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発表内容

「高校生の進路選択と『地域』への意識に関する調査 ～キャリア形成と人材育成～」

＊青森学術文化振興財団 研究助成事業(2021)



１ 生徒の進路選択とキャリア教育



（事例１ N二）
人物 純朴で友人や教師など誰からも好かれる。柔道部キャプテン
家庭 建設業
進路希望 大学進学 動機 柔道を続けたい

N二 先生、おい（私）大学さ行きてんだばって（行きたいのだけど）
柔道していがら。

教師 大学に行って自分の可能性を試すことはいいことだ。
家の人はなんと言っている？

N二 おやず（父親）は「そんなとこ行ったって何になる」と大反対する
のわかっているから話せね。

教師 家の人の話も聞いてみる。
（父親と教師の面談）

教師 N二君が大学に行きたいと言ってますが。
父親 先生、大学に行ってどうすんだば。家さ帰ってこなぐなるがら

いらね。あんまり、勉強させねでけろ。
教師 ・・・・・

「子どもの大学進学（勉強）」 ＝ 「家業が途絶える」「生活」

（絶対的価値の揺らぎ） ①生徒（学校）（1）生徒と教師の意識の乖離



（事例２ Ｍ夫）

人物 純朴で礼儀正しく曲がったことの嫌い。
進路希望 警察官 熱心に勉強
受験（9月）青森県警察官試験（〇〇県警察官採用試験を兼ねる）

青森県不合格、〇〇県合格→赴任する決心
（２月）Ｍ夫は進路指導部の担当教師のところにやってきた。

Ｍ夫 「先生，〇〇に行がねごとにした。」
教師 「どうしてだ。せっかく合格したのに。」
Ｍ夫 「（男手で一つで育ててくれた）親父とばっちゃ

（祖母）をおいて上さ（東京方面に）行げね。」
教師 「４月から（の就職）どうするつもりだ。」
Ｍ夫 「親父と一緒に土方（土木建設作業員）をやる。」
教師 「そうはいっても，警察官の方が社会的にも経済的にも

安定していると思うけど。」
Ｍ夫 「でも行がね。」

Ｍ夫の選択の基盤 『家族』

第5章
ローカリティ－を生きる
「郡部校生徒の進路選択」

（2004）



【ローカルトラックとは】

（2010） 中村高康先生



「トラック」 Rosembaum（1976）
（概念）生徒の学力やアスピレーションによって学校ないし学級編成を同質化し、

生徒の進路選択を水路づける教育システム

（1）メリトクラティック
アカデミック・トラック 学業成績

学校＝メリトクラティックな選抜機関

（２）非メリトクラティック
➀ジェンダー・トラック 性役割

② 地域性（各地域独自の移動）とライフコース
「進学先の難易度や学校歴威信レベルとは関係ない。」

（吉川徹先生）

（一見進路を自由に選んでいるように見えるが、実際はその進路自体がある型にはまっていること）

（業績主義・能力主義） 個人の持っている能力によってそ
の地位が決まり、能力のあるもの
が統治する社会

メリトクラシー

ローカル・トラック



（1）「生徒の進路選択はどのようなプロセスで行われるのか？」

➀就職する決心
②県内か県外かの決定

「どこで生活するか」
③職種の決定

「何になるか」 （「職種重視」）
④業種の決定
⑤受験先の決定
⑥第一志望の受験

A高校とB高校（青森県西北五地域） 就職希望者アンケート調査 1995

（時期区分）
早期：中学校～高1前
前期：高1後～高2前
中期：高2後～高3/5月
後期：高３/６月～10月
晩期：高３/１１月以降

「 ②県内か県外かの決定」を「③職種の決定」より先に決める

「どこで生活するか」を「何になるか」よりも優先する
（「地域重視」） （「職種重視」）

（「地域重視」）

【傾向】



「どこで生活するか」 「県内 地域重視群」（61人）

地域重視群 「県外 地域重視群」（36人）

職種重視群 「県内 職種重視群」（48人）

「何になるか」 「県外 職種重視群」（43人）

（15%以上差）
「県内
地域重視群」

「県外
職種重視群」

1.生活のしやすさ 56.7 24.4

2.親の意向 28.3 7.3

3.就職先のこと 36.7 61.0

4.自分の可能性や能力を
発揮できること

13.3 29.3

重視事項 「生活」 「職業」

（2）「生徒は進路選択で何を重視するのか？」



高校生の進路選択と「地域」への意識に関する調査 ～キャリア形成と人材育成～
青森学術文化事業団研究助成事業

C高校（青森県西北五地域） 進学希望者アンケート調査 2021.7

➀進学する決心 ②県内か県外かの決定 ③校種（大・短・専・各）の決定

⑤受験先（第一志望）の決定④学部・学科の決定 ⑥就きたい職業の決定



2 キャリア教育のあり方

生徒の進路選択は「職業」「学問」とともに、「生活（人生・家族・地域）」が大きな意味をもつ。

学校の指導は、「職業」「学問」「学力（成績）」の指導になりがち。
「生活（人生・家族・地域等）」も含めた「生き方」を考える指導が大切である。

＊「特別活動」「家庭」「公共」などあらゆる教育活動とその繋がり

学習指導要領 第1章 第4節1-(3)
キャリア教育の充実
（3）生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて

必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ
各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。



2 地域・学校の現状と課題



朽ち果てた住宅

地域の厳しい現実

シャッター通り

（1）教育の理想と現実（矛盾）
～教育が地域・家庭・学校に

もたらしたこと～



青森県の人口問題

『青森県統計年鑑』（人）

人口の急激な減少（量）と少子高齢化（質）

バブル崩壊

1,216, 387人
2022.2.1現在

2015年 2025年 2035年 2045年

1,308,265 1,157,332 993,737 823,610

『令和2年 青森県の人口』
青森県企画政策部

（高齢化率 46.8%）



地方における教育の矛盾

家庭・地域の
崩壊（脆弱化）

県外進学・就職
による若年層流出

学校の統廃合
・小規模化

過疎化・
少子高齢化

学校の
教育活動

①教育の論理 ②組織の論理

目標 生徒の｢自己実現｣「進路目標の達成」 「進路実績」

生徒の興味関心･能力等に合う選択 学校の社会的評価を高める

進学 多種多様な大学・学部・学科から選択 難関大学志向

就職 多種多様な職種・企業等から選択 優良企業志向

学力の
向上

都市部に存在



｢教育は､家庭・地域・学校の教育力の大切さを説きながら､
一方では家庭・地域・学校を崩壊に導いている。｣

教育の矛盾



2）在籍生徒数

3）卒業者数の推移（学年の生徒数）

Ａ高校の県外就職と生徒数の減少

（人）

18

平成元（1989）587人
令和3（2021） 40人
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高校の統廃合
（青森県西北五地域
：平成２２～令和３）

既に閉校
五所川原高校東校舎
木造高校 稲垣分校

同 車力分校
金木高校 小泊分校

同 市浦分校

五所川原高校
五所川原農林高校
木造高校
鰺ヶ沢高校

2022年度閉校
五所川原工業高校
金木高校
板柳高校
鶴田高校
木造高校 深浦校舎

2021年度閉校
中里高校

2021年度開校
五所川原工科高校

平成２２年 １５校
↓

令和５年 ５校



高校の消滅の影響

（地域にとって）
高校が無くなる
↓

人口流出
子どもの進学を機に、
一家転住が予想される。
↓

地域の衰退
↓

行政の負担が増大
地域間「格差」の拡大

（入試動向）
＊中学生の他地域の
私立・県立高校への進学者増加

＊進学校でも入試倍率が定員割れ

小泊

他管の県立
・私立高校へ

こどまり学園（小中一貫校）
2022開校



高校生の進路選択と「地域」への意識に関する調査 ～キャリア形成と人材育成～
青森学術文化事業団研究助成事業

「西北五地域」 不安＞発展

「青森県に対する気持ち」

知りたい ５０％ 将来、貢献したい ６６％好きだ ８０％

「青森県」 発展＞不安

「地域の将来観」

C高校（青森県西北五地域）調査（2021.7）



青森県立D高校（平成２１～２２年度）
青森県高校生地域貢献推進事業

2010.11.8

青森県立E高校(平成２３～２４年度）
SSH（スーパーサイエンスハイスクール）への挑戦

グローカル教育
「地域資源の活用」と「地域の人材育成」
「地域（ローカル）」における学習を通して、
「国際的（グローバル）」な視野をもって課題を探究できる
人材の育成

➀私の実践（学校経営）

（2）高校教育が果たすべき役割 ～「地域の人材育成」～

（E高校SSHパンフレットより）



②島根県の取り組み

ワースト１がたくさん 店舗数など
どこにあるかわからない都道府県

NO.1 子育て世代で働く女性の割合
地域の暮らしやすさ指標の貨幣価値（松江市）
赤い羽根共同募金一人当たり募金額(21年連続！) 

人口(R4) 面積

島根県 662,560人 6,707㎢

青森県 1,216,387人 9,646㎢

過疎に直面



島根県HPより

『2020年代の県立高校の将来像について（提言）』
平成30年３月

提言１ 地域に根ざした小さな高校ならではの大きな教育効果を全県に広げ、
全国に発信できる島根らしい教育の魅力化を進める。

提言２ 生徒の個性、適性、志向性に応じた多様な学びを追求できる、主体的学習を
促す高校づくりを推進する。

提言３ 提言１、２の実現に向けた教育環境の整備

・・・学校規模にこだわることなく、地元市町村及び地域の参画を
得ながら、協働して学校の魅力化・特色化を図っていく。
その際、高校が必要不可欠な存在であり、覚悟をもって存続させる

という堅固な認識を島根県と地元市町村の間で共有する。

高校を極力
無くさない



島根県 「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業」

高校助成支援事業 2011～
2017～ 小中学校へ拡大

（概要）地域に支えられ、地域内外から生徒が集まる魅力と活力のある高校づくりを目指す

（事業費助成対象）
①高校・町村関係者で組織される組織の高校魅力化・活性化計画に基づく取り組み など

（特色） ①地域資源活用の課題解決型学習 「地域学」
②キャリア教育
③少人数指導・個別指導
④コーディネーター制度導入
⑤学校連携型の公設塾の設置
⑥島根留学（県外生徒の受け入れ）など

＊隠岐島前高校

町村が積極的役割
経済的・人的等支援



F町 島根県西南部 中国山地の真ん中、豊かな自然・温かい人柄
普通科 １学級

（１）「（ ）プログラム」 H23～

① 生徒に将来のＵターンを促進する教育

② アントレプレナーシップ教育（起業） 課題解決型学習
地域資源活用について、生徒が大学生と共同研究
（例）「町の写真屋の存続を考える」など
「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」
町民参加の発表会

（２）コーディネーター制度
・町の職員が校内に在籍、学校と外部の情報・資源の橋渡し
・新事業の支援、教員の負担軽減、魅力化事業の継続を担保等

ヤマメ

F高校の取り組み

（2018年訪問調査より）



「次世代の学校・
地域」創生プラン
文部科学省
平成28年1月



３ まとめ



「繋がり （結び）」



◎キャリア教育の充実
・組織的・計画的・系統的な繋がり・・・・「PDCAサイクル」
・「生活（人生・家族・地域）」「職業」「学問」との繋がり

「生き方の指導」
・カリキュラムマネジメント

各教育活動の繋がり、 「横断的教育」
○生徒との繋がり

進路意識の共感的理解 「生徒との信頼関係」

○組織的繋がり
●校内 管理職のリーダシップと教職員の共通理解、

情報・課題の共有、役割分担 「チーム学校」
●家庭・地域・関係機関との連携・協力 「保護者との信頼関係」

「地域とともにある学校」

キャリア教育の「繋がり（結び）」



地域との「繋がり（結び）」

○人口減少・少子高齢化・過疎化、人間関係希薄化
学校と地域の機能低下 → 「学校の教育と存続」にとりマイナス

○ 「地域とともにある学校」
学校は地域にとっての「拠り所」
「学校と地域」が課題を共有し連携

○ ｢地域をつくる人材の育成」
｢人々の心を支え合い、暮らしを支え合う社会｣
「自然環境を守り、伝統・文化を保存継承していく人間」
「積極的に地域の課題を解決していく人間の育成」

〇「地域資源の有効活用(人的・物的)」
「ネットワークの形成」「社会に開かれた教育課程」

〇教育改革も「教育」「政治」「経済」「社会（地域）」との「繋がり」の
なかで総合的に考えることが大切



ご清聴ありがとうございました。


