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訪 問 国：ドイツ  

研修テーマ：キャリア教育の充実                              

             

 

 

１ はじめに 

ドイツのバイエルン州とベルリン州で、どの

ようにキャリア教育が行われているのかについ

て視察する機会をいただいた。 

児童生徒が、自分のやりたいことを見つけ将

来、社会的に自立した一個人として生きていけ

るようにするために、ドイツでは、どのような

実践がされているのかについて研修をし、その

視点を千葉市のキャリア教育に生かしていきた

いと考え、この研修に参加した。 

２ ドイツの教育状況（教育制度等）  

ドイツの教育制度は、日本とは大きく異なる

ものであった。その中でも特に特徴的なものに

ついて整理すると、以下のようになる。 

○教育に関することは、ほぼ各州の文部省が主

体となって行っている。そのため、州によっ

て教育制度も教育課程も異なる。 

○基礎学校(小学校)は４年間(16 州のうちベル

リン州など２州は６年間)が主である。 

○前期中等教育(日本の中学校にあたる。５年

間)は、生徒の能力・適性に応じて、主に３

つの種類の学校に分かれ進学する。 

・ギムナジウム：大学に進学するための学 

習中心 

・レアルシューレ：専門性が高い職業に就く

ための学習中心 

・ミッテルシューレ：職業訓練に力を入れ 

た学習重視 

○後期中等教育(日本の高等学校にあたる。２～

４年間)には、学校で学ぶ学生であると同時

に企業で仕事をする職業人でもある仕組み

(デュアルシステム)がある。 

○大学入学資格は、ギムナジウム(日本でいえば

中高一貫校)か、上級専門学校という学校を

出て、全国統一のアビトゥア試験に合格しな

いと得られない。           

３ 学校訪問をして 

（１）Parkschule-Statbergen 

バイエルン州アウグスブルグ市にある基礎

学校とミッテルシューレが併設された学校で、 
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７時 55分始業、12時 55終業であった。しか

し、保護者が希望する場合は全日制といって、

４時まで授業をするクラスを選ぶこともでき、

各学年１クラスは、午後も学習を行っていた。

朝や帰りの会、休み時間、給食、掃除は行わ

れていなかった。 

移民が多いこの地区では、母親の母国が多

彩で、参観した学級の母親の母国は、５か国

だった。そのため、参観した４年生のドイツ

語の授業では、個々の言語能力に合わせて、

６種類のワークシートが用意されていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【様々な種類のワークシートに挑戦している児童】 

バイエルン州では、４年生修了時には、ど

の校種の学校に進学するかを決めなければ

ならない。進学先を決定するための判断材料

となるのが「予告試験」と呼ばれるドイツ語、

算数、社会科学(理科と社会を合わせた教科)

の３教科の試験であった。この学校では、試

験は３年生で年間５回、４年生で年間７回実

施されていた。試験の結果により児童は、６

段階で絶対評価され、これをもとに教員と保

護者の面談によって進学先が決められてい

た。この学校では、ギムナジウムに 25％、レ

アルシューレに 25％、ミッテルシューレに

50％進学していた。 

ドイツの基礎学校のキャリア教育は、個々

に合わせ、基本的なことに力を入れ学習を進

めたうえで、試験で進学する学校を決めると

いった非常に厳しいものであった。 

（２）Fritz-Reuter-Oberschule 

首都があるベルリン州は、基礎学校が６年

制である。しかも、中等教育進学時に生徒た
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ちが、他州のように学校種を選択せずに、ほ

ぼ全員が統合制中等学校に通うという、教育

制度を持つ州であった。  

この学校は、そういった統合制中等学校の

一つで、生徒の約６割は 10 年生で卒業し、

職業訓練学校へと進んでいくが、約４割はア

ビトゥア試験をとるために 13 年生まで在学

しているという学校であった。そして、職業

及び大学の選択に関する情報を生徒に適切

に伝え、アドバイスをするという教育方針に

基づき、将来の生活や職業についての教育が

７年生から始められていた。それは、WAT(商

業・労働・技術)という教科で、週６時間行

われており、自分の適性を見つけ、得意分野

を伸ばしたり、労働を実体験したりする学習

が行われていた。各学年の主な学習内容は、

以下のとおりである。 

≪７年生の学習内容≫   

○木工、金属加工、服飾、調理などの工場で 

実際に使う技能を身に付ける実習をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マイスターの資格を持っている教師】 

○生徒は、連邦雇用庁が実施する「プロジェ

クトデー」へ参加したり、職業について与

えられた様々な課題を実践、解決したりす

る。その過程はアドバイザーにより評価さ

れ、適性に合った職業を紹介される。 

≪８年生の学習内容≫ 

○連邦雇用庁から出された職業紹介の本を

もとに、職業や人生のプランの設計をする。 

○プラクティクム(実習訓練)の実施。生徒は、

職業訓練センターと呼ばれる民間施設に

10日間通う。そこで、建設・木工・絵画・

IT・金属加工・健康・栄養学などの分野か

ら３つの分野を選択し、各々３日間、３分

野で合計９日間の実習訓練を行う。10日目

に、生徒と保護者は、訓練センターの職員

から、適性についての説明を受ける。 

≪９年生～10年生の学習内容≫ 

○連邦雇用庁職員の協力のもと、個別のキャ

リアガイダンスを実施する。 

○職業訓練メッセや３週間の職場体験を実施

する。 

○就職試験や面接試験の練習をする。 

WAT では様々な職業に触れ、体験し、自分

の方向性を定められるよう時間をかけ丁寧

に、キャリア教育が行われていた。そして、

９年生修了時に進学するという選択肢も含

め、進路が決定できるよう指導していた。 

４ 研修成果の活用 

 日本もドイツも、児童生徒が自己肯定感を持

ち、自己理解ができるようにキャリア教育を進

めている点は同じであった。 

しかし、その方法は違っていた。日本では、

キャリア教育は教育課程の中で、教育活動全体

を通して教科等と関連させて指導している。し

かし、ドイツでは、キャリア教育のための独立

した教科を設け、適性を見極め、職業意識や職

業に直結する能力を育むことに力を入れていた。

そして、そのようなキャリア教育を教育研究省

と連邦雇用庁が一体となって進めていた。ドイ

ツの学校現場には、ソーシャルワーカーや職業

アドバイザーといったキャリア教育を専門に担

当する職員が市の機関や民間から学校に派遣さ

れ、教員と共に児童生徒の指導に当たっていた。

また、職業訓練についての体制を整えていた。

キャリア教育に関する多くのことを教員が一手

に引き受けている日本と比べるとドイツの体制

は恵まれていると感じた。 

今後、生きる力の一つとして、ますますキャ

リア教育は重要となる。今回視察したドイツで

学んだことを生かし、まずはもう一度、教育課

程の中でのキャリア教育と関連させて指導でき

る内容を見直す必要がある。そして、各教科等

の中で、教師も児童生徒も育むべき能力を意識

しながらキャリア教育に取り組むことで、勤労

観や職業観などを育んでいきたい。また、児童

生徒一人一人が、自己肯定感をもって自己理解

（適性理解）し、将来に希望を持ち、生きてい

く道筋を見つけられるように、今まで同様、学

級経営を大切にしながら、キャリアカウンセリ

ングという支援の視点を確立していきたい。 
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１ はじめに 

平成 23 年、中央教育審議会ではキャリア教

育を「一人一人の社会的・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」と定義してい

る。そこで、日本とは教育システムが異なるド

イツでは、生徒個々にふさわしいキャリア形成

に必要な能力や態度を育てるため、どのように

キャリア発達を促す働きかけを行っているのか

を研修することとした。 

２ ドイツの教育状況（教育制度等） 

ドイツは 16の州から成る連邦制国家である。

それぞれの州に自治権が広く認められており、

教育制度は各州の文部省が主体となって策定し

ている。また、ドイツは全人口の 19％が移民の

背景を持つ住民が占めている。そのため、ドイ

ツ語がうまく話せない人もおり、教育現場にお

いて大きな課題となっている。 

ドイツでの義務教育は９年（一部の州では 10

年）であるが、基礎学校卒業後は、将来就く職

業に向けて、必要な知識を身につけるための学

校へと進学する。これは、専門的な知識を吸収

するためには年齢が若いうちに学んだ方が良い

とされているためであるが、今回訪問したバイ

エルン州とベルリン州の２つの州の違いは以下

の通りである。 

バイエルン州では、全員が、基礎学校に４年

間入学する。基礎学校を終えると、それに続く、

中等学校、実科学校、ギムナジウムなどの上級

学校に進む。各上級学校間の転校は、それにふ

さわしい学力があれば可能である。中等学校終

了後は、デュアルシステムで職業学校または全

日制の職業専門学校へ進み、その後、専門学校

もしくは専門アカデミーや職業高等学校への道

がある。また、中等学校修了資格取得後は、上

記の他に職業高等学校やギムナジウムへの進学

もある。 

ベルリン州では、基礎学校は６年間である。 

その後、ギムナジウムまたは統合中等学校へ進 

 

 

 

 

 

 

学することができる。卒業後は、普通教育コー

スとしては、ギムナジウム（上級学年）・統合中

等学校（上級学年）・職業ギムナジウムへの進学

が可能である。また、職業訓練コースとしては、

職業専門学校・職業学校、中等学校修了資格を

得ると、専門高校・職業高校への進学が可能と

なる。なお、両州とも大学進学のためにはアビ

トゥア（総合大学入学資格）が必要である。 

３ 学校・施設訪問をして 

（１）フリードリッヒ-エバート-ミッテルシュ 

  ―レ 

 アウグスブルグ市郊外にある公立学校(中

等学校)で、19 クラス編成、生徒数 370 人、

教職員数 45 人である。バイエルン州の中で

は、全日制もある数少ない学校の１つである。 

 教育目標は、教育を通して生徒の個性を強

く持たせる、他の人と社会生活ができるよう

に生徒達は知識を得る、生活に必要な知識

(ドイツ語・数学・英語・社会)を身につける

ことである。 

 キャリア教育に関する内容は、５年生では

学校の中の職業をインタビュー形式で調べ

て発表する。６年生では自分の身の周りの職

業を探す。７年生では一日職場体験として、

保護者の職場を訪問する。また、職業に即し

た「教科(AWT)」「技術(木材・金属)」「経済

(PC、手紙の書き方等)」「社会（生活に基づ

く知識の習得など）」を学ぶ。さらに、ドイ

ツ全体で４月に、企業、施設や大学等が参加

し、女子が好む職種を男子が、男子が好む職

種を女子が体験する「ボーイズデイ」と「ガ

ールズデイ」が１日行われる。８年生では４

週間の職場体験を実施する。AWT の中から

自分に適した教科を１つ選び、週４時間学習

し、自分の希望する職業に関する知識を高め

ていく。９年生と 10 年生では就職のための

訓練として、企業研修や面談練習、履歴書作

成などを行う。 

 また、職業選択に関するソーシャルワーカ
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ー（ＳＷ）がおり、教員と連携をとりながら

生徒と保護者を様々な方法でサポートし、目 

標としている職業への架け橋をつくってい

る。ＳＷの主な仕事内容は、適性の分析、職

業促進センターでのワークショップ実施、企

業訪問の実施、企業研修や就職活動のサポー

ト、就職の面接指導や適性検査の準備、地域

のトレーニング市場に関する情報提供など

である。 

 

（２）フリッツ-ロイター総合制中等教育学校 

 旧東ドイツ地区にあり、市の中心部より少

し離れた地域に位置する。生徒数約 750 人、

教職員数約 60 人の学校であり、卒業生のう

ち 40％がアビトゥアをとるために残り、11

～13 年生として在籍する。 

 ｢生徒に対し、職業および大学の選択に関

する最適な情報を伝え、アドバイスをする｣

という学校の教育方針に基づき、将来の生活

や職業についての教育が７年生から始めら

れている。９年生が終わる段階で、生徒達は

アビトゥアをめざすのか、職業訓練校でデュ

アルシステムへ進むのかを考えて決めるよ

うに指導がはじまる。 

 各学年に共通し、WAT(経済・労働・技術)

授業が週２時間、選択授業でも週４時間行わ

れている。７年生での内容は、技術分野以外

に自然科学分野や校外で行われる職業実践

的な内容もある。また、連邦雇用庁による「プ

ロジェクトデイ」が設定されおり、その目的

は様々な職業があることを知り、労働を実体

験することである。８年生では、職業および

人生プランを立てていく。また、職業訓練セ

ンターと呼ばれる民間施設で実習訓練を行

う。これは建設、IT、金属加工、健康・栄養

１つの項目につき３日間、合計９日間の実習

訓練を体験するものである。10 日目に保護

者と共にセンターに行き、適性や強みなどの

評価を聞き、自身の特性に応じた職業が紹介

され、将来像をイメージできるようにしてい

る。９〜10 年生では、経済や企業に関する

基礎的な知識を与える内容が加わり、９年生

では３週間の職場体験、10 年生では会社に

採用されるためのトレーニングを行う。 

 また、連邦教育省と連邦雇用庁がタイアッ

プして選定した民間のアドバイザーが派遣

され、９～10 年生に 14 日間個別対応する。

この間、どの分野で職業訓練をするのか、ど

の職にはどんな資格が必要なのか、資格の取

り方や大学の学科の紹介など、情報提供やア

ドバイスをする。他に、前項の実習訓練での

支援のほか、履歴書の書き方指導や職場体験

場所のアドバイスも行っている。 

４ 研修成果の活用 

ドイツでは、早い段階で将来にむけての進路

選択を行う。これは、就職後も変更したい職種

への学び直しの機会や社会的なシステムがある

ことと、公的機関、一般企業、保護者等の協力

や支援をうまく引き出し、学校との連携を図る

ことで子ども達の健全なキャリア形成が為され

るために可能になると考える。特に、ＳＷと公

的機関の支援・協力は大きく、発達段階に応じ

た系統性のあるキャリア教育がなされ、キャリ

ア発達を促す教育活動が行われていた。 

本研修から、キャリア教育を充実させるため

に、「小・中学校の連携を図り、発達段階に応じ

た系統性のあるキャリア発達を促す教育計画を

作成する」、「普段の学校生活の中で、キャリア

発達を促す働きかけがどのような場面でできる

のかを考え、様々な場面で教師から意図的に働

きかけを行う」、「一般企業や商工会議所、職業

安定所、保護者や地域の協力などを得て、様々

な職業の紹介や体験・実習ができるようにする」

を実践し、子ども達に将来の職業について考え

る機会を増やすことで、千葉市の目指す子ども

の姿に近づけられると考える。 

 


