
1．研究の背景と目的

1-1．学校における学校支援ボランティアの占める位置
　学校と地域社会との連携は、社会教育審議会答申「急
激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方につい
て」（1971年）において、その重要性が再認識されて以降、
現在では学校経営・教育経営の中心的なテーマとして、
両者の連携の重要性がさまざまな側面から論じられてい
る。実際の学校現場に眼を向けてみると、例えば、学校
運営協議会の設置および運営（コミュニティ・スクール
の運営）、学校評議員制度の導入、土曜教室や企業体験（イ
ンターンシップ）等の実施のように、近年の学校教育現
場で実施されている事業の多くは、地域社会との連携な
くしては実現できないものばかりである、と言っても過
言ではないであろう。
　こうした学校の運営や教育活動を支える「地域社会の
教育力」とは、当該地域に在住もしくは勤務する「学校
支援ボランティア」と呼ばれる人々の力量によるところ
が大きい。この学校支援ボランティアとは、文部科学省
（1997年）が出した「教育改革プログラム」のなかで、「学
校の教育活動について地域の教育力を生かすために、保

護者、地域人材や団体、企業等がボランティアとして学
校をサポートする活動」と定義されている。
　学校での教育活動の成否は、もちろん教師の力量によ
るところが大きいものである。しかしながら、近年の学
校教育への地域社会の影響力を考慮すると、学校支援ボ
ランティアが学校での教育活動に対して果たす役割とそ
の力量も、こうしたボランティアの実施者と教師との協
働や学社連携といった視点からますます重要視されてい
る。

1-2．キャリア教育の概要
　中央教育審議会の答申のなかに、「キャリア教育」とい
う用語が初めて登場したのは、「初等中等教育と高等教
育との接続の改善について」（1999年）であった。この答
申では、従来よりも早期に、つまり初等教育段階から児
童の発達に応じたキャリア教育をスタートさせることを
提唱した。
　そもそもこのキャリア教育という用語は、1971年、ア
メリカのテキサス州で開催された全米中等学校長協会年
次大会で、当時の連邦教育局長官のマーランド（Sidney, 
P. Marland. Jr.）によって提唱されたものである。マーラ
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　近年、学校支援ボランティアが学校における教育活動に対して果たす役割が期待され、学校と学校支
援ボランティアとの協働の仕組みを整備することが求められている。本研究は、両者の連携が必要不可
欠なキャリア教育活動に着目し、独自のミッションと専門性を有するNPO法人（学校支援ボランティア）
が作成するキャリア教育の学習プログラムが構築される過程を、事例分析によって考察するものである。
本研究の事例分析の対象としたキャリア教育事業は、経済産業省主催のキャリア教育事業「地域自律・
民間活用型キャリア教育プロジェクト」（2005年度～ 2008年度）の一環として実施されたものである。
具体的には、「イーハトーブ・ルネッサンス―企業戦略体験型職業観創生プロジェクト―」（事業受託者：
NPO法人未来図書館）である。本研究では、このキャリア教育事業における学習プログラムの作成過程
を4つの段階に分類し、生徒の職業観・勤労観を養うために結集した、さまざまな立場の学校支援ボラン
ティアが参加・協力したキャリア教育事業について、学校支援ボランティアのコーディネートを実施し
たNPO法人の果たす役割を中心に検討する。
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ンドはこのキャリアの概念を「一生の歩みの総体」とし
て捉えたうえで、キャリア教育の概念を、「初等教育・中
等教育・高等教育・成人の各段階で、進路や仕事を選択、
決定し、その後の仕事において自己実現ができるように
指導・援助する組織的・総合的教育である」と述べてい
る（藤井、2007）。その後アメリカでは、1978年に「キャ
リア・エデュケーション奨励法」が制定された。アメリ
カにおけるキャリア教育は、この「キャリア・エデュケー
ション奨励法」の施行を契機として、全米各州の初等、
中等、高等教育機関で実践され、まさに国を挙げての取
り組みとして展開していった。
　日本におけるキャリア教育の定義は、文部科学省の中
に組織された「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」が発表した『報告書―児童生徒一人一
人勤労観、職業観を育てるために―』（2004年）による
と、「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」であり、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」と捉え
ることができる。これは上述のアメリカにおけるキャリ
ア教育の概念を踏襲したものであると考えられる。つま
り、マーランドによるキャリアの定義のように、個々の
人間の一生涯をキャリアとして捉えたうえで、職業―働
くこと―に対する考えを深めながら、個々の一生涯を自
分自身がデザインしながら歩んでいくために必要な態
度・知識・技術を育むための教育活動を、キャリア教育
と換言することができよう。
　現在、日本の社会では、新規学卒労働者の早期離職率
や若年層の無業者数（NEET）が増加傾向にあるなかで、
そうした若年層を減らすことや、少子高齢化にともない
労働力人口の低下が避けられない状況の下、産業界の担
い手を確保すること等が求められている。こうした喫緊
の課題の解決に向けて、2007年12月には、内閣府特命
担当大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
によって「キャリア教育等推進会議」が発足し、初等教
育段階から高等教育段階までの体系的、継続的なキャリ
ア教育の推進に向けて「キャリア教育等推プラン」が策
定された。このように、わが国の教育の領域を担う文部
科学省のみがキャリア教育事業に取り組むのではなく、
関係省庁が連携しながら、次世代を担う若者を対象とし
たキャリア教育を推進している。本研究の分析対象とす
るキャリア教育事業も、文部科学省ではなく、経済産業
省が主体となって実施した学校におけるキャリア教育事
業「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」
である。

1-3．研究目的
　上に述べた背景の下、本研究では、学校と地域社会と
の連携によって実施されたキャリア教育事業に着目す
る。具体的には、経済産業省主催のキャリア教育事業「地
域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」（2005
年度～ 2008年度）の一環として実施された、「イーハトー
ブ・ルネッサンス―企業戦略体験型職業観創生プロジェ
クト―」を採りあげる。この「イーハトーブ・ルネッサ
ンス―企業戦略体験型職業観創生プロジェクト―」は、
NPO法人未来図書館（岩手県盛岡市）が、経済産業省か
ら同事業を委託されて実施したものである。
　本研究の目的は、第一に、上述のキャリア教育事業に
おいて、NPO法人未来図書館―学校支援ボランティア
―の作成した学習プログラムがどのような過程を経て作
成されたかを明らかにすることである。 第二に、学習プ
ログラムの作成と実施の過程で、学校支援ボランティア
が配慮した事項、つまり学校支援ボランティアが施した
工夫について検討することである。

2．研究の方法とケースの概要

2-1．研究の方法
　本研究は、上述のとおり、学校とNPO法人との連携に
よって実施されたキャリア教育事業のケース・スタディ
である。研究の方法は、ケースとするNPO法人未来図書
館（岩手県盛岡市）のキャリア教育プログラムに基づい
て実施された授業の参与観察調査、実施校の教員とNPO
法人未来図書館スタッフとの打ち合わせ場面の参与観察
調査、本事業を中心的に担ってきたNPO法人未来図書
館メンバーへのインタビュー調査である。これら調査を
実施した日程は、下記のとおりである。
　
　2007年5月1日：学習プログラムの最終チェック場面
の参与観察調査
　2007年8月21日：岩手県立大東高校における授業観察・
担当教員に対するインタビュー調査
　2008年1月23日：キャリア教育成果発表会の参与観察
調査
　2008年9月27日：NPO法人未来図書館メンバーに対
するインタビュー調査
　
　以下では、上述の調査結果を踏まえ、次のような手順
で分析を進める。最初に、ケースとするキャリア教育事
業の実態を明らかにする。次に、このキャリア教育事業
における学習プログラムの作成過程について、時系列に
分析を行う。 
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2-2．研究対象とするキャリア教育事業の概要
2-2-1． 「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェク

ト」の概要
　経済産業省事業である「地域自律・民間活用型キャリ
ア教育プロジェクト」は、2005年度から2007年度にか
けての3年間、子どもたちが職業観・勤労観を育み、地域
の産業やものづくりに対する理解を深めることを目的に
実施された。そのために、経済産業省はキャリア教育を
実施するうえで必要不可欠な地域社会の教育力が学校に
円滑に還元されるよう、「民間コーディネーター」と呼ば
れる学習支援者が中心となって実施するキャリア教育の
取り組みを推進した。本事業における「民間コーディネー
ター」とは、具体的には、教育分野で活動するNPO法人、
株式会社、有限会社である。その役割は、「地域関係者間
で顔の見えるネットワークを構築するとともに、民間の
アイディアを活かして、一過性ではない体系的・効果的
なプログラムを作成・実施する」（経済産業省、2008）こ
ととして位置付けられている。
　3年目の2007年度は、全国28地域のNPO法人や企業
が「民間コーディネーター」として選定された。この「民
間コーディネーター」が中心となって、それぞれの地域
が抱える課題に対応したキャリア教育の学習プログラム
を開発し、28通りのプログラムにそくしたキャリア教
育が、教師との協働によって全国28地域の各学校で実施
された。

2-2-2． NPO法人未来図書館の概要
　本研究が着目する「イーハトーブ・ルネッサンス―企
業戦略体験型職業観創生プロジェクト―」は、上述の経
済産業省事業の一環として、NPO法人未来図書館が「民
間コーディネーター」として岩手県内の小学校、中学校、
高校において実施したものである。
　NPO法人未来図書館（以下、未来図書館と略称する）
は、岩手県盛岡市に2004年に設立した団体である。この
団体の前身は、コミュニティ・ビジネス実行委員会であ
る。このコミュニティ・ビジネス実行委員会とは、大都
市と比較すると疲弊する感のある地方地域の岩手を、地
域に根ざしたビジネスを起業することによって活性化し
たいという願いの下、2003年に岩手県在住者および出
身者によって結成された任意団体である。メンバーは、
都市で起業を行った企業経営者を中心に、行政関係者、
教育関係者等、上述の活動の使命を共有するさまざまな
職業に従事する人々であった。
　こうした活動目標を達成するための脚がかりとして、
まずは岩手の人々がその地域に根ざしたビジネスを起業
することに挑戦することが活発に展開されていくことの

できる基盤をつくるために、次世代を担う子どもたちへ
のキャリア教育に取り組むこととなった。そして、キャ
リア教育に取り組むことを決定して間もなく、単なる任
意団体としてキャリア教育を行うのではなく、公益法人
としてより幅広い人々を対象とした活動を展開してい
くことをめざして、組織をNPO法人化することとなっ
た。下記は、未来図書館の活動目標についての宣言文で
ある 1）。

　「学校を卒業するときになって初めて仕事探しをする
若者、会社をリストラされてもなす術無く無力感に打ち
のめされる中高年が増えています。これらの現象は多く
の日本人が自分の人生と仕事の関わりについて深く考え
ることが無いまま生きてきたことを示しているのではな
いでしょうか。自分の仕事を選択できる力と仕事を成し
遂げる為の力を身に付けることがこれほど必要とされて
いる時代は無かったと思います。私たちはこういった時
代の要請に応える事業を行い、自分の仕事は自分で見つ
ける、起業に挑戦する事が当たり前になる、そういった
社会を実現し次の世代に継承していきたいと考えます。
これらの事業を社会的責任をもって継続的かつ発展的に
行なうため、法人格と致します。」

　このような活動理念を掲げる未来図書館は、経済産業
省から受託した「地域自立・民間活用型キャリア教育プ
ログラム」（2005年～ 2007年）、文部科学省から受託した
「学びあい支えあい地域活性化推進事業」、自主事業であ
る「国際派キャリア教育事業」等を実施している。

3．NPO法人未来図書館（学校支援ボランティア）
によるキャリア教育事業

―高校におけるキャリア教育
「地域の課題解決プログラム」の実践―

　2007年度「イーハトーブ・ルネッサンス―企業戦略体
験型職業観創生プロジェクト―」は、岩手県内の小学校・
中学校・高校の全11校における827名の児童・生徒を対
象として、各学校の授業のなかで実施された。この事業
は、上述のとおり2005年度からスタートしたものである
ので、2007年度で3年目を迎える。そのため、2007年度
に実施された学習プログラムは、基本的に前年度までに
構築してきたものを踏襲したものである。
　この学習プログラムには、小学生版、中学生版、高校
生版の3つのプログラムがある。具体的に、小学生は、地
元の商店街や企業で調査や体験学習を行い、身近な職業
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について理解を深める「おしごと研究プログラム」、中学
生は、地元の歴史、文化、産業等を地域住民の協力を得
ながら調査し、それを地域情報誌として編集し、地域外
に発信する「地域の魅力発信プログラム」、高校生は、地
元の企業を調査して地域産業の現状分析を行い、地域を
活性化するために必要な課題を検討する「地域の課題解
決プログラム」である。これら3つのプログラムのうち、
本研究では高校生対象の「地域の課題解決プログラム」
に焦点をあてる。
　こうした授業は全て、未来図書館、実施校の教員、未
来図書館がコーディネートするゲスト講師、地元企業、
地域住民、保護者との連携によって実施された。図1（柴

田、2008）にも示したように、授業に関わる各主体が、
地域の子どもをより良く育てたいという願いを共有しな
がら、子どもの職業観・勤労観を養うことを通じて生き
る力を育むことや、子どもの地域への理解力を高めるこ
とを意図しながら本事業に関与した。こうした子どもを
育むための共通目的（図1）は、未来図書館と教員がまず
授業の設計段階で確認しあい、未来図書館からゲスト講
師および地域住民へ、教員から各家庭の保護者へ周知さ
れた。このような各主体の連携体制が未来図書館を中心
に整備されていたため、本事業の体験活動では、地域住
民や保護者の積極的な参加協力が確認された 2）。

　本研究で参与観察を行ったキャリア教育「地域の課題
解決プログラム」は、2節で記載したとおり、岩手県立
大東高校（岩手県一関市）で実施したものである。この
大東高校は、2005年度、大東高校（全日制課程普通科）
と大原商業高校（全日制課程商業科）が統合して、現在
では普通科と情報ビジネス科を有する新制大東高校とし
て4年目を迎えた高等学校である。2007年6月26日～ 12
月18日、情報ビジネス科の1年生40名が、「ビジネス基礎」
の時間19時間を活用して、「地域の課題解決プログラム」
に取り組んだ。

　大東高校における「地域の課題解決プログラム」は、
未来図書館の作成した同プログラムの原型を、次の表1
のとおりにアレンジしたうえで実施した。そもそもこの

プログラムは、「総合的な学習の時間」で実施することを
想定して作成されたものであるが、商業系の科目「ビジ
ネス基礎」や「マーケティング」や「商品と流通」におい
ても適用可能な内容となっている。この学習プログラム
は、未来図書館のメンバーの中でキャリア教育事業を中
心となって担った、T氏とO氏、および実施校のK教諭
との綿密な情報交換や打合せによって、収斂されたもの
である。担当のK教諭は、このプログラムを実施するに
あたって、次のように語っている。

　「大東高校には1学年の中に商業科はこの1クラスのみ
しかありません。商業科では、高校卒業後、すぐに社会
に出て即戦力となるような人材育成が求められていま
す。でも実際のところ、今回キャリア教育を経験する 子

図1：イーハトーブ・ルネッサンス事業における授業への参画者の連携図
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児童・生徒
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どもたちの進路希望は、7割が就職希望、3割が進学希望、
この3割の半分は専門学校進学を希望しています。今回
の取り組みでは、即戦力の育成のみではなく、地域の先
輩方にインタビューしたり、地域の産業についてじっく
りと考えてみたりすることで、視野を大きく広げるよう
な物の見方を学習できると思います。」

　一方、未来図書館のT氏は、キャリア教育の意義につ
いて次のように語っている。

　「昨年、キャリア教育を実施したある高校の1年生の子
どもは、本来であれば将来に夢を持って生きいきとして
いるはずですが、地域の産業も低迷する中、将来の就職
先について悲観的で、夢のない子ども、どこかあきらめ
モードの子どもだったんですね。そう感じたのは5月の
時点でしたが、その後、子どもたちはキャリア教育（「地
域の課題解決プログラム」）を経験して、地元の自動車整
備工場を訪問して調査しその職業の魅力を知りました。
その半年後子どもの表情が、5月の頃の表情とはまるで
違って、とってもきらきらしていました。ある子どもは、
将来整備工になりたい、自動車に関係した仕事に就きた
い、と自信に溢れた表情で発表してくれました。キャリ
ア教育の意義とは、このように子どもたちの表情が変わ

るくらい、自分を肯定的に捉えられるような物の見方を
学習することにあると思います。」

　このインタビュー録から、K教諭もT氏も、子どもた
ちに次のような成長を期待していたことが明らかとなっ
た。それは、このプログラムを通じて、高校生が日常生
活ではなかなか接触できないけれども、実は身近にいる
職業人の働く姿に触れて、職業人と高校生が地域の問題
について、その問題を抱える当事者同士として話しあう
機会を設定することによって、高校生の視野を広げ、将
来の地元の姿や自己の進路に希望をもつことであった。
そのために、K教諭は次のような働きかけを、企業側に
行っていた。

「子どもたちが事業所を訪問する前に、依頼文を送るの
みではなく、子どもたちがお世話になる企業全てに、実
際に自分が挨拶に行くようにしています。そうすること
によって、自分の目で事業所の様子を知ることができま
すし、生徒たちの発表の内容をよく理解できるからです。
挨拶に伺う際、企業の方には1時間から1時間半は時間
を頂戴したいという希望を伝え、できれば生徒たちに社
会人の先輩としてのメッセージを添えてくださいとお願
いしています。それから、インタビュー内容を発表させ

表1：大東高校におけるキャリア教育の学習プログラム（NPO法人未来図書館作成）
各授業のテーマ 時間数 学習内容

事前
学習

イントロダクション
学びの目標 1 アイスブレーキング、取り組みの意義と授業の流れの説明

体　

験　

学　

習

インタビュー準備 1 グループ決定、訪問企業決定、役割分担
インタビュー準備
ロールプレイング 1 アポイントの練習、インタビュー項目の作成、ロールプレイ

訪問準備 1 アポイント時の様子の振り返り、移動手段・役割分担の確認、インタ
ビュー項目の確認

社会人講話 1
一関青年会議所青少年委員会委員長による講話
地域の取り組みや高校生に望まれるものについてお話いただき、企業訪
問に向けての意識付けをはかった。

企業訪問インタビュー 1 夏休み中に、グループごとに訪問インタビューを実施。6事業所に訪問。
インタビューをまとめる 1 インタビュー内容をまとめ、グループごとに発表。

現状分析 3 インタビュー内容から、各自で現状をまとめる。その後、グループで強み・
弱みの洗い出し。

戦略の検討 1 グループごとにアイデア出し。
プレゼンテーションの準備 4 プレゼンテーションストーリーの組み立て、資料の作成。
プレゼンテーション 1 クラス内発表
プレゼンテーションの改善 2 クラス発表の評価表の見直し、プレゼンテーションの改善

発表会 1 教職員、保護者、訪問先企業のご担当者、ジョブカフェのサポーター、上
級生に向けてのプレゼンテーション。

事前
学習 振り返り 1 自己の職業観・勤労観、将来に向けての振り返り
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ていただくこともことわります。」

　K教諭は、生徒が経験する企業訪問を形骸化させない
ように、あらかじめ企業側に1時間から1時間半という
時間を確保してもらえるように自ら足を運んで依頼し、
さらには社会人としての先輩という立場から、生徒への
メッセージを伝えてもらうことを依頼していた。
　K教諭とT氏の綿密な学習プログラム作成についての
打合せの結果、生徒が日常生活ではなかなか接触する機
会の少ない地域社会の職業人と交流でき、生徒が身近な
職業人の姿を見て将来の自己の進路に希望をもつこと
ができることを目的として、上述のような企業訪問によ
るインタビューのみではなく、「社会人講話」（表1の5
時間目）も実施することとした。この社会人講話を行う
ゲスト講師は、未来図書館がコーディネートし、地元の
タクシー会社の取締役をしている地元青年会議所のメ
ンバー（学生時代を東京で過ごしたUターン経験者）に、
講話を依頼した。T氏は、社会人講話におけるゲスト講
師をコーディネートした際に配慮したことについて、次
のように述べている。

　「生徒さんのほとんどが高校卒業後就職を希望されて
いらっしゃるということなので、ゲスト講師からは、『職
業に対してのプロ意識の大切さ、モラルを持つこと、社
会、地域の中の一員としての大事なこと、高校生である
今取り組んでほしいこと』といった視点でお話をいただ
くようお願いしました。」

　概して、ゲスト講師を務めるようなコミュニティ・タ
レントによる講話は、生徒を引きつける興味深い内容の
ものである反面、ややもすると授業の意図するところか
ら脱線してしまう傾向がある。上述のように、T氏が事
前にゲスト講師に対して子どもたちに講話を行う際の
視点を伝えたことによって、講話の内容が授業の目的に
則ったものになったばかりではなく、実際に企業訪問イ
ンタビューを控えた生徒にとって役立つものとなった。
　この社会人講話の様子は、参加したT氏によると次の
とおりである。まず、ゲスト講師が、職場だけではなく
日常生活においても挨拶や自己紹介を大きな声で行うこ
との重要性について、ゲスト講師自身のユニークな経験
談を織り交ぜながら、教師とは異なった側面から生徒に
語り、実際に生徒と挨拶をする際の発声練習を行った。
ゲスト講師の仕事に対する姿勢や職業観についての話で
は、「一度に仕事も女性も一つ（一人）しか選択できない
ものだから、腹を据えて真剣に考えなければならない」
といった冗談を交えながら、仕事に対する熱い思いを生

徒に伝えた。こうした地域社会の職業人による講話の内
容に、生徒は興味深い面持ちで聞き入りながら、社会に
出て働くことへの関心を深めていった。とりわけ、挨拶
や自己紹介の練習は、企業訪問インタビュー の場面で
直接的に役立ったそうである。
　その後、生徒たちはグループ毎に地元の企業（6事業
所）を訪問し、インタビュー調査を行った。このインタ
ビュー調査は、夏休み中に実施された。生徒たちがその
インタビュー調査の内容をまとめ、グループ毎に発表し
たのが、参与観察を行った夏休み明けの授業（表1の7時
間目）であった。どのグループの発表内容も、単に企業
の概要の紹介にとどまるものではなく、インタビュー調
査を通じて浮き彫りとなったさまざまな問題点、例えば、
日本の人口減が産業へもたらす影響、後継者不足による
地元企業の将来性への懸念、若年職人の減少による労働
生産性の低下問題に着目し、こうした問題点への対抗策
を講じようとする意気込みを感じるものであった。しか
しその一方で、生徒のプレゼンテーションの様子は、ど
の生徒も緊張していたせいか、挨拶と自己紹介だけは企
業訪問の際に訓練されたので大きな声で行っていたもの
の、始終顔を下に向けたまま小さな声で途切れ途切れに
話すものであった。生徒は、K教諭が「日頃、あまり人
前で話す機会が少ない」と述べているように、プレゼン
テーションの練習をほとんど行ったことがなかったよう
である。
　そのため、最終発表会（表1の18時間目）に向けての
「プレゼンテーションの準備」の時間では、未来図書館ス
タッフもファシリテーターとして加わりながら、発表内
容の分析とプレゼンテーションの改善に向けた練習を重
ねた。その結果、最終発表会での生徒のプレゼンテーショ
ンの様子は、夏休み明けの授業時における様子とは全く
様相の異なるものであった。「人前でプレゼンテーショ
ンを行う機会がほとんどなかったという生徒達が、大東
高校の教職員をはじめ、父母、ジョブカフェ一関、取材
陣など約30名が参加した発表会では、参加者からの厳し
い質問に自分の言葉で自信をもって答えていました」（未
来図書館、2008）という。この最終発表会には、上述の
ような学校支援ボランティアが約30名参加した。ジョブ
カフェのスタッフや取材陣は、未来図書館の有するネッ
トワークを介して参加した学校支援ボランティア、父母
は学校側からの参加要請の呼びかけに応じた学校支援ボ
ランティアである。生徒たちは、本プログラムを通じて、
多くの学校支援ボランティア、つまり未来図書館スタッ
フ、インタビュー調査先で出会った職業人、社会人講話
を行ったゲスト講師、保護者等、との関わりのなかで、
上述のようなキャリア教育を経験したのである。
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4．NPO法人（学校支援ボランティア）の
つくる「学習プログラム」の作成過程

　以上が、経済産業省からNPO法人未来図書館が受託
した「地域自立・民間活用型キャリア教育プログラム」
事業のなかで実施された、一高校でのキャリア教育の取
り組みの様子である。表2は、NPO法人未来図書館が実
践したキャリア教育の学習プログラムの作成過程を、4
つの段階に整理したものである。各段階の内容は次のと
おりである。
　第1段階は、「事業実施に向けての基盤整備」である。
この段階では、既に学習プログラム（原案）が構築され
ている段階での事業予算の申請および事業受託の手続
き、学校で実施するキャリア教育事業のため教育委員会
（県レベル・市町村レベル）に対する事業の説明と実施校
のコーディネート依頼、実施校に対する挨拶と同事業の
説明を行う。実際、同事業は2005年度からスタートした
事業であったので、本調査を行った2007年度時点では、
こうした基盤がほとんど整備されていた。
　第2段階は、「原案の吟味」である。この段階では、学
習プログラムの原案を、前年度までの反省点を踏まえ、
なるべくさまざまな立場の市民の眼で吟味しながら改善
を図る段階である。NPOスタッフはもとより、企業経営
者、市民（保護者の立場として）、元大学教員、塾経営者、
等が、原案におけるテーマの妥当性、時間数、方法を討
議する。
　第3段階は、「実施校にそくしたプログラムの作成・授
業の準備」である。この段階では、実施校の担当教員と
NPOスタッフとの綿密な情報交換や打合せによって、こ
の原案を生徒の実態にそくした内容にアレンジしてい
く。両者の話しあいによって、この学習プログラムを通

じて生徒に育みたい力量が確認された。NPOスタッフ
側は「自己を肯定的に捉える物の見方」、教員側は「商業
科の生徒を対象とするが、即戦力の育成のみではなく、
地域の産業や職業人についての考えを深め広い視野で物
事全般を捉える力」を、生徒に育みたいと考えていた。
NPOスタッフは、この両者の考えを調整しながら次のよ
うな役割分担を行った。NPOスタッフは地元企業や商
工団体と学校を連携するための働きかけ、担当教員は生
徒の訪問する企業へのインタビュー依頼を行うこととし
た。
　第4段階「実施および修正」は、実際に学習プログラム
を実践しながら適宜修正していく段階である。授業その
ものは、担当教員が中心となって実施するものの、適宜
NPOスタッフが授業に参画し、ファシリテーターとして
の役割を担った。両者の話し合いのもと、学習プログラ
ムの実施段階で施された修正点は、主に次の二点である。
一つには本プログラムの「体験学習（企業訪問インタ
ビュー）」をより充実したものとするため、「社会人講話」
を体験学習前に取り入れたことである。この講話を行う
ゲスト講師は、NPOスタッフがコーディネートした。二
つには、生徒のプレゼンテーションの力を養うため、「成
果発表会」を外部に公開したことである。前述のとおり、
この「成果発表会」には、約30名の学校支援ボランティ
ア（担当教員以外の教員、ゲスト講師、保護者、地域住民
（地元ジョブカフェのスタッフや企業関係者）、取材陣等）
が参加した。

5．まとめ

　本研究がケースとしたキャリア教育事業において作
成された学習プログラムは、時系列的にみていくと、上

表2：NPO法人がつくる「学習プログラム」の作成過程（段階別）
段階 内容 内容の詳細 連携・協力先
第1段階 事業実施に向けて

の基盤整備
・予算の確保
・教育委員会への働きかけ
・実施校への挨拶と説明

教育委員会（県・市町村）、実施校（学
校長、キャリア教育担当者、実施クラ
ス担当教員）

第2段階 原案の吟味 ・既存の学習プログラムの見直し
（テーマ・時間数・実施者等）

NPOスタッフ、元大学教員、企業経営
者、市民（保護者の立場として）、塾経
営者、等

第3段階 実施校にそくした
プログラムの作成
・授業の準備

・実施校のクラス担当教員との情報交換
（生徒の現状・進路希望、時間数等）を通
してのプログラム編成
・役割分担の確認
・訪問先企業のコーディネート

実施校（学校長、キャリア教育担当者、
実施クラス担当教員）、地元企業、商工
団体、地元企業等

第4段階 実施および修正 ・プログラムの実施
・適宜、プログラムの修正

実施校（学校長、キャリア教育担当者、
実施クラス担当教員）、ゲスト講師、保
護者、地域住民、取材陣等
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述のとおり4段階に分類されるものであった。本調査を
実施した2007年度・2008年度は、2006年度以前に実施
した学習プログラムをベースに、その内容を対象者や対
象地域に対応させたものに収斂させたものであった。し
たがって、本研究の学習プログラム作成過程の分析は、
本事業を実施するために基盤整備を行った第1段階を経
て、実際には、既存の学習プログラムを吟味する第２段
階からスタートしたものであった。
　第3段階・第4段階では、NPO法人のスタッフが担当
教員との共同作業によって、キャリア教育の授業を実
施することと並行して、この既存の学習プログラムに修
正を施していた。その際、学校支援ボランティアである
NPOスタッフと担当教員の間に、本事業に対する目的意
識の共有化が図られていたことが重要である。本ケース
の場合、両者が本事業を通して子どもに育みたい力量と
は、端的にいえば、「子どもの視野を広げること」と「子
どもが自己の進路に対する考えを深めること」であった。
両者はこのような力量を子どもに育むため、子どもが身
近な職業人の様子を理解したうえで、地域に横たわる問
題について、彼らと当事者同士として語り合う機会を設
定した。この語り合う機会は、例えば、企業訪問インタ
ビュー、NPOスタッフも参加したプレゼンテーション
の準備作業、約30名の学校支援ボランティアが参加した
成果発表会などであった。
　以上のように、本キャリア教育事業は、生徒の職業観・
勤労観を養うために、さまざまな立場の学校支援ボラン
ティアの有する教育力が結集したからこそ実現できた
ものであるといえよう。こうした多種多様な学校支援ボ
ランティアと学校との連携体制は、授業の実施段階（第
4段階）においてさらに収斂されていたことが確認され
た。このように、多種多様な学校支援ボランティアと学
校との協働の体制が整備された要因は、NPO法人が「民
間コーディネーター」としての役割を果たしたことによ
るところが大きい。今後、独自のミッションと専門性を
有するNPO法人が、単に学校教育の限定された枠のな
かに矮小化された支援を行うのではなく、本研究対象の
NPO法人のように、学校（教員）と教育責任を分担し得
る専門性や能力を持ちあわせた学校支援ボランティアと
して機能していくことが、より一層求められるであろう。

注

1） NPO法人未来図書館ホームページアドレス（ 
http://www.miraitoshokan.com）より配信。

2） 例えば、本キャリア教育事業の一環として盛岡市の
商店街で実施された小学生による「キッズ・マート」
開催時（2007年11月11日）には、児童数とほぼ同数
の保護者がサポート役として参加していた。
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