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要約 

 本稿を執筆するにあたって、まず日本の現状を把握し、問題点を整理することから始めた。

今日の日本社会の様相は、少子高齢化社会が加速しており、将来的な人口減少が危惧されて

いる。人口減少は、労働生産年齢人口の減少を引き起こし、生産量の減少を招くことは明ら

かである(岩本 1998)。そういった事態に対処するために、一人一人の質を高め、生産性を向

上させることが早急に求められている。この日本経済の将来的問題に、教育という観点から

アプローチしたのが本稿である。そして、一人一人の質を、社会人基礎力に置き換えて量的・

質的分析を施したのが本稿における重要な要素である。社会人基礎力とは、「職場や地域社

会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」であり経済産業省によって定

義されたものである。本稿では、この社会人基礎力を中心とした議論を行っている。近年、

この社会人基礎力を巡っての議論や取り組みは増加してきたが、現状としては、社会人基礎

力が持つ効果を実証的に分析した研究は少ない。この社会人基礎力を、公教育の場において

養成するための方法を分析した。公教育の場で行うことのメリットは、子供の親の年収によ

る教育格差（進学塾に通えるか否か）などの影響を受けることなく、平等に教育機会を与え

ることができる点である。また、段階としては、高校教育の場で行うことも主張している。

高校教育の段階では、生徒はまだそれほど教育格差の影響を受けておらず、高校側もある程

度自由に教育カリキュラムを組むことができると考えたからである。 

 先に、社会人基礎力とは、具体的にはどういった概念であり、それが労働市場でどの程度

認知されているのかということを概観した。社会人基礎力は労働市場ではあまり知られて

いないが、企業が求める人材の要素と社会人基礎力がある程度一致していることがわかっ

た。また、採用・選考段階において社会人基礎力という概念・指標を使用したいと答えた企

業は約７割存在した。社会人基礎力は企業側にとっても学生にとっても重要な概念である

ことが確認されたと同時に、採用・選考に備えて早い段階から社会人基礎力を育成しなけれ

ばならないことがわかった。このことは、今回我々が社会人基礎力を育成することの方法を

究明し、高校の段階での導入する政策の提言の重要性を裏付けるものであると考える。 

 まず、社会人基礎力という抽象的な概念がはたして労働市場で評価され得るものかとい

うことを確認した。その前段階として、使用する変数の特性を記述統計で観察し、社会人基

礎力変数を作成した。また、年収を被説明変数にした重回帰分析を行った。説明変数は先行
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研究を参考に、社会人基礎力の他に、学力の代理変数である高偏差値大学出身ダミー変数を

選択した。結果として、社会人基礎力は年収に対して有意に正の影響があることがわかった。

しかし、高偏差値大学ダミー変数の年収に対する影響度は社会人基礎力よりも高かったこ

とから、労働市場では、学力面が学力以外の能力よりも評価に大きく影響していることがわ

かった。本稿では学力が社会人基礎力の内生変数となっている可能性を実証することはで

きていないことは、今後の課題として挙げられる。 

 次に、社会人基礎力がどのような方法で育成できるかという可能性を検討するために、回

答者の高校の授業や特徴項目を因子分析し、４因子を抽出した。また、回答者の大学時代の

取り組み項目も因子分析し、３因子を抽出した。そして、それらと社会人基礎力との関係性

を、相関分析を用いて検証した。結果としては、高校の授業や特徴項目は、社会人基礎力と

の直接の相関は見られなかったが大学時の取り組み項目とは正の相関が見られた。また、大

学時の取り組み項目は、社会人基礎力と正の相関が見られた。つまり、高校時の授業や取り

組みは、大学時の取り組みに影響を与え、そして社会人基礎力に影響を与えるという間接的

な影響があることが考えられる。 

 その後、社会人基礎力に影響を与える大学時の取り組みを、相関分析を用いて細かく観察

し、「読書」「専門科目の知識習得」「コミュニケーション力」「問題解決能力」を育成する方

法を、具体例を用いながら政策提言として行った。理由としては、これらの能力と社会人基

礎力との間に相関関係が見られたからである。高校教育における社会人基礎力を育成する

ための政策提言をおこなった。ただし、それらの政策の実現性を考慮した際に、現状として

教師の過労が挙げられた。その政策を実現可能にするための政策として、インターンシップ

コーディネーターやキャリアコンサルタント、教育コンサルタントを手がける民間企業を

学校教育の場に導入することを挙げた。その議論の前提として、それらはどういったものな

のかということについて説明し、それらを導入することのメリットとデメリットを述べた。

メリットは、現場の教師の負担を減らすことができる、インターンなどの受け入れ先が広が

るといったものである。デメリットは費用がかかるというものである。今後少子化が進み、

学校の収益が減少する中でどのようにしてキャリアコンサルタントや民間企業と提携して

いくかということは、政府が今後教育投資に熱心になるような働きかけが必要である。そし

て今後の課題として、分析の精度をさらに上げるための方法の模索、社会人基礎力の育成を

どの段階においてすべきかということ、について言及した。 
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はじめに 
 

 本稿は、将来的に起こりうる人口減少に関連して発生する労働生産年齢人口の減少、すな

わち将来的な労働量の減少問題に対して、教育分野からのアプローチを試みた。個々人の能

力開発を行うことにより、社会全体の生産性の向上を図るという図式である。本稿では、能

力開発の方法を模索するにあたって、能力とは何かというところから議論を始め、それが社

会人基礎力だという考えのもとで重回帰分析し、そこから得た有益な社会人基礎力の有益

な育成方法を高校教育の場に導入するため、因子分析、相関分析を行ったのち、政策提言を

進め、それらを実現可能にするための政策についても述べた、というのが本稿の大まかな内

容である。 
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第 1 章 現状分析と問題点 
 

第 1 節 現状分析とその問題点 

 今日の日本は、人口減少問題に直面している(国立社会保障・人口問題研究所-2011)。こ

のことは将来的に労働生産年齢人口の減少を引き起こすことは明らかである。 

 厚生労働省が発表している現在までの人口推移と将来の人口を予測したグラフを見る

と、労働生産年齢人口は 1990 年代を皮切りに減少を続けており、将来的にも減少が続く

見込みである。また、合計特殊出生率も 1950 年代から現在まで減少し続け、将来的にも

続く見込みである（図１参考）。 

 

図 1 人口の推移グラフ 

 

出典：平成 26 年度版 厚生労働白書 P5 
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 そこで問題となることは、労働量の減少による生産量の減少である(原 2014)。このこと

は一般的にマクロモデルで示されている。生産量の減少は、将来的な日本経済の縮小を招

く。そしてこのことは、他の様々な分野に悪影響を与えるため、現在から早急に着手せね

ばならない問題であると考える。 

 

第 2 節 本稿が目指す日本の将来像 

 この人口減少に伴った労働生産年齢人口の減少問題に対して、様々な分野が多様なアプ

ローチで解決の方法を模索している。今回我々は、この問題に対して教育分野から解決のた

めの政策提言を行うことを目的として、研究を始めた。人口減少に伴った労働量の減少に対

しては、労働者一人一人の能力を高めることが解決策であると、まず初めに述べておく。  

Coff & Kryscynski(2011)は、ミクロレベルでの人的資本は、個人の知識、能力、スキルであ

ると定義している。本稿の主眼とするところは、労働者一人一人の能力を高めるための教育

政策の提言ということである。ここでいう能力とは、社会人基礎力のことを指す。社会人基

礎力とは、経済産業省によって定義された、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしてい

くために必要な基礎的な力」である。社会人基礎力に関してはのちに詳しく取り上げたい。

本稿は、この社会人基礎力を高める教育を施すことにより、労働者一人一人の能力を高め、

生産性を向上し、将来的な日本の経済規模の拡大を図るということをプロセスとしている。 

 

 このプロセスを達成するためには、教育格差という大きな問題を考えなければならな

い。教育格差とは、教育機会の差のことである。例えば、年収が高い家庭に生まれた子供

は、進学塾に通うことができたり、私立中学に通うことができたりする。それによって高

偏差値大学に進学できるなどの機会を得る。しかし、年収がそれほど高くない家庭に生ま

れた子供は、進学塾に通えなかったり、私立中学にいけなかったりし、大学進学はおろ

か、高卒就職を余儀なくされるケースも多々有る。これが教育格差である。我々は、教育

はすべての経済活動の根底を担う重要な要素だと考えている。教育の本来の役割は、社会

で働くための人間としての力を養うことにある。しかし上田(2012)は、現状として、雇用

段階において、学力によるある程度の選抜評価が存在してしまっていることを示唆してい
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る。このことは、子供がもつ能力を学力で大きく評価してしまっていることに問題があ

る。 

 例えば、高卒労働者と大卒労働者では、年収に大きな開きがみられる（図２参考）。大

卒労働者にしても、高偏差値大学出身者は、非高偏差値大学出身者にくらべて雇用におい

て優遇されるし(上田 2012)、年収も高い。 

 

図 2 学歴、性、年齢階級別賃金 

 

出典：厚生労働省 平成 26 年度 賃金構造基本統計調査の概況 

 

 先に述べたように、教育の本来の目的は、人間としての力を養い、社会で生きて行くた

めの能力を身につけることにあるはずである。学力が大きく評価されてしまうことは、教

育格差問題の根本的な原因であると考える（図３参照）。極論を言ってしまえば、生まれ

た家庭によってその子供の将来がある程度決定されてしまう社会になっているのである(松

浦司 2006)。そしてこの格差は世代を通して影響してしまう(難波 2012)。たとえば、高所

得の家庭に生まれた子供は教育機会に恵まれ、高偏差値大学を卒業し、高い年収を得て、

それを自分の子供の教育の投資に回せるが、低所得の家庭に生まれた子供は、進学塾へ通

えないため高偏差値大学へ進学できなかったり、高卒就職したりし、結果として年収が低

くなり、自分の子供への教育投資が難しくなってしまう。だから、学力だけでなく、学力

以外の能力、つまり社会人基礎力が重視されるような社会が必要である。 
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図 3 学力と社会人基礎力の教育機会の違い 

 

 

 妹尾(2011)は、教育を受ける機会が不利であっても、能力が高ければ限界収益率は高

く、逆に教育を受ける機会が優位であっても能力が低ければ限界収益率は低くなると述べ

ている。また、橘木・八木(2009)では、個人が生まれ持った能力を変数とする分析はほと

んど無視されているとある。今回の分析では、個人の生まれつきの能力までは言及してい

ないが、学力以外の個人の能力について注目することは、今後の日本社会にとって重要な

ことである。社会人基礎力も重視されることで、家庭間の収入による教育格差も解消しつ

つ、労働者一人一人の能力が向上し、人口減少に伴う労働生産年齢人口の減少による日本

経済の規模の縮小を防ぐことになる。本論文がそのような社会作りのきっかけになること

を期待している。 

 

 

第 3 節 社会人基礎力の概要 

 この項では、社会人基礎力の現状について整理し、後の仮説立てにつなげたい。社会人

基礎力について改めて確認しておく。社会人基礎力は経済産業省が 2005 年ごろから議論

を始めた概念である。それは、経済産業省によって「職場や地域社会で多様な人々と仕事
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をしていくために必要な基礎的な力」と定義づけられている。社会人基礎力は 12 の項目

から成り立っており、それらの項目を総合したもののことを指す（図４参照） 

図 4 社会人基礎力の概要 

 

出典：経済産業省 社会人基礎力 HP 

 

 平成 18 年 1 月 20 日の「社会人基礎力に関する研究会-中間取りまとめ-」において、諏

訪康雄は次のように述べている。 

 

『（中略）職場や地域社会で活躍するために必要な能力は、今まで大人になる過程で「自然に」身に

つくものと考えられており、あまり明 確な定義は与えられてこなかった。（中略）今日、職場や教育

を巡る環境が変化する中、こうした能力に明確な定義を与え、意識的な育成の対象としてとらえるこ

とは大きな意味があると考えられる。社会全体として見ても、人口減少社会を迎える中、一人ひとり

の能力を、職場や地域社会での活躍を視野に入れて、着実に高めていくことが重要となろう。（略）』 

 

 

 このことは、今後多様化する社会に対して、多様な人材育成を通じて、一人ひとりの質

を高めることの重要性を物語っていると考えられる。ここから、社会人基礎力に関して現

在に至るまでどのような議論がなされてきたのかについて整理していきたい。 
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 まず、社会人基礎力はどの程度企業に対しての認知度があるのかということについて確

認する。平成 22 年６月に行われた大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認

知度向上実証に関する調査では、企業人事における「社会人基礎力」の認知度は 44.1%と

なっている。また、同調査において、採用・選考過程において社会人基礎力の概念や指標

を活用しているかという問いに対して「はい」と答えた企業は 20.7%と、いずれも認知度

は低いようであった。しかし、同調査での、「社会人基礎力」の指標や観念を今後、採用

や選考過程での人物評価や人材育成において活用するかという問いに対して、69.6%の企

業が「はい」と答えた。このことは、社会人基礎力という概念が、企業が求める人材と一

致しているということを示していると考えられる。問題は、社会人基礎力をどのような場

で育成するかということである。採用・選考過程で社会人基礎力が重視されるようになれ

ば、学生はより早い段階で社会人基礎力を身につける必要がある。今回我々が社会人基礎

力の育成方法を高校の段階で行うことにしたのは、社会人基礎力を早い段階で獲得し、高

卒就職の段階に対しても企業が求める人材像に対応しなければならないと考えたからであ

る。 
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第 2 章 本稿の位置付け 
 

第 1 節 先行研究との比較 

 社会人基礎力については、その育成カリキュラムや事後の効果を分析している論文は

多々ある（川口、廣林、石井、平澤、大路、佐伯 2009等）が、それが社会的にどのよう

に評価されるかという論文は見られない。Griffin, Neal, and Parker (2007)は、エンジニアに

関しての分析で、企業において個人の熟練度や適応力、主体性といった項目が評価される

と主張している。本稿では、社会人基礎力が労働市場においてどのように評価されている

かということを実証的に分析していることは新しい試みと言える。また、社会人基礎力の

育成に関しての多くが大学において研究されているが、本稿では大学での取り組みと共

に、どのような特徴を持つ高校が、社会人基礎力の形成に影響を与えているかということ

も分析したことは新しい。また、大学時代にどのような取り組みを行えば社会人基礎力の

育成に影響するかということも実証的に示したことは、新しいことだといえる。これによ

って、大学での社会人基礎力育成カリキュラムを高校における取り組みや授業などに反映

させやすくなるのではないかと考える。本稿では、社会人基礎力が労働市場でどのように

評価されるか、また、どのような方法で社会人基礎力の育成が可能になるかというところ

まで分析し、政策提言を行っている。 
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第 3 章 仮説と実証分析 
 

第 1 節 調査方法 

 本稿で使用するデータは、2015年３月上旬に神戸大学西村和雄教授と同志社大学八木匡

教授によって行われた「教育と働き方に関する調査」から得られたものである。また、八

木匡教授の指導の下で、データを利用している。このデータは、インターネット調査を用

いてサンプルを採取したものであり、個人の性別、収入、学歴などの基本的データ以外に

も、出身大学や、社会人基礎力に関するデータ、出身高校の特徴、大学時の能力開発に関

しての取り組み、就業してからの能力開発に関しての取り組みなど、能力開発に関するデ

ータが豊富であることが特徴である。インターネット調査の利点としては、幅広い層に対

して調査することでサンプルセレクションバイアスを避けることができる、スクリーニン

グが簡易であるなどである。サンプル数は 9217と大規模なものである。なお、今回の分

析にあたって SPSS statistics(Version22)を用いた。 

 

 

第 2 節 データの特徴 

 まず、データ全体の年齢、性別、所得に関してのデータを確認する。 

 全年齢からサンプルを収集できたと考える（図５参照）。また、性別についても、男女

の偏りなくサンプルを収集できたと考える（図６参照）。全標本のうち、男性の割合は

50.7%、女性は 49.3%であった。 
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図 5 全標本の年齢分布 

 

 

図 6 全標本の性別度数 

 

「働き方と教育に関する調査」より筆者作成 

 

 続いて、年収についての分布を確認する。平均値は約 380 万円、中央値は約 300 万円で

ある。分布の形状は 100~299 万円をピークに右裾へ広がっていることが読み取れる（図７

参照）。これは厚生労働省が発表している国民生活基礎調査の結果（図８参照）と一致し

ているため、サンプリングの精度が高いことがわかる。 
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図 7 全標本年収分布 

 

 

「八木研究室・働き方と教育に関する調査」より筆者作成 

 

図 8 所得金額別世帯数の相対度数分布 

 

厚生労働省 平成 26 年 国民生活基礎調査の概況より筆者作成 
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 次に男女別の年収分布をみてみる。 

 男女間で年収に大きな差が見られる（図９参照）。男性の平均年収は約 564 万円、中央

値は約 500 万円であるが、女性の平均年収は約 192 万円、中央値は約 100 万円であっ

た。この男女間の乖離について、厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果と一致してい

る（図 10 参照）。これは、労働市場において、男性よりも女性の方が昇進などに関して

のバイアスが強いことや、出産後の社会復帰が難しいことに原因あると考えられる。 

 

図 9 男女別年収分布 

 

「働き方と教育に関する調査」より筆者作成 
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図 10 性、年齢階級別賃金 

 

出典：平成 26 年度 賃金構造基本統計調査 

 

 

 次に、学力に関してのデータを見てみる。 

 大卒以上（大卒＋大学院）は全標本のうち約 50%を占めている（図 11 参照）。男女別

大学進学率を見てみると、男性の方が女性よりも大学進学率が約 30%も高いことが見て取

れる（図 12 参照）。この理由として、女性は労働市場での自身の評価を考慮すること

や、出産、子育てを考慮することから、大学進学の意思決定にバイアスが発生するという

ことが考えられる（白波瀬 1999）。 

 

 男女別年収分布と同様に、男女別大学進学の際にも、女性は労働市場に関してなんらか

のバイアスが発生していることから、今回の分析では、女性のサンプルは分析から除外す

る。よって以後用いるデータは大卒以上、男性のみのデータである。 

 また個人の学力に関しては、出身大学名を記述式で回答したデータがあるため、入試の

難易度について大手予備校が公開している偏差値や大学の伝統に基づいて、回答者の出身

大学を、学部を加味した上で、超難関大学（旧帝国大学＋医学部、N=379）、難関大学

（有名国公立＋早慶＋march＋関関同立 N=1017）、平易大学（その他国公立＋有名私立

大学、N=771）易難度大学（その他私立大学、N=787）にランク分けをした（図 13 参
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照）。そのうち、超難関大学と難関大学を１（N=1396）、それ以外の大学を０

（N=1558）とする高偏差値大学ダミー変数を作成した。 

 

図 11 最終学歴分布 

 

「働き方と教育に関する調査」より筆者作成 

 

図 12 男女別大学進学率 

 

「働き方と教育に関する調査」より筆者作成 
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図 13 大卒以上男性標本の大学難易度ごとの分布 

 

「働き方と教育に関する調査」より筆者作成 

 

 社会人基礎力のデータについて確認しておく。社会人基礎力に関しては主観的ではある

が 12 項目とも５段階で評価している（１がもっとも低く、５がもっとも高い）。今回の

分析では、経済産業省が発表している社会人基礎力の定義はこの 12 項目を総合したもの

を指しているということ、社会人基礎力を構成する 12 項目それぞれの相関が非常に高か

ったことから 12 項目の得点を足し合わせて項目数で割り、社会人基礎力という変数を新

たに作成した（表１、２参照）。 
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表 1 大卒以上男性標本の社会人基礎力１２項目の記述統計 

 

「働き方と教育に関する調査」より筆者作成 

表 2 社会人基礎力の記述統計量 

 

「働き方と教育に関する調査」より筆者作成 
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第３節 検証する仮説 

（仮説１） 

 現状分析でも述べたように、今日の少子高齢化社会がもたらす将来的な労働生産年齢人

口の減少から発生する生産量の減少、それに伴った日本経済の縮小に対処するために、一

人一人の質を高めることが必要である。そして、質を社会人基礎力に置き換えたことが研

究の始まりである。質の高い労働者は労働市場で評価されている、すなわち 

：社会人基礎力は年収に正の影響をもつ 

を仮説１とする。 

 

（仮説２） 

また、労働市場では学力面が大きく評価されていることについても言及した。家庭間の所

得の格差が教育格差をもたらし、それが労働市場でも反映されてしまうということであ

る。よって 

：学力は労働市場で大きく評価される 

を仮説２とする。 

 

（仮説３） 

仮説２と関連して、現状分析では、学力以外の能力を持つことが学力を持つことよりも考

慮されてないことについても言及した。よって 

：学力を持つことは、学力以外の能力をもつことよりも労働市場で評価される 

を仮説３とする。 
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第 4 節 分析と推定結果の解釈 

 本稿では、回帰分析によって所得の決定要因の分析を行い、社会人基礎力が所得に与え

る影響を検証する。使用するサンプルは、大卒以上、男性、所得を得ている者に限ってい

る。 

 

表 3 使用する変数の基本統計量 

 

 

 使用する変数の記述統計についは、表の通りである（表３参照）。これらの変数を使用

する理由として、学力以外の能力の代理変数である社会人基礎力の年収に対しての影響力

を、学力の代理変数である高偏差値ダミー変数と比較する試みがあるからである。 

 

推定するモデル式は以下の通りである 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝐷1 + 𝑢 

 

𝑌: 1年間の年収 

α:定数 

𝑋1:年齢 

𝑋2:年齢二乗項（年収は年齢に関して非線形であるため） 

𝑋3:勤続年数 

𝑋4:社会人基礎力変数 

𝐷1:高偏差値大学ダミー変数（高偏差値大学出身=1, 非高偏差値大学出身=0） 

𝑢:誤差項 
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表 4 重回帰分析における説明変数間の相関係数表 

 

 

 回帰分析で使用する変数間の相関を示している（表４参照）。 

 社会人基礎力変数が他の説明変数に与える影響は少ないと見て良い。また、高偏差値大

学についても同じことが言える。ただし、内生変数化していることとは別問題であるので

十分考察しなければならない。 

 

表 5 OLS 推定に基づく重回帰分析の結果 

 

 

 OLS 推定の結果、全ての説明変数が１%有意となった（表５参照）。多重共線性に関し

ても説明変数間の相関係数が低いこと、VIF が低い推定値であるので見られないと考えら

れる。決定係数に関しては低めであるが、これについては OLS 推定をする以前に男性、

大卒以上者にサンプルを絞っていること、クロスセクションデータであることが理由とし

てあげられる。 
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（仮説１） 

 OLS 推定によると、社会人基礎力変数は年収に対して正の影響をもたらすことが確認さ

れた。これは従来の仮説通り、社会人基礎力の保持は労働市場では評価されることを説明

していると考えられる。 

 

（仮説２） 

 学力の代理変数である高偏差値大学ダミーについても、年収に対して正の影響をもたら

すことが確認された。このことは、従来の仮説通り、学力が労働市場で評価されることを

示している。 

 

（仮説３） 

 高偏差値大学ダミー変数に注目すると、標準化係数が社会人基礎力よりも大きい。この

ことは、学力を持つことは学力以外の能力をもつことよりも労働市場で評価されるという

仮説３の正当性を示している。結果を解釈すると、高偏差値大学出身であることが企業に

とって採用のシグナリングとなり、大企業への就職および昇進になんらかの影響を与えて

いることが考えられる。このことは、前述でも述べたように、家庭の所得によって教育機

会の差が発生し、それが労働市場の評価に結びついている可能性があることを示唆してい

る。本稿の政策提言とするところは、公教育の場で、高校時代に社会人基礎力を育成する

方法を考案することである。公教育の場である理由は、前述の通り、家庭の所得間格差か

ら発生する教育格差が少ないからである。高偏差値大学ダミーが年収に強く影響している

ということは、我々が問題とする教育格差を是正しなければならないという理由とも一致

する結果となった。 

 

  



 25 

第 5 節 分析の発展と政策提言に向けて 

 社会人基礎力は、定義的には学力以外の能力と解釈できるが、学力の形成が社会人基礎

力を形成しているということ、もしくはその逆であるという因果関係については、今回の

研究では究明できていない。理由として、社会人基礎力に注目した実証分析が限られてい

ることにある。今回の研究では、社会人基礎力の育成も大切であるが、だからといって学

力の形成を疎かにしてもよいかと言われると、今回の研究においてはそうではなく、両方

の能力を高める教育が現状では必要であるという結論が出せるのみである。しかし、現状

分析でも述べたように、社会人基礎力の概念・指標を重視したいという企業が約 7 割あっ

たことは、今後社会人基礎力がますます重要になることは明白な事実である。そこで、社

会人基礎力を高校教育において育成するための具体的な方法を政策提言の方針としたい。 

 

 次の段階として、どのような方法で社会人基礎力が形成されるのかということを、相関

分析を用いて考察し、政策提言につなげたい。 

 今回用いる「働き方と教育に関する調査」データには、回答者の出身高校の特徴を答え

てもらう質問項目を数多く設置した。また、大卒以上の回答者に対しては、大学時代の取

り組みに関する質問項目を設置した。この２つの質問項目から、高校時代はどのような取

り組みを行えば社会人基礎力の育成に影響するか、また、大学時代にどのようなことに取

り組むことが社会人基礎力の育成に影響するかということについて考察を深めたい。そし

て、大学時代の取り組み項目のうち、社会人基礎力に関して影響があった項目を高校の授

業に導入することで、大学に進学せずとも社会人基礎力の育成を可能にする政策を提言し

たい。 

 

 その前段階として、回答者の出身高校に関する 35 項目に対して因子分析を行い、因子

負荷量を観察しながら不適な６項目を除外したのち、４因子を抽出した。因子を抽出した

方法として、サンプル数が十分に大きいことから、最尤法を用いた。また、因子の回転に

ついてはプロマックス法を用いた（KMO=0.945 , 分散説明力は４因子で 60.398%）。抽

出された因子をそれぞれ、学校の特色因子（第一因子, α=0.937）、学校の雰囲気因子

（第二因子, α=0.854）、厳格因子（第三因子, α=0.775）、教師の質因子（第四因子, 

α=0.872）と名付けた。 
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 さらに、回答者の大学時代の取り組み１２項目に対しても、同様の方法を用いて因子分

析を行い、３因子を抽出した（KMO=0.949,分散説明力は 3 因子で 60.693%）。抽出され

た因子をそれぞれ、実践的因子（第一因子, α=0.877）、コミュニケーション因子（第二因

子, α=0.918）、勉強因子（第三因子, α=0.671）と名付けた。 

 

表 6 因子間相関と社会人基礎力変数との相関表 

 

 

 回答者の出身高校の特徴を表す４因子と、回答者が大学時代に行った取り組み３因子と

社会人基礎力の相関分析を行った（表６参照）。結果の解釈として、出身高校の特徴を表

す４因子は、学校の雰囲気因子以外は社会人基礎力と関係性がないことが示している。し

かし、厳格因子を除けば大学時の取り組みを表す３因子とは正の相関があることが示され

ている。また、大学時の取り組みに関して、コミュニケーション因子と勉強芸術因子は社

会人基礎力と正の相関が見られる。この結果をまとめると、出身高校の取り組みを示す４

因子のうち、学校の特色因子、学校の雰囲気因子、教師の質因子は大学時代の取り組みを

示す３因子と正の相関があり、大学時代の取り組みを示す３因子のうちコミュニケーショ

ン因子と勉強芸術因子は社会人基礎力と正の相関にあるということが言える。 
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図 14 社会人基礎力と高校・大学因子の関係図 

 

 

 相関関係を図に表して再び考察を加える（図 14）。この図から、高校時の特徴が、大学

時の取り組みを介して社会人基礎力に影響していると考えられる。 

 つまり、コミュニケーション力と勉強芸術に磨きをかければ、社会人基礎力の育成に良

い影響を与えることがきる可能性がある、ということが考えられる。また、そのためには

特色豊かな様々な取り組みを学校が行うと共に、学校の雰囲気をよくしていくことが必要

と考えられる。そのために、教師が生徒に対して親身になるなどの状況が必要である（相

関表より）。また、厳格因子が他の因子に対してあまり影響していないことから、厳格に

ルールを設定したり、体罰等を行ったりすることは控えるべきであると言えそうである。 

 

 結果を整理し政策提言の方向性を述べる。まず社会人基礎力の育成のために、コミュニ

ケーション力を育成するための方法と、勉強面の力を促進させるための教育を、高校教育

の場にどのような方法で持ち込むかということを政策提言の１つ目の主題とする。また、

それに伴って必要となってくる学校教育（本稿では高校教育）の体制を良くするための方

法について言及することを政策提言の２つ目の主題とする。 

 そのために、大学の取り組みに関して、コミュニケーション因子と勉強芸術因子の中で

も、どの項目が社会人基礎力と関係性を持っているのかということを明白にするための相

関分析を行う。 
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表 7 社会人基礎力と大学時の取り組み項目の相関表 
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 相関表から、社会人基礎力に対してだけではなく、他の大学時の取り組み項目との正の

関係性が高い項目は、「読書」「専門知識の習得」「問題解決能力」「コミュニケーショ

ン力向上」である（表７参照）。読書に関しては、読書をすることで様々な知見が広まっ

たり、論理的思考力が身についたりすることが社会人基礎力と関係性があることの理由と

考えられる。専門知識の習得については、大学生の勉強というのは自主的に行われるもの

であるから、主体的に勉強をするという姿勢や、勉強によって論理的思考力が身につくこ

とが社会人基礎力と関係性があることの理由と考えられる。問題解決能力は、問題を解決

するための論理的思考力や、他の人と議論を交わすといった行動の結果が、社会人基礎力

と関係性があることの理由として考えられる。コミュニケーション力の向上は、他人との

関わり方や、自分の意見の伝え方を考えて実行した結果が、社会人基礎力と関係性がある

ことの理由として考えられる。これらの項目を高校教育の場で実践するための方法を政策

提言とする。 
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第４章 政策提言 
 

第 1 節 分析の整理と政策提言の全体像 

 本稿の分析の結果から、・社会人基礎力は労働市場で高い評価を受ける・「専門科目の

勉強」「問題解決能力」「コミュニケーション力の向上」「読書」が社会人基礎力の習得

に影響を与えている、という事が明らかになった。 

今回我々が提言する政策は 

 

Ⅰ 専門科目の知識の向上 

Ⅱ 読書への積極性の向上 

Ⅲ 課題解決能力およびコミュニケーション能力の向上 

 

を公教育における高校教育の場で実現可能かつ実践的な取り組みである。 

 

 

Ⅰ 専門科目の知識の向上 

 

まず初めに紹介するのは「専門科目の知識の向上」である。現在教育機関で行われている

専門科目の授業の大部分は教える側からの一方的な「詰め込み」である。しかし実際社会に

出たときに得た専門知識の活用の方法が分からず、活かせないという場合が起こりやすく、

学生側も専門知識の習得にかかるというモチベーションにつながることが難しいのである 

そこで、今回私たちは専門知識の向上に有効な手段として高校による実践型インターン

シップを紹介したい。経済産業省では、教室で学んだ「専門知識」を、「社会人基礎力」

を発揮しながら現実に適用していく経験を積むことは、極めて重要であり、自分たちがこ

れまで学んだ専門知識が企業や社会で実際に役立つことを実感し、学ぶ意欲を高め、さら

に高度な専門知識を習得して難易度の高い課題解決に臨もうとする成長の好循環が生まれ
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るとしていて、そのためには実践型インターンシップが有効であるとしていた。そこでイ

ンターンシップにはどのような効果があるのか過去の先行研究から見ていきたい。北海道

大学の酒井貞彦の研究では栃木県のある公立高校で実際に行われたインターンシップに対

して分析を行った。分析方法は、インターンシップ実施後生徒に対して「報告書」という

形で生徒自身が自由に感想を書く欄を与え、その報告書に記された内容を分析するという

ものである。この分析の結果生徒から「働くことの責任」や「職場における人間関係の大

切さ」を感じ取ったという趣旨の感想が多く見られたとともに「これからの自身の生活を

見直す事の必要性」、「技術や知識をつける事の大切さ」を痛感した生徒も多く見られ

た。またＪＩＣＡ(国際協力機構)でインターンを行った生徒からは「コミュニケーション

能力を高めるためにも英語学習は大切である」という感想もあった。 

 このように高校生で行うインターンシップには生徒に対して職業観の付与や勉強の大切

さを学ぶ事への非常に良い効果があると考えられる。知識向上が実際の社会で役に立つか

どうか分からず、勉学へのモチベーションが低迷していた生徒に対しても良いきっかけに

なると考え実践的インターンシップは専門知識向上に有効であると考える。 

 しかし、この政策には教員の負担が大きいという問題がある。このことについては、の

ちの章で触れたい。 

 

Ⅱ 読書 

 

 現在、小学校、中学校、高等学校での読書に関する取り組みとして、「朝の読書」運動

が有名である。「朝の読書」運動は 1988 年、当時の船橋学園女子高校（現在の東葉高等

学校）で林公・大塚笑子両教諭が提唱、実践し開始された。「朝の読書」運動はホームル

ームや授業開始前に、教師と児童生徒全員が 10 分間自分の好きな本を読む。今や、全国

で２万 7000 以上の小学校、中学校、高等学校で実施されている。 

 

「朝の読書」運動は、以下の４つを原則としている。 

①みんなでやる（児童生徒と教師を含めた全員が一斉に読書をするという公平さが基本） 

②毎日やる （10 分という短時間でも、毎日続けることで読む力をつける） 

③好きな本でよい （児童生徒が主体的に好きな本を探す） 
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④ただ読むだけ （読書感想文のような課題は与えない） 

 

その効果として以下の項目が挙げられる。 

・集中力がついた 

・他人の気持ちが分かるようになった 

・読書が好きになった 

・国語力が向上した 

・読解力が向上した 

・遅刻が減少した 

・不登校がなくなった 

・いじめが姿を消した 

・書店へ行く回数が増えた 

・友人や家族との会話が増えた 

・学級崩壊を立て直すことができた 

 

 このように、読書は様々な良い影響を与えている結果がある。社会人基礎力との関わり

合いで言えば、「他人の気持ちが分かるようになった」「友人や家族との会話が増えた」

という項目は、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な

力」の向上と考えることができる。 

 続いて、朝の読書が現在どの程度行われているのかということを挙げ、朝の読書を行う

ために必要なことについて述べる。 
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表 8 「朝の読書」運動の実施状況（2015 年 10 月 15 日時点） 

 

朝の読書推進協議会調べ調査分析より筆者作成 

  

 「朝の読書」運動では、児童生徒の主体性にまかせ、何も求めない、評価をしない自由

読書を基本としており、指導や評価をする授業のような強制力を伴わず、のびのびと児童

生徒は読書ができる。朝の読書推進協議会では、「朝の読書」を総合学習に組み入れる

と、教育課程の中にある授業としての「指導」や「評価」が必要になり、「評価」や「競
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争」が発生すれば、「読書」が児童生徒に負担となり、形骸化する恐れがあるとしてい

る。「朝の読書」運動は授業ではない、しかし教育的効果も期待できる有効な手段ではな

いかと考える。もちろん、本を選べない、また読書をしない児童生徒、遅刻する児童生徒

もいるわけであるが、そのような児童生徒の対応として、朝の読書推進協議会では以下の

ようにしている。 

 

「『朝の読書』は基本的に生徒の自主性に委ねますが、本を選べない生徒、本を読まない生徒への対

応は、読書以外の時間帯に応援する姿勢で声をかけることも必要です。折りにふれ、教師が自分の子

ども時代の読書体験等や本の魅力について自分の言葉で語ることも効果があります。遅刻者にはその

場で注意をせず、速やかに読書に参加させ、後で指導を行って下さい。私語をしたり物音を立てたり

する場合は即座に注意を促す必要があります。（ＨＰ『朝の読書をはじめましょう～「朝の読書」導

入の手引き～』より引用）」 

 

 

 教師が積極的に生徒に働きかけるというのも、重要になってくることがわかるであろ

う。これらの状況を踏まえ、今後の課題をあげる。 

 

（１）朝の読書推進協議会の調査分析からわかるように、小中学校と高等学校の実施率に

大きな差があるため、高等学校における「朝の読書」の実施校数を増やすこと。 

（２）また、実施する際にできるだけ４原則にならった「朝の読書」を実施すること。 

（３）最後に、学校図書館の蔵書数が不足していると回答したのが４割近くだったので、

蔵書数を見直す必要があること。 

 

 

（３）の蔵書数の不足に関して、もう少し問題点に踏み込みたい。文部科学書では、「公

立義務教育諸学校における学校図書館の図書を充実するため、学校の規模に応じた蔵書数

の目標を定めた「学校図書館図書標準」の達成」（平成 26 年度文部科学白書 111 頁）に

向けて、平成 24 年度から平成 28 年度までの「学校図書館図書整備５か年計画」を策定し

ている。この計画に基づき、公立義務教育諸学校の図書の整備にかかる費用として、単年
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度約 200 億円、５か年総額約 1000 億円の地方財政措置が講じられる「平成 26 年度学校

図書館の現状に関する調査」結果（概要）によると、公立学校図書館の蔵書冊数は 

 

小学校 １億 7402 万冊（平成 23 年度末 約 1 億 7306 万冊） 

中学校 9985 万冊（平成 23 年度末 約 9872 万冊） 

高等学校 8476 万冊（平成 23 年度末 約 8374 万冊） 

 

 であり、平成 23 年度末に比べて、小中高いずれも増加している。しかし、「学校図書

館図書標準」の達成率を見ると、あまり十分ではない。平成２５年末時点で、「学校図書

館図書標準」を達成している学校の割合は小学校、中学校それぞれ 60.2％、52.3％にとど

まり、平成 23 年度末（小学校 56.8％、中学校 47.5％）よりも増加しているものの、いま

だ十分とは言えない状況である（図 15 参照）。  

 

図 15 全国の公立小・中学校における学校図書館図書標準の達成率ごとの学校の割合 

 

文部科学省 「平成 26 年度学校図書館の現状に関する調査」結果概要より筆者作成 
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 地方財政措置では、地方交付税内に計上される。よって使途は各地方自治体により委ね

られているので、地方自治体の事情により、本来学校図書館に充てられるべき予算が別の

事業や政策に充てられてしまい、学校図書館まで行き届かないところもあるのである。学

校図書の充実をはかるという点で見れば、明確に使途を図書費と限定して、交付する等、

より正確に予算が各学校図書館に届くような政策も今後必要ではないだろうか。 

 

 

Ⅲ 問題解決能力向上とコミュニケーション力向上 

  

最後に問題解決能力、コミュニケーション能力を向上させる取り組みを提言したい。分

析の結果から、問題解決能力向上とコミュニケーション能力の向上の２項目は、「プレゼ

ンテーション」と相関が高い（表７参照）。そこで問題解決能力向上とコミュニケーショ

ン能力向上のための「プレゼンテーション」を利用した政策を提言したい。 

 北陸学院大学、辰島裕美の研究で、短大生と高校の「情報」の授業でプレゼンテーシ

ョンの取り組みを行いプレゼン後、学生にレポートを取った。このレポートをもとに分析

したところ、高校生は情報モラルをマークとしたプレゼンテーションで『規律性』、『傾

聴力』、『柔軟性』も向上させ、他者と比較しても遜色はなく、これは高校生も短大生も

同様であるとした。しかし同研究では、同時に短大生のプレゼンテーションと高校生のプ

レゼンテーションとには大きな違いが見られるとしている。例えば、短大生が行ったプレ

ゼンテーションには上記の三つの能力に有意であったことはもちろん、授業が進行するに

つれて情熱が下がったとする学生は一人もなく、回数を重ねることに興味関心が高まって

いる。また、目の前で展開しているプレゼンテーションを発表者と聴衆者との相互作用と

してとらえることができている事など、授業と比例して情熱や興味関心が上昇している事

や、授業の中で多くの他のプレゼンテーションを見ることによって発表者と聴衆との相互

作用が働いていることが分かった。一方高校で行われるプレゼンテーションは、聴衆であ

る生徒たちは自分の発表が気になって落ち着かず、前に出て話して席に戻る、自分のプレ

ゼンテーションで精一杯の生徒が多い事など、発表者として聴衆の立場を配慮するという

ことが不十分であることや、聴衆として発表者の態度に注目しておらず、発表の際に重要
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となるポイントを他の発表者から学び取っていない事が分かった。その原因を短大生のレ

ポートから辰島が分析した結果、辰島は、短大生の授業では発表が何度も繰り返して行わ

れることが影響したと考えている。短大生は，次のチャンスに活かせるという思いで，身

近な手本である友人の姿を真似ようと相手をよく見たことにより，発表者と聴衆の相互関

係が理解できている。さらに，前回の自分と比較して今回成長を自覚した喜びが次の意欲

につながり、成果をあげている。高校生は，短大生と比較すると年齢が低く、社会経験も

乏しい。このため、コミュニケーション能力の必要性に気付かず、モチベーションが低い

ことが成果にも反映するとしている。つまり、その事に配慮せず高校でプレゼンテーショ

ンをおこなっても能力向上には結び付きにくいのである。しかし、現行のカリキュラムに

おいては、プレゼンテーション授業のために別のとある科目の単位を減らすというのは現

実的に難しい。そこで提言するのは情報の授業だけではなく、英語や数学など他の授業の

中にもプレゼンテーションを取り入れることである。たとえば英語の授業では普段使用し

ているテキストから生徒が興味をもったトピックについて、グループでプレゼンを行って

みる事や、数学なら身の回りの身近な問題に対して授業で扱った数学の知識用いて解決し

たものをプレゼンで発表していくというものが考えられる。 

この政策の有効性を証明するために、例として、初めに東京経済大学で行われた英語に

よるプレゼンテーションを紹介したい。東京経済大学は 2006年に大幅な英語カリキュラ

ムの改革を行った事に伴って、１年生必修で行う英語の中でプレゼンテーションを取り入

れた。方法としては、大学の前期に相互理解のツールとして英語を発音、聞き取りするこ

とを訓練させ、後期に実際に英語のプレゼンテーションを行うというものである。このプ

レゼンを行うにあたって使用するテキストは高難度なものではなく、英語が苦手な人でも

取り組みやすい難易度で、プレゼンテーションとして扱うのに適したトピックを幅広く扱

っているものを選択した。また各ユニットには、原稿のテンプレートやサンプル原稿も載

せており、自分が言いたいことを論理的に表現できる能力が身につくことを目的にした2。

学生はレベルや興味に応じてトピックを選び半期の授業で複数回プレゼンテーションを行

い、プレゼン後に「声」「身ぶり」「アイコンタクト」など複数の項目を学生同士で評価

した。評価を分析した結果、コース終了後の英語プレゼンテーションに対する意識は、

「積極的にやってみたい」受講生が事前の８％ から 22％ へと大幅な上昇を示した。開始

                                                   
2 (『学生の意識変化に見る英語プレゼンテーション授業の有用性』より引用 p.5) 
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前の「余りやりたくない（44％）」は終了時には「やってみたいが自信がない（44％）」

へ変化した。開始時には「絶対にやりたくない」「全く興味がない」はそれぞれ 11％，

8％，合計 19％ であったが，終了時には「絶対にやりたくない」「全く興味がない」はそ

れぞれ２％，合計４％ と激減した。また、話す力に関しても，確実な上達が見られた。

当初は原稿に目を落としたまま発表する学生が多く，文の区切り方などを教員から助言す

ることが多かったが，次第にアイコンタクトのタイミングや文の区切り方に自然に気づく

ようになってきた。という分析結果となった。このように、話す力を中心としたコミュニ

ケーション能力の向上やプレゼンテーションへの積極性の上昇など、英語によるプレゼン

テーションの取り組みは非常に興味深いものだった。 

また同様に、数学を使用したプレゼンテーションの活用も紹介したい。三重大学の須曽

野は、OHP(オーバーヘッドプロジェクタ)とシートを活用するプレセンテーションが有効

であると考え、特に数学では最大限に OHPを活かせるとしている。OHP とは、テキストを

含む画像を、スクリーンに投影して聴衆に見せる表示システムのことである。OHPの優れ

た点は、パワーポイント等のような、「すでに完成されたスライド」を投影するのではな

く、「加筆修正しながらリアルタイム」で文字や画像を投影できることにある。この OHP

を利用した数学のプレゼンテーションの方法としては、一般のテキストや問題集で数学の

応用問題をどのように解いたかをシートに書き表し、その様子をリアルタイムで OHPに映

し出すことでプレゼンとして聴衆の前で発表するというものである。実際、須曽野が公立

中学校在職時行った取り組みでも、数学の方程式の解き方で答え合わせをする際に､生徒

が解答だけでなく､途中の式の変形をシートに書いたり､別の解き方を提示したりすること

ができた｡また､生徒は、数学の応用問題(文章問題)をどのように考えたか発表するのに

OHPが役立ったという経験を持ち、手ごたえを感じていた。このように、シートを OHPに

映し出すことにより、生徒の様々な考えを共有することが可能となる。そして OHPを利用

する最大の利点はその柔軟性である。プロジェクターなどの OHPを利用してプレゼンテー

ションを行うことは一般的であるが、この場合パワーポイントを使う場合が多い。確か

に、パワーポイントで数式を提示することは可能だが、数式を付け加えたり削除したりす

ることに関しては不便である。対して OHPとシートを使ったやり方であれば、ペンで書き

込むという方法を取るので変更や削除などの作業が非常に手軽であり、数学でプレゼンテ

ーションを行う場合には最も適した方法である考える。 



 39 

ここまで紹介したプレゼンテーションを見ていくと例えば英語のプレゼンテーションで

は取り組みに適したテキストの準備、数学では問題を解いた数式をシートに書き OHPで紹

介するなど決して特別な道具が必要であるようには見えず、高校の授業に対して容易に適

用が可能なものであることが分かる。つまり受験への勉強が中心となっている高校だけで

なく、中学に関しても、授業数を削ることなく並行して問題解決力、コミュニケーション

能力を養うことが可能であると期待できる。この様に他の授業でもその科目にあったプレ

ゼンテーションを導入していくことによって問題解決能力やコミュニケーション能力の向

上につながるのではないかと考える。 

 

 ここまで社会基礎力向上の政策提言を行ってきたが、現在、国内の教育機関の広範囲で

も社会人基礎力への注目が高まっている。経済産業省が評価した大学の授業実例の中には

プレゼンテーションを使用した授業プログラムが、国公立、私立を問わず非常に多数報告

されていると同時に、授業実例の中にはインターシップを利用した授業例も複数報告され

ている。これらはどれも実践的な内容のものであった3。つまり社会人基礎力向上の重要性

が教育機関にも認知されつつあり、ここまで紹介してきた社会人基礎力向上の政策の有効

性も認められつつあると考えられる。 

 

第２節 政策の課題点と対策方法 

 以上「読書」「専門知識の習得」「問題解決能力」「コミュニケーション能力向上」の

ための政策提言を行ったが、最後にこれらの政策の実現可能性について言及したい。 

 今回の「働き方と教育に関する調査」では、高校時にどのような授業が行われていたか

ということについて５段階で評価している（１・まったくなかった、２・ほとんどなかっ

た、３・ある程度あった、４・よくあった、５・頻繁にあった）。これらの項目のうち、

パソコンに関しての授業、講演会、ロールプレイングの授業など、独特の授業に関しての

項目は、年齢が若くなるにつれてポイントが高くなっている。このことは、多様化する社

会に対して多彩な授業を取り入れ、学力以外の能力を生徒に身につけさせようとする試み

                                                   
3 経済産業省 HP 『社会人基礎力を育成する授業 30選 実例集』では、多くの大学が社会

人基礎力を育成するためのキャリア教育の実施内容が記されている。 
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が増えてきたからだと考えられる。しかし、こうした試みを行うには、現場の教師の労働

時間を考慮しなければならない。教師の現状として、平均残業時間は平成 18年度時点で

月平均約 34時間となっている。 

 

図 16 教師の残業時間と負担項目 

 

出典：文部科学省初等中等教育局 初等中等教育企画課 学校や教職員の現状について 

  

 このような結果となっている理由としては、勉強を生徒に教えること以外にも労力を割

いていることが原因の一つと考えられる。本稿でこれまで議論してきた、社会人基礎力を

育成するための高校時の授業は、現場の教師たちの労働によって達成されるものである。

現状、教師が社会人基礎力を育成する授業取り組みを行うためには、生徒指導・準備・事

務作業が増加することが考えられ（図 16参照）、政策の実現可能性は低い。そこで我々

はこの問題に対して 

 

Ⅰインターンシップコーディネーター 

Ⅱキャリアコンサルタント 
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を学校教育の場にも導入することを提案する。 

 

Ⅰ インターンシップコーディネーター 

 

 平成 26年度、厚生労働省は高等学校におけるインターンシップを定着させるために、

インターンシップコーディネーターの募集を始めた。インターンシップコーディネーター

の主な役割は、高等学校と地域の経済団体との仲介役を果たすことで、高等学校における

インターンシップの実施を円滑にするものだ。現在、公立高等学校では約 8割の実施率を

誇っており、今後ますますインターンシップの重要性は増すであろう。能力開発におい

て、インターンシップを経験することは非常に重要であると考えられる。その理由とし

て、学力においては、冒頭でも問題視していた家庭の所得の差による教育機会の差が存在

するが、社会人基礎力育成においては、インターンシップを公教育の場で受けることがで

きれば、ますます能力開発の場が公平に行き渡るからだ。また、企業側も優秀な人材を早

めに確保でき、早期の育成を可能にできるというメリットがある。さらに、先述の政策提

言でも、インターンシップが社会人基礎力に良い影響を与えていることが述べられてい

る。インターンシップを実施するには、企業へのアポイントメントや生徒への指導等に時

間を要することになる。インターンシップコーディネーターを高等教育の場に導入するこ

とは、これらの問題を解消する鍵となると考える。 

 

Ⅱ キャリアコンサルタント 

 

キャリアコンサルタントの概要についての説明をする。キャリアコンサルタントはそもそ

も 2種類に分かれる。まず一つは厚生省が発行している資格を持っている者。もう一方は

民間が発行している資格を持っている者である。 

 

【国家検定】 

 一般的に国家検定、キャリア・コンサルティング技能検定１級・２級試験合格者がキャリ

ア・コンサルティング技能士と呼ばれる。資格条件を述べと、１級技能士については２級試
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験合格後、キャリア・コンサルティング実務経験を３年以上積み、１級試験に合格した者等

（指導レベル）のことであり、２級技能士は、標準レベルのキャリア・コンサルタント（キ

ャリア・コンサルタント養成講座（140 時間（平成 23 年７月より前の指定基準によるもの

は 130時間））を受講し、キャリア・コンサルタント能力評価試験に合格した者等）であっ

て、キャリアコンサルティング実務経験を３年以上積み２級試験に合格した者等（熟練レベ

ル）を指す。以上が国家資格のものである。 

 

【民間資格】 

 民間資格についてはキャリア・コンサルタント能力評価試験合格者等に合格した者が標

準レベルのキャリアコンサルタントと呼ばれる。資格条件は、キャリア・コンサルタント養

成講座（140時間（平成 23年 7月より前の指定基準によるものは 130時間））を受講し、キ

ャリア・コンサルタント能力評価試験に合格した者等（標準レベル）である。 

 

 次にキャリアコンサルタント、キャリアカウンセラーを取り巻く状況を述べる。個人へ

のキャリア支援の担い手としてキャリアカウンセラーは各分野で活躍が期待されている。 

 

例えば・・・ 

①国として失業・若者の無就業問題に対応するための施策の推進 

②学校教育において現在の教育の在り方を幅広く見直し、キャリア教育の推進 

③企業においても社員が自主的にキャリアを描けるような仕組みづくり 

などである。 

 

 

しかし、キャリアコンサルタントを導入するにあたって様々な問題がある。この中でも、

我々は２つの問題に焦点を絞って議論を進めたい。１つは、キャリアコンサルタントの重要

性が認知されていないことにある。厚生労働省委託キャリア・コンサルティング協議会の調

査では下の図のようになっている。キャリア・コンサルタント自身が課題と感じている項目

には「キャリア・コンサルタントとしての自分自身の力量が十分ではない」という項目に並

ぶように「『キャリア・コンサルタント』そのものが認知されていない」という項目が大き

なウェイトを占めているのである（図 17参照）。 
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図 17 キャリアコンサルタントの実態 

 

出典：キャリアコンサルティング協議会『キャリア・コンサルティングに関する実態調査

結果報告書』 

 

 認知度が低いことはキャリアコンサルタントその物に対する需要にも大きくかかわるも

のであり、認知度の向上なしにキャリアコンサルタントの広範囲の実現はないと考える。何

より自分の職業に誇りが持ちにくくなる恐れがあるのである。公的なキャリアコンサルタ

ントに関して言えば、キャリアコンサルタントは厚労省の試験に合格するだけでなく、様々

な実務経験を積み上げた人材であるにもかかわらず、厚生労働省委託キャリアコンサルテ

ィング協議会の調査によると「月収が 30 万以上」と回答し正規雇用かつ専任で 45.6%であ

り非正規あるいは兼任、副業となるとさらに月収の数字は下がり、「20万円～30万円」以

下の層が中心となるのである。つまり実務経験の豊富な人材に対する給与としては決して

高いとは言えないのである。また中学高校で行われたキャリアコンサルトに対してはボラ

ンティアのような形で無償に行われるケースも多いのである。仮にキャリアコンサルタン

トを学校教育の場に導入する政策が行われても、その仕事内容と収入を考慮すると、今後確

実にキャリアコンサルタントが増えるかは疑問である。政府は、社会人基礎力だけでなく、

今後はキャリアコンサルタントの重要性にも目を向け、教育投資を増やすべきであろう。 
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 ２つめに、私的なキャリアコンサルタントに関しての問題である。私的なキャリアコンサ

ルタントに関しては代表的なものに「キャリア教育コーディネーター4」がある。これは、

地域社会が持つ教育資源と学校を結びつけ、児童・生徒等の多様な能力を活用する「場5」

を提供することを通じ、キャリア教育の支援を行う民間企業のプロフェショナルである。こ

のように外部からコーディネーターを招聘することにより、普段の授業では学べない知識

や職業観を得ることが期待されている。しかし私的キャリアコンサルティングの問題点は

学校の予算面にある。長期的に考えれば、少子高齢化社会がこのまま続けば将来的に生徒の

数が減少し、それに伴って収益も減少することは明らかである。そのような状況下で民間の

キャリアコンサルタントに協力を依頼することは、資金繰りを考慮すると難しいように考

えられる。このことに関しても、やはり政府が能力開発に関してより関心を向け、教育投資

を増やすことが必要だ。 

 

ここまでの議論を、インターンコーディネーター・キャリアコンサルタントのメリットとデ

メリットを整理しながら確認する。 

 

（メリット） 

・公教育の場でのインターンシップは教育機会の差を生まない。 

・教師の負担が減る 

・企業は早い段階から優秀な人材を確保できる 

 

（デメリット） 

・費用がかかる 

・学校制度の整備不足 

  

                                                   
4 『キャリア教育コーディネーター育成ガイドライン』P9ではキャリアコーディネーター

とは、地域社会が持つ教育資源と学校を結びつけ、児童・生徒等の多様な能力を活用する

「場」を提供することを通じ、キャリア教育の支援を行うプロッフェッショナルのことを

指している。 
5 また、『キャリア教育コーディネーター育成ガイドライン』P9では「場」とは、ものづ

くりや職場での体験活動などの場所という狭義の意味だけでなく、地域社会が持つ教育資

源を活用した学びの機会という意味を含むとしている。  
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第 3 節 ヒアリング調査 

 最後に、今回我々が提言した政策が、実際の状況に対してどれだけ適合性を持っているか

ということに関して、現場で働く教師から意見を得ることができたので、そのことについて

述べる。本稿で挙げたⅠ専門科目の知識向上 Ⅱ読書への積極性 Ⅲ課題解決能力、コミュ

ニケーション能力の向上を目的とする授業の政策提言に関して、実際の状況を見ても重要

性を感じるという意見を頂くことができた。政策ごとに頂いた意見を順に述べる。 

 

Ⅰ 専門科目の知識 

 インターンシップを行う際の企業選択→アポ取り→実施までの作業を教師が行わなけれ

ばならないため、時間や負担が大きく、今後インターンシップコーディネーターやキャリア

コンサルタントの必要性が高まると言える。現在ではスクールカウンセラーや図書館司書

ですら常設されておらず、非常勤講師が兼任している。インターンシップの代替として、企

業や職場からの外部講師を呼ぶなどをしている。インターンシップコーディネーターやキ

ャリアコンサルタントが不足している理由として、設備不足や予算不足が考えられ、その現

状に関して各教育委員会は満喫の課題として設置の必要性を感じていないのではないかと

考える。 

 

Ⅱ 読書への積極性 

 朝の読書は、学年が進むにつれて減少し、プリント授業等に置き換わる。このことは、授

業時間数の不足が原因である。また、体育祭等のイベントとの兼ね合いもあり、授業時間を

確保することが難しい。近年では、圧倒的に基礎学力が不足している生徒が増加しており、

学力の格差が問題視されている。このことは、各家庭の経済状況に原因があると考えられる。 

 

Ⅲ 課題解決能力、コミュニケーション能力の向上 

 プレゼンテーションの授業を行うことは、文部科学省による教科書からも指示されてい

るが、年に１回程度しか実施できていない。理由として、生徒の基礎学力が優先されがちに

なることと、ⅠとⅡ同様、時間の制約を受けているからである。 
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また、どの政策提言においても、実際の現場の状況を鑑みると、これらの政策を実現するた

めの時間が乏しいこと、教師一人あたりの負担が大きく、教師をサポートする体制が必要で

あるという意見を得た。 

 

 

 これらの意見を踏まえ、本稿の政策提言のまとめをする。 

 

図 18 主要国における公財政教育支出の対 GDP 比 

 

Education at a Glanceより筆者作成 

 

 OECD諸国の中でも、日本は教育投資費がかなり低いことが見て取れる（図 18）。それに

もかかわらず高い教育水準を誇っているのは、現場の教師たちの懸命な努力の賜物である

と考える。しかし、教師一人あたりに対する負担が大きいという問題が浮上している昨今の

状況を鑑みると、やはり教師の仕事を省ける部分は省くといった政策が必要ではないかと

考える。 
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図 19 政策提言の全体像 

 

 

 今後、生徒の社会人基礎力の能力開発を行うにあたって、教師に全てを任せるのではなく、

インターンシップコーディネーターやキャリアコンサルタントをうまく導入することによ

って、教育をする側、教育を受ける側の両者それぞれが抱える問題が解消されることを期待

したい。また、社会人基礎力・インターンコーディネーター・キャリアコンサルタントの注

目度が高まることでの研究の増加や政府による教育に対する投資が熱心になることで、今

回我々が構想した日本社会の問題点、すなわち人口減少による生産量の減少問題が、図 19

のような流れで解消されることを期待したい。 
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第５章 本稿の限界と将来 
 

第 1 節 本稿の限界と将来の研究にむけて 

 分析にあたって、今回我々は、使用する変数を選択する際にミンサー型賃金関数を参考

にしようとした。しかし、ミンサー型賃金関数に使用されている雇用規模変数を今回の分

析に用いるのは不適であると考えた。理由として、従業員規模が大きければ大きいほど正

規雇用者が多かったり6、豊富な資金から人材育成に対する投資が積極的になったりするた

め、社会人基礎力の内生変数、もしくは従業員規模が所得の代理変数となっている可能性

もあると考えたからである。また、今回の分析では、学力の代理変数として高偏差値大学

ダミー変数を用いたが、それが社会人基礎力の内生変数ではないことについてまでは解明

できていない。本稿は政策提言を中心にした論文であるから、解釈が難解な分析は控え、

関係性を示すに留めた。しかし、因果関係の究明は今後必須である。共分散構造方程式モ

デルを作成し、従業員規模変数を含め、社会人基礎力と年収の関係性に明確な因果関係を

持たせること、さらに具体的な社会人基礎力の育成方法を、因果関係を明白にしながら模

索することを今後の研究課題としたい。また、個人の人的資本蓄積という点に関しても、

本当に高校の時点で社会人基礎力を育成することが最適なのかということについても、今

後の研究課題としたい。今後も社会人基礎力に関しての研究が進み、一人ひとりが自分ら

しく生きることができる社会の実現と、それによって将来的な日本経済の問題が解消され

ることを願って、この論文の結びとする。 

 

  

                                                   
6 権・金・牧野(2012)「企業の教育訓練の決定要因とその効果に関する実証分析」では、

事業所が属する企業規模が大きいほど、あるいは、事業規模が大きいほど、教育訓練に取

り組む確率が高まるという結果を、実証的分析から得ている。 
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［http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/cyosa2007.pdf］ 最終検索日：2015/10/31 

・経済産業省 HP 「社会人基礎力に関する研究会-『中間取りまとめ』-本文」

［http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/chukanhon.pdf］ 最終検索日：2015/10/31 

・岩本康志(1998) 「2020年の労働力人口」 

・松浦司(2006) 「階層・学歴・学力が所得に与える影響について」 

・橋本由紀 宮川修子(2008) 「なぜ大都市圏の女性労働率は低いのか」 

・猪原敬介 上田紋佳 塩谷京子 小山内秀和(2012) 「日本人小学児童における読書量・

語彙力・読解力の関係」 

・国立社会保障・人口問題研究所 HP ［http://www.ipss.go.jp］ 最終検索日：

2015/10/28 

・文部科学省 HP 「第 3章『高等教育の役割』」

［http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_index/toushin/attach

/1309727.html］ 最終検索日：2015/10/31 

・文部科学省 HP 「高校におけるインターンシップコーディネーターの配置」

［http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1350144.html］ 最終検索日：

2015/10/30 

・厚生労働省 HP 「キャリアコンサルタントになるには」

［http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku

/career_formation/career_consulting/career_consultant.html］ 最終検索日：

2015/10/27 

・特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会 HP ［https://www.career-

npo.org/tobecc/jyosei.html］ 最終検索日：2015/10/28 

・権赫旭 金榮愨 牧野達治(2012)「企業の教育訓練の決定要因とその効果に関する実証分

析」 

データ・出典：  

・西村和雄・八木匡 「働き方と教育に関する調査」 

http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/2006chosa.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/cyosa2007.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/chukanhon.pdf
http://www.ipss.go.jp/
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_index/toushin/attach/1309727.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_index/toushin/attach/1309727.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1350144.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career_consulting/career_consultant.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career_consulting/career_consultant.html
https://www.career-npo.org/tobecc/jyosei.html
https://www.career-npo.org/tobecc/jyosei.html
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・厚生労働省 HP 平成 26年度 国民生活基礎調査の概況 

・厚生労働省 HP平成 26年度 賃金構造基本統計調査 

・厚生労働省 HP平成 26年度 厚生労働白書 

・文部科学省 HP平成 26年度「学校図書館の現状に関する調査の結果について」 

・文部科学省初等中等教育局 初等中等教育企画課 「学校や教職員の現状について」 

・国立教育政策研究所 「平成 25年度職場体験・インターンシップ実施状況等調査結果

（概要）」 

・朝の読書ホームページ（オンライン書店「e-hon」内に設置） 

［http://www.tohan.jp/csr/asadoku/index.html］最終検索日：2015/10/25 

・ＨＰ『朝の読書をはじめましょう～「朝の読書」導入の手引き～』 

［http://www1.e-hon.ne.jp/content/asadoku_tebiki.html］最終検索日：2015/10/25 

 

・キャリア・コンサルティング協議会 「キャリア・コンサルティングに関する実態調査

結果報告書」 

・Education at Glace 2009 ［http://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/43668934.pdf］ 最終検索日：2015/10/31 

・ 

 

  

http://www.tohan.jp/csr/asadoku/index.html
http://www1.e-hon.ne.jp/content/asadoku_tebiki.html
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/43668934.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/43668934.pdf
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（表）出身高校の特徴項目の因子負荷量表 
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（表）大学時の取り組み項目の因子負荷量表 

 

 

 


