくても考え始める   26  28％   

動かせないスケジュールを意識して早めに情報を集める   23  25％   

まだ早いから決められないというのは言い訳   6  7％   

追い込まれるまで待ってもいい   2  2％   

その他   2  2％   

92  100％  
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なれない会社勤めを続けながら勉強を続け、その  

後、大手予備校の講師兼副校長になり、教育と経  

営に手腕を発揮した。「何度も仕事を変えた勝俣  

氏は、どのように生きていきたいかという気持ち  

もその度に変わったと思うか」という質問に対し  

て、回答者の81％が「変わっていない」と回答し  

た。仕事を変えることになっても、自分の生き方  

を変えずにいられる生き方の例を示すことができ  

たと言えよう。   

また、「なぜ勝俣氏はそのような努力を続けら  

れたと思うか」という質問に対して、232回答の  

記述の中で最も多かったのは、「目標・夢あるいは  

好きなことがあったから（30％）」であり、「やりた  

いことが明確だから（11％）」を合わせると、4割  

以上が自分のやりたいことや目標を持つことの重  

要性を指摘している。次に多かったのは、「意志が  

強いから（22％）」「向上心・情熱があるから  

（13％）」で、これらは、前向きな強い気持ちが必  

要であることを認識している。意志の強さや向上  

心の他に、「行動力があるから（3％）」「計画性が  

ある・真面目な性格だから（3％）」「特別な人だか  

ら（2％）」という回答もあり、個人の特性によるも  

のと捉えている者も多いと言える。また、「家族の  

協力・家族に対する責任があるから（13％）」と家  

族の影響を挙げた者もいた。   

以上の結果から、仕事に就いて生きていくとい  

うことがどういうことであるのか、はっきりとは  

つかめない受講生にとって、紆余曲折を経ながら  

仕事をして生きている一般人のことを知るのは、  

有効であると言える。ただし、その人のケースか  

ら学ぶことが多くあっても、その原因がその人自  

身にあるとして、自分とは距離を置こうとする傾  

向もあることに注意しなければならない。  

7）これまでの経験を活かすことを考える（第5   

回授業ワークシート、第6回宿題ワークシート   

から）   

宿題として、就きたいと思う職業が求める人材  

について調べ、それを基に自己アピール文を書く  

という課題を設定した。第5回授業では、受講生  

は、自己アピール文をグループのメンバー と互い  

にチェックし、アドバイスしあった。評価の観点  

は、①全体的印象、②具体性があるか、③職業・  

就職先との接点があるか、④過去の経験、現在の  

自分の資質や能力、将来何をしたいかに関する情   

6）新聞記事を教材にして他者のキャリアから学   

ぶ（第3回授業の宿題ワークシートから）   

柳井氏のような著名人の意見記事に対する受講  

生の意見の中には、柳井氏が恵まれた環境にいた  

ことを指摘するものもあった。また、浦上ら（2004）  

が指摘しているように、受講生の多くは、不確定  

な要素が多く選ぶ基準もあいまいで、一度選んで  

しまったら取り返しがつかないと思い、仕事を決  

めるのを躊躇している。そこで、仕事に就いて生  

きていくという未経験の事柄について少しでも明  

確なイメージや実感が持てるように、一般人と考  

えられる人が仕事に就き、人生を選ぶこととして  

仕事を選んで生きてきた実例を示すことが必要で  

あると考えた。ある大企業の社長が、一般人であ  

った自分の父親（勝俣氏）が、努力して職業に就  

き、不本意な転職を余儀なくされながら、どんな  

人生を送ったかを紹介している新聞記事を教材と  

した。この記事を読ませることで、人生を選ぶこ  

ととして仕事を選ぶこと、予想外の状況に直面し  

た時の決断とその基準、不本意な仕事に就いた後  

でも生きがいを失わない対応などについて具体的  

な例を示した。   

受講生は、第3回授業で仕事を決めることの難  

しさについてディスカッションした後、宿題とし  

て上記の記事を読み、宿題ワークシートの質問に  

回答した。回答のあった121人中100人（83％）  

が、「勝俣氏は特別な人ではない」こと、「育って  

いく環境は選べず、努力しても報われるとは限ら  

す、うまくいっていても突然何が起こるかわから  

ない世の中で生きていかなければならないという  

点で、勝俣氏の生きてきた時代も今も同じと言え  

る」と回答者の76％が静めていた。このことから、  

勝俣氏の記事は受講生にとって参考にすることの  

できるものであったと推測される。   

勝俣氏の記事は、息子が父親の人生を振り返る  

形式で書かれている。勝俣氏は貧しかったが勉強  

好きで、周囲の援助を受け、高等小学校卒業後は  

代用教員をしながら猛勉強して教員になった。多  

くの受講生は「人生を選ぶこととして仕事を選ぶ  

こと」に蹄躇していたが、「勝俣氏は、高校生・大  

学生の年齢で自分の人生を決めることができてい  

た」ことは回答者の72％が認めていた。勝俣氏は、  

第二次大戦中に国語教師として戦争を賛美する側  

に立ったことに責任を感じ、終戦後は自ら教職を  

辞して事業を起こしたが失敗、会社員に転職して、  
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んだことが多く、それらの経験は将来の仕事に活  

かせると考えている。また、リーダーシップを発  

揮した経験は将来の仕事に活かせる経験として意  

識されていると推測される。  

「挫折経験」として記述されていた91の経験の  

内容を分壊すると、「怪我（35％）」が最も多く、次  

いで「試合での敗北（15％）」、「レギュラーメン  

バーに選出されなかったこと（14％）」、「記録の不  

振（10％）」など、競技や部活動に関する経験が多  

く、その他の経験は、「受験の失敗」、「友人関係」、  

「アルバイトでの経験」など6％に過ぎなかった。   

「一生懸命努力した経験」として、87の様々な  

経験が記述されていたが、最も多かったのは、「自  

分が専門とする競技の競技成績を上げるために努  

力をしたこと（44％）」だった。2番目に多かった  
「大学入試の受験勉強で努力したこと（24％）」と  

「勉強と部活を両立させたこと（3％）」を除けば、  

その他の努力した経験も、「自主練習やリハビリ」、  

「チームへの貢献」、「練習メニューの工夫」、「レ  

ギュラーポジションの獲得」など、73％が部活や  

競技生活に関係した経験であった。  

「集団達成の経験」として記述された67の経験  

で最も多かったのは「体育祭や学園祭の成功  

（30％）」で、次いで「試合での勝利（24％）」、「目  

標としていた大会への出場（12％）」、「励ましあっ  

て競技を継続したこと（12％）」が続いた。全体の  

67％が、競技や部活に関係した経験だった。   

「自分が大きな影響を受けた経験」として挙げ  

られた63の記述で最も多かったのは、「先生や友  

人から言われたこと（16％）」であった。「友人や家  

族の死や柄気」、「人との出会いや人が努力してい  

る姿を見たこと」、「自分の失敗や達成・克服の経  

験」、「海外経験」、「クラスイベント」等、多様な  

出来事が挙げられていたが、全体の58％は、「部  

活動や競技を通じての人とのかかわり（14％）」、  

「部活動や競技での達成経験（8％）」、「部活動や  

競技でのつらい経験（19％）」と、部活動や競技に  

関係した経験であった。   

「リ←ダーシップを発揮した経験」は46の経験  

が挙げられ、「体育祭のリーダーを務めた（22％）」、  

「生徒会長を務めた（2％）」を除くと、「キャプテ  

ンを務めた（50％）」、「チームをまとめた」、「中心  

になって練習メニューを作成・指導した」、「試合  

でチームをまとめた」等、部活動や競技に関する  

経験が76％を占めた。   

報が含まれているかの4点とした。   

第6回授業では、過去の経験を振り返ることの  

意味について考えた。過去の経験は人それぞれ違  

い、すなわち個性を表すものであること、また「こ  

のような経験をした」と述べることによって、そ  

の経験ができた自分の能力や資質を証明する具体  

的な証拠となること、競技やスポーツに関する経  

験やそこで得たものは、競技やスポーツだけでな  

く幅広く様々な場所で活かせること、特別な経験  

だけが役に立つのではなく、ごく普通の平凡な経  

験から大事なことを見出し身につけることができ  

ること、を受講生に伝えた。そして、以下の12  

種類の経験から3つを選び、それぞれの経験がど  

のような経験で、そこから何を得たのかを記述さ  

せた。①一生懸命努力してきた経験、②楽しかっ  

た経験、③挫折経験、④感動経験、⑤自分のプラ  

イドにこだわった経験、⑥実力を伸ばしてそれが  

認められるようになった経験、⑦リーダーシップ  

を発揮した経験、⑧みんなで何かを成し遂げた経  

験、⑨独自のアイディアを発揮した経験、⑲自分  

にとっての冒険的な経験、⑪自分に大きな影響を  

及ぼした経験、⑫自分が誰かに影響を与えた経験、  

である。   

第7回の授業では、第6回の授業で提出された  

受講生の経験談からいくつかを抜粋して全員に提  

示し、同じテーマであっても様々な経験が挙げら  

れていること、類似した経験であっても、そこか  

ら学んでいることは人によって違うことを具体的  

に示した。そして、再度、12種類の経験から3つ  

を選んで経験を記述し、その経験で得たことを将  

来の仕事にどのように活かすかについても記述さ  

せた。   

受講生が挙げた545の経験で最も多かったのは  

「挫折経験（17％）」で、次いで「一生懸命努力し  

た経験（16％）」、「みんなで何かを成し遂げた経験  

（12％）」、「自分が大きな影響を受けた経験  

（12％）」、「感動経験（11％）」であった。同様に、  

将来の仕事に活かせると思う経験を挙げさせたと  

ころ、「挫折経験（16％）」と「一生懸命努力した  

経験（16％）」が同数、次いで「みんなで何かを成  

し遂げた経験（11％）」、「自分が大きな影響を受け  

た経験（11％）」、「リーダーシップを発揮した経験  

（11％）」の順であった。受講生は、否定的な経験  

である挫折経験も含めて、努力した経験、集団達  

成の経験、自分が大きな影響を受けた経験から学  
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楽しさ」や「努力」と簡単に記述されていたこと  

が、文書2では「運動感覚の習得」「感覚を辛がか  

りにした試行錯誤」というように、より個人的な  

経験として記述され、その体験を活かして教師と  

してどのような指導を行うかが具体的に示されて  

いる。多くの受講生が書いている文書1のタイプ  

の自己アピールよりも、個性的で有能な教員志望  

者という印象を与えるものとして文書2を選んだ。  

良い例を先に読んでから一般的な文章を読んで、  

欠けているものを見つけさせた方が良いか、普通  

の文章を読んでから、良い例ではどのように工夫  

して書かれているかについて考える方が良いかを  

検討するため、り5名の受講生には最初に文書1を  

読ませ、次に文書2を読ませた。そして75名には、  

文書2を最初に読ませ、次に文書1を読ませた。   

その結果、文書1を「書いた人は、個性的で有  

能な候補者だとは思わない」と、先に文書1を読  

んだ受講生の場合は89％が、また、後から読んだ  

受講生の場合は85％が回答した。文書2は「有能  

な候補者だと思う」と答えた受講生は、各々64％  

と97％だった。また、文書lを書いた人物につい  

ての印象として「人並み」、「専門穂目中心」とい  

う特徴が挙げられたが、これは文書2を書いた人  

物の印象にはなかった。これらのことから、当初  

の予測通り、文書1よりも文書2の方が個性的で  

有能な人物という印象を持たせる文章であること、  

8）経験を踏まえた自己アピールの仕方について   

考える（第8回授業ワークシート、第9回宿題   

ワークシートから）   

第8回授業で受講生は、表8に示した文書lと  

文書2を読み、「それぞれの文書を書いた人物は、  

他にも教員を目指している候補者が数多くいたと  

して、その中でも個性的で有能な候補者だと思う  

か」を尋ねた。文書1と文書2は、教員採用試験  

に合格した体育専門学群4年生が、教員採用試験  

の志願書の自己アピール欄に記入するために最初  

に書いた原稿（文書l）と、何度か書き直して提  

出した最終稿（文書2）である。文書1も文書2  

も、長く続けてきた競技経験によって培った自分  

の特性をアピールしている。文書Ⅰほ、受講生の  

多くが第6回授業で書いた自己アピール文と似て  

おり、長い間の競技経験によって努力や忍耐力を  

身につけたこと、自分自身が得ることができた達  

成感やスポーツの楽しさを、子どもたちに伝えた  

いと述べている。文書2は、競技を通じて感じた、  

運動を習得することの喜びをより個人的な体験と  

して述べ、それは試行錯誤を続けた結果得られた  

成果であり、自分のこの経験を活かして、子ども  

たちが運動感覚を辛がかりに学習していけるよう  

な体育指導をしたり、試行錯誤する努力の重要性  

を伝えたいと述べている。文書1で「スポーツの  

表8 第8回授業で受講生が読み比べた2つの自己アピール文  

教員採用試験志願書の自己アピール欄の趣旨：「本県の教員を目指す自分を自由にアピー  
ルしてください。（今までに特に力を入れて取り組んだこと、自分の個性や長所、自己PR  
など」  

中学1年の暗から9年間00（専門種目）を続けている。自分の人生を振り返ってみても、これほど長  
い期間一つのことに打ち込んだ経験は他にはなく、自分を語る上でなくてはならない重要なものであ  
る。00と出会ったことで、努力は決して無題にはならないこと、努力と結果が結びついた時の喜び  
を知ることができ、怪我を克服することで逆境にも負けない忍耐力を身につけることができた。また、  
00を通じて多くの先生方の指導を受け、スポーツの魅力や休を思い通りに動かすことの楽しさを  
知ったことで、自分も同じように将来の子どもたちと関わっていきたいという夢を得ることができた。  
よって私は、00を初めとする様々なスポーツの魅力を自分自身も感じながら子どもたちに触れても  
らい、その結果夢を与えられるような教員になりたいと思っている。そのためには努力は惜しまず、明  
るく前向きに子どもたちと関わっていきたい。  

中学1年の暗から9年間00（専門種目）を続けている。私は、多くの先生方の指導を受ける中で、  

走るという誰もが行うことのできる運動が、意識の持ち方や体への力の入れ方一つで、他の人には真  
似のできない走りに生まれ変わることを知り、その楽しさに魅了された。この驚きと喜びは、長い間走  
ることと真剣に向き合い納得がいくまで努力した結果得たものである。こうした経験や運動に関する  
知識を基に、体育の授業では、子どもたちが新しい運動感覚を得たり、自分のイメージ通り動けるよう  
な指導を実践して、子どもたちに新鮮な驚きや楽しさ、そして試行錯誤の努力が結果につながった  
時の達成感を味合わせたい。私が大学の模擬授業で特に褒められたことは、声が大きいということ  
だった。声だけでなく気持ちも届くように、子どもたちの中に積極的に入り、子どもの視点からスポー  
ツと関わることでよりよい指導法を考えたい。子どもたちの心と体の声に耳を傾け、抱えている課題に  
対して解決の糸口を一緒に見つけようとすることで、子どもたちが努力する気持ちを膨らませたい。こ  
れが今の私にできることだと考えている。   
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った。全てを自分から説明しなくても、読んだ人  

にまずは興味を持ってもらって、興味を持っても  

らったことについて聞いてもらえば、後から補う  

ことができるだろうと思えるようになってから、  

少し余裕ができた。」   

受講生は、模擬面接で話すための自己アピール  

文を書き、第9回授業で練習して、グループのメ  

ンバーからアドバイスを受けた。第6回授業でも、  

過去の経験を振り返って自己アピール文を書いて  

いるので、第6回授業で提出したものと第9回授  

業で提出したものを、著者らが以下の観点で、そ  

れぞれ5点満点で評価した。①具体性、②過去・  

現在・未来が含まれているか（過去の経験によっ  

て、今どのような能力・資質を持つようになり、  

それを将来の仕事にどのように活かすかが書かれ  

ているか）、③個性的な自己アピール（他の人とは  

適う個性をアピールしているか）、④仕事の理解  

（仕事を理角草し、求められる人材としてアピール  

しているか）の4つの観点である。その結果、具  

体性は3．4から3．6、過去現在未来の観点は3．3か  

ら3．5、仕事の理解は3．1から3．3と、大きな変化  

は見られなかったが、個性的な自己のアピールは  

2．9から3．6 と大きく向上した（t（162）＝は33，p  

く01）。過去の経験の多くがスポーツ・競技に関す  

る経験であり、それらの経験から努力や忍耐力、  

リーダーシップ、協調性などが身についた、とい  

うように誰もが類似した自己アピール文を書いて  

いたのが、その努力や忍耐、リーダーシップの内  

容をより個人的に捉えなおすことができたと言え  

よう。  

9）模擬面接（第10回授業ワ…クシートから）   

第10回授業では、将来就きたいと考えている職  

業が同じ、あるいは近い受講生でグループを作り、  

l人当たり10分の模擬面接を行なった。自分以外  

の他のメンバーを面接官役として、志願者として  

順番に面接官の前に立って自己アピールをし、面  

接官から質問を受けた。模擬面接を終えた後、グ  

ループ内でアドバイスしあった。その後、模擬面  

接を振り返り、就職に向けてこれからどんな準備  

をするか尋ねた。   

「これから準備が必要なこと」として144人か  

ら得られた回答を整理し、表9に示した。「将来ど  

んな仕事をしたいか考える」、「就きたいと思って  

いる仕事の内容や現状に関する情報収集J、「自分   

受講生がその遠いに気づけることが分かった。文  

書を書いた者の人物像についての記述は、どちら  

の文書から先に読んだ場合でも、最初に読んだ文  

書についての記述数の方が2番目の文書について  

の記述数よりも多い。しかし、個性的な文書2を  

読み、次に平板な文書1を読んだ場合は、記述数  

が1人当たり3．0から2．1へと激減するのに対して、  

平板な文書1を読み、次に個性的な文書2を読ん  

だ場合は、2．7から2．5というようにわずかな減少  

に留まっている。このことから、平板な文書を読  

んでから良い例を読んだ方が、違いが明白になり、  

書いた人の印象についてよく考えていると言える。   

文書1と2を読んだ後、グループに分かれて、  

①アピールしたい能力や人間性を自分が本当に持  

っていることを面接官に納得してもらうには、ど  

うしたらいいか、②その職業でやっていける優秀  

な人材として期待できると、面接官に思われるに  

はどうしたらいいか、③他の候補者と違う自分の  

個性や強みをアピールするにはどうしたらいいか、  

について話し合った。また、文書lと2を書いた  

体育専門学群4年生からのメッセージとして以下  

のような文章を紹介した。「紙面が限られている  

ので、文書1では、自分のいろいろな側面につい  

てかいつまんで述べたつもりだったが、読んでみ  

ると、表面的で誰でも書けそうな文章になってし  

まった。そこで、特に自分らしいと思う事柄r新  

しい運動感覚」にしぼって番き直した。すると、  

今度は専門種目や専門的知識が強調された冷たい  

感じの文章になってしまったので、体育授業や子  

どもたちに対する自分の気持ちがもっと示せるよ  

うにまた書き直した。（中略）『模擬授業で』と書  

くだけで、教育実習以外の経験もあることが示せ  

るし、面接の時に「模擬授業で何をしたか」と聞  

いてもらえば、専門種目以外の種目も十分教えら  

れることを示せるかもしれないとも思った。難し  

かったのは、教員になってしたいことを書くと、  

夢を語っているようで自分をアピールする文章に  

見えない、反対に自分の能力について書き連ねる  

と、自慢話のようで信じてもらいにくいというこ  

とだ。また、具体的な経験を挙げて説明できれば  

いいのだが、自分の強みを示すような経験をいく  

つも挙げるスペースもない。自分の経験と、それ  

によって得たこと、得たことを仕事にどう活かし  

ていくかをバランスよく入れることができればい  

いのだが、それをつながりよく入れるのが難しか  
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表9 模擬面接後、受講生が就職の準備に必要として挙げたこと（複数回答可）  

回答者数144名  

回答者数  全回答者  
回答の内容  

に占める   

個性をアピールする等、面接に対する対策や努力   72   50％   

就きたいと思っている仕事に関係する能力・資質の向上   53   37％   

就きたいと思っている仕事の内容や現状に関する情報収集   49   34％   

採用試験や採用条件についての情報収集   43   30％   

自分自身について理解し直す／自分の考え方を確認する   36   25％   

特定の就職先についての情報収集／人脈を作る   20   14％   

将来就きたいと思っている仕事に就く覚悟や意志を明確にする   9   6％   

将来どんな仕事をしたいか考える   8   6％   

っていなかったということを実感し、自分の能力  

や意欲を仕事に照らして捉え直してアピールする  

ために、さらに仕事や採用についてもっとよく知  

る必要があると考えたと推測できる。また、「自分  

自身のことや自分の考え方を確認する」ことが必  

要だと述べている回答者（25％）は、自分と同様に  

競技中心の経験をしてきた他の受講生と共に模擬  

面接を行い、人とは違う自分や、就職してからの  

自分らしい働き方をアピー／レすることの難しさを  

感じて、もう一度自分自身や自分の考え方を捉え  

直すことが必要だと感じていた。就職先の企業や  

私立学校を具体的に決めて、その就職先について  

情報収集をしようとしている者もいたが（14％）、  

一方で、この時点でやっと、「やはり、将来どんな  

仕事をしたいかしっかり考えておかなければいけ  

ない」と思うようになった者（6％）や、「明確な  

目標や意思がなければ、面接ではバレてしまう」  

「まず第一に覚悟をしっかり決める必要がある」  

と認識した者（6％）もいた。   

総合演習Ⅰと総合演習Ⅲを通じて、キャリアプ  

ランニングのためのいろいろな活動をしてきたが、  

仕事や自分自身について目的をもって理解し、将  

来の仕事の方向づけを明確にしようとするのでは  

なく、指示された活動をただ行ってきただけの者  

が多かった。しかし、就職活動で誰もが経験する  

面接を模擬的に体験することによって、職業や自  

分自身についての理解が不十分で目的や方向性が  

不明確なままでは、実際の就職活動で困ってしま  

うということが実感できたと言えよう。  

10）就職活動のための準備行動   

本研究の調査対象者は、平成17年度3学期（平  

成17年12月～平成18年3月）に総合演習Ⅰを受   

自身のことや自分の考え方を確認する」、「就きた  

いと思っている仕事に関係する能力や資質の向  

上」、「採用試験や採用条件についての情報収集」、  

「就きたいと思っている仕事に就く覚悟や意志を  

明確にする」、「特定の就職先についての情報収  

集」、「個性をアピールする等、面接に対する対策  

や努力」のSグループに分類された。   

模擬面接は受講生にとって初めての経験であり、  

模擬面接を振り返ってこれから必要だと思う準備  

について尋ねたため、個性をアピールする等「面  

接のための対処や努力をすること（50％）」を挙げ  

ていた回答者が最も多かった。次いで、就職に向  

けてのこれからの努力として「将来就きたいと考  

えている仕事に関係する能力や資質を磨くこと  

（37％）」が挙げられていた。次に、34％が「就き  

たいと思っている仕事の内容や現状に関する情報  

収集」を、30％が「「採用試験や採用条件について  

の情報収集」を挙げている。本研究の対象となっ  

ている総合演習Ⅲの前に、総合演習Ⅰでも将来就  

きたいと思っている職業について調べ、教員志望  

者は多くが採用試験についても調べていることか  

ら、総合演習Ⅱを終わるに当たって、これからこ  

うした情報収集が必要だと述べていることは、キ  

ャリアプランニングの学習があまり進んでいない  

ことを示しているように見える。しかしここで回  

答者が述べている記述は、例えば「もっと自分を  

アピールできるように、仕事で何が求められてい  

るかなどを調べる」、「採用試験を受けた先輩から  

実際にどんな質問をされたか聞く」というような  

内容であった。「就職したら実際にどのように仕  

事をするか」、「仕事に関わる重要な問題をどのよ  

うに解決するか」を模擬面接で自ら述べたり質問  

された時に、満足に答えられるほどにはよく分か  
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詳し、引き続き平成18年度1学期（平成18年4  

月～7月）に本研究で実践した総合演習Ⅱを受講  

し、最後の模擬面接まで、オリエンテーションを  

含めて計20回のキャリアプランニング学習の授  

業を受講した。その1年後、平成19年9月に、こ  

の総合演習Ⅰと総合演習Ⅱを受講していた学生の  

うち176人を対象に調査を行った。教職に就きた  

いと考えている121人に対して、「教員採用試験  

について調べてあるか」を尋ねたところ、「ほとん  

ど調べていない」という者が57％、「まだ必要な  

い」という者が4％であった。また、教職以外の  

職に就くことを考えている学生55人は、「どんな  

仕事に就くかまだ決めていない」6人（11％）、「企  

業としか決まっていない」10人（18％）の他は、  

マスコミ関係（15％）、研究職・大学教員（15％）、  

スポーツ関連企業（13％）、トレーナー・理学療法  

士（7％）、コーチ・実業団（7％）と回答していた。  

以上のことから、キャリアプランニング学習を行  

い、なぜ準備をしなければならないかを理解し、  

早目に準備し始めた方がよいと納得し、準備が不  

十分であれば困ることになることを模擬的に実感  

したとしても、即座に実際に行動するわけではな  

い。  

5．結論   

本研究では、10回のキャリアプランニング学習  

プログラム（総合演習Ⅰ）で、「職業について知る」、  

「自分について知る」、「職業と自分を照らし合わ  

せて自分に合った職業を探索する」という活動を  

行った後も、職業選択に関する意思決定を躊躇す  

る体育専門学群生に対して、後半10回のキャリア  

プランニング学習プログラム（総合演習Ⅱ）を改  

善して、将来の進路に対する準備に取り掛かるよ  

う促した。改善した点は、①職業を選択すること  

の難しさについて考え、それぞれが抱えている不  

安や混乱に対して、どのように対処したらいいか  

を考える活動、②将来の進路について先の見通し  

を描きやすく、自分と引き比べて対策が考えられ  

るよう、な、具体的で身近な教材や事例、③職業に  

就くことを考えて自分を捉え直す活動、を取り入  

れたことである。   

改善したプログラムを実施し、受講生の学習活  

動を観察・分析することによって、体育専攻生の  

キャリアプランニングに対する取り組みや職業意  

識を明らかにした。その結果、以下のことがわか  

った。   

①従来の体育専門学群生の就職状況を見ると、  

1／3以上が様々な業種の企業に就職しているが、2  

年次の段階では半数が保健体育科教員を希望し、  

大部分の受講生が体育・スポーツ・健康・福祉関  

係の職業に就くことを希望している。   

②就くことを希望している職業はあっても、こ  

の仕事に就くと意思決定できる者は多くない。   

③意思決定ができない理由は、「危機感や覚悟  

が持てない」、「学生生活の中で将来の仕事につい  

て考えるには時間と情報が不十分」、「自分に合っ  

た仕事を見つけるのが難しい」ためと考えられて  

いる。   

④それでもいっかは決めなければならないが、  

その時は、「だいたいの方向性を決めたり、予想通  

りにならないことを覚悟することはできる」と考  

えている。しかし、「欽定はできるだけぎりぎりま  

で延ばして、自分が納得できるまで調べたい」と  

思っている。   

本研究で改善したキャリア教育プログラムによ  

って、以下のような効果を挙げることができた。   

①仕事を選ぶことや仕事をして生きていくこと  

について、著名人が述べている意見について考え  

ることで、受講生は、r職業を決めて覚悟すること  

が大事だ」ということが理解できた。   

②不本意な転職を余儀なくされながら生きがい  

を失わなかった人の人生の話を読んで、「不確定  

な将来であっても、自分のやりたいことや目標、  

前向きな強い気持ちが持っていること、家族の存  

在や協力によって努力を続けることができる」と  

いうことが推測できるようになった。   

③就職志願者の自己アピール文を読み比べたり  

自己アピール文を作成して評価しあったり、模擬  

面接で自己アピールをすることによって、過去の  

経験や自分白身を捉え直し、個性としてアピール  

することの重要性に気づくことができた。   

④模擬面接を体験することで、自分自身のこと  

や仕事について、就職という目的をもって理解し  

将来の方向づけを明確にしなければ、将来の就職  

活動で十分に対応しきれないことを実感した。   

⑤このプログラムを終了して1年経過した時点  

で、未だに将来の進路が明確になっていない者や、  

準備をほとんど進めていない者が数多くいたこと  

から、将来の進路を決めることに対する考え方が  

変わり、将来の就職に向けて必要なことや対応策   
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動に入るまでに常に多くの時間がかかることにな  

る。したがって、例えば本実践で採用し、受講生  

からの評判も良かった模擬面接のように、就職活  

動の準備としても行われる活動を、将来の進路が  

明確に決定されていなくても実施する、というの  

は一つの方法であろう。就職に向けて必要な、具  

体的な活動を進路の決定に先がけて行なうことで、  

具体的な活動をしながら自分に足りない情報や意  

識、態度に気づくということも考えられるだろう。   

ただしこの場合、就職に向けて具体的な活動を  

行なうため、受講生に、単なる就職対策のための  

スキルトレーニングと捉えられてしまう可能性が  

ある。例えば、面接のためのスキルやノウハウだ  

けに注目してそれを習得しても、仕事に対する自  

分の熱意や優れた資質をアピールすることはでき  

ないことに、受講生が気づけるようにしなければ  

ならない。  

3）キャリアカウンセリングで用いられている評   

価尺度の活用   

また、本実践は、研究のために実施されている  

のではなく、体育専門学群生のキャリア教育のた  

めの授業として実施しているものである。学生が  

記述したり評価したりするワークシートを、毎時  

間回収して分析するのは、本来、授業の進行と受  

講生の学習の進度をモニターするためで、授業に  

沿って受講生の自由記述を追い、そこから学習者  

の変化やプログラムの効果を見いだすというのが、  

本研究の主な手法である。そこで今後は、キャリ  

アカウンセリングで用いられている Career  

TransitionInventory（Gysbersら，1998）などを用い  

て、定量的な評価を行うことも検討する必要があ  

ると考えている。キャリアカウンセリングで用い  

られているツールを活用することで、受講生自身  

の理解を深める助けとなることと並行し、より客  

観的な評価が可能になると推測される。  

4）体育専門学群の専門性を活かしたキャリアプ   

ランニングの検討   

前述のように、体育専門学群卒業時に教員にな  

っている者の割合や人数が他学類に比べて多いと  

いうことは、学群の専門性に直結した職業に就い  

ている者が、他学群他学類に比べて多いというこ  

とである。保健体育科教員というキャリアパスが  

明確な職業については、体育専門学群の専門性を   

が分かっても、実際に行動に移して準備を始める  

わけではない。  

6．今後の課題  

1）意識の変化から行動化を促す働きかけの必要   

性   

卒業後の職業が明確に決まっている医学専門学  

群でキャリア教育の実践を行った教員の報告（平  

成19年12月14日キャリア支援教職員FD）によ  

ると、医者になることは決まっているとしても、  

自分からこんな医者になろうという意思決定をし  

直すことが重要だということである。卒業後に専  

門性を活かした職業に就きやすい学群であっても、  

自分から職業に就き、このように仕事をしていこ  

うという意識を持つことが必要であることが、示  

唆されている。   

本研究の実践を始める前の総合演習では、「職  

業について知る」、「自分について知る」、「職業と  

自分を照らし合わせて自分に合った職業を探索す  

る」という活動は、ただ情報を集めるというだけ  

の活動で終わっていた。本実践を通じて受講生は、  

こうした活動がなぜ必要であるのかを理解した上  

で、活動に取り離．めるようになった。また、将来  

の職業に対する意思決定や目標を明確に持つこと  

の重要性についても、理解することができた。つ  

まり、当初は表面的に行っていたことを、もう→  

度意思や目的を持ってやり直さなければならない  

ということが分かり、意識化ができたということ  

である。   

しかし、この段階でこのプログラムは終了して  

しまった。その後の具体的な計画や準備は受講生  

本人に任され、1年後に、主体的に準備を進めて  

いた学生は半数に満たなかった。そこで、今後の  

実践では、前半・後半各10回のキャリアプランニ  

ング教育プログラムの中で、具体的なキャリアプ  

ランニングの計画や準備活動を実際に進めるとこ  

ろまで行えるようにしなければならないと考えて  

いる。  

2）模擬面接など、就職活動の準備となる活動の   

利用   

本実践からも分かるように、将来の進路決定に  

対する態度や心構えを変えることには大きな抵抗  

があるため、最初に態度や意識を変えて活動の意  

味や重要性を納得させようとすると、具体的な活  
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活かしたキャリアプランニングが、ある程度でき  

ていると言える。   

前述のように、教員になる者の割合が多いこと  

を除けば、どの職業にもついていない者の割合や  

進学者の割合は、人文系の学類と類似していた。  

教員を志望して計画的に準備している学生以外は、  

専門性と職業が結びつきにくい人文系の学生と類  

似した職業探索を行っていたり、就職活動に関し  

て同様の問題を抱えている可能性がある。こうし  

た学生に対しては、教員以外にも専門性を活かせ  

る職業を幅広く探索させたり、あるいは、本実践  

で過去の経験を振り返る活動で強調したように、  

体育専門学群の専門性が、体育・スポーツ以外の  

領域でも十分に活かせることを認識させることが  

必要だろう。   

本研究実践の結果からも明らかなように、体育  

専門学群生の能力や資質を形作っているのは、こ  

れまでスポーツや競技に関わってきた経験である  

と、本人たちは自覚している。体育専門学群に在  

籍し、日々の授業や課外活動や競技生活の中で蓄  

積されている知識や能力や観点は、他学部や他専  

攻の学生には学ぶ機会はなく、したがって体育専  

門学群生の個性と実力を形成しているものである。  

体育専門学群で開設されている様々なスポーツ科  

学やコーチング学の領域の知見に興味を持って、  

「スポーツマネジメント関係の仕事」や「バイオ  

メカニクスの研究ができる仕事」に就きたい、と  

いうように、興味をもった専門領域を手がかりに、  

職業について考えようとしている専門学群生も少  

なくない（三木・三波，2007）。今後は、体育専門  

学群生が専門領域と具体的な職業とを結びつけや  

すくなるような情報提供も合わせて、積極的に行  

う必要があると考えている。  

謝辞   

本研究は、独立行政法人日本学術振興会科学研  

究費補助金（基盤研究B課題番号19300210）によ  

る研究成果の一部である。  

引用文献  

Gysbers，N．C，Heppner，M．J．，andJohonston，J．A．  

（1998）：CareerCounseling．（大久保功・江野本稔・   

田中敬子訳，『ライフキャリアカウンセリング』生   

産性出版，2002年）  

市川仲山（2003）：学力から人間力へ．教育出版．  

三木ひろみ・岡出美則（2005）：「総合的な学習の時   

間」のための教職科目一筑波大学体育専門学群で   

の実践．筑波大学体育科学系紀要，2S，43－55．  

三木ひろみ・三波千穂美（2007）：「総合的な学習の   

時間」のための教職科目一体育専攻生のキャリア   

プランニング教育として．筑波大学体育科学系紀   

要，30，47－61．  

文部科学省（2000）：特色ある教育情動展開のための   

実践実例集－「総合的な学習の時間」の学習活動   

の展開－．大日本図書．  

Pettipas，A．，Champagne，D．，C】1artrand，）．，Danish，S．，   

and Murphy，S．（1997）：Athlete’s Guide to Career   

Plan皿1ng．（田中ウルヴェ京・重野弘三郎臥『ス   

ポーツ選手のためのキャ リアプランニング』大修   

館書店，2005年）  

関口和代（2005）：大学におけるキャリア教育．川端   

大二・関口和代編著 『キャリア形成 個人・企   

業・教育の視点から』pp．113－136  

筑波大学大学院修士課程体育研究科（2007）：平成   

20年度大学院入学案内．筑波大学大学院修士課程   

体育研究科．  

筑波大学学生部就職課（2007）：平成16年度就職状   

況   

http：／／sy11Shoku．sec．tsukuba．acjp／piss／statis／courSe．htm  

筑波大学体育専門学群（2007）：体育専門学群   

UniversityofTsukuba2008．筑波大学体育専門学群．  

浦上昌則・三宅車介・横山明子（2004）：就職活動を   

始める前に読む本．北大路書房   


	0109.tif
	0110.tif
	0111.tif
	0112.tif
	0113.tif
	0114.tif
	0115.tif
	0116.tif
	0117.tif
	0118.tif
	0119.tif
	0120.tif
	0121.tif
	0122.tif
	0123.tif
	0124.tif
	0125.tif
	0126.tif
	0127.tif
	0128.tif
	0129.tif

