
５ 第３期実施計画期間の取組 

基本政策Ⅰ  人間としての在り方生き方の軸をつくる 

子どもたちが将来に対する夢や希望を持ち、将来の社会的自立に必要な能力や態度

とともに共生・協働の精神を培う教育の実践が求められています。本市では、これを

「キャリア在り方生き方教育」として第１期実施計画から重点施策として位置づけ、

すべての学校で取り組んできました。今後も、日々の学習活動を通じて子どもたちの

自己肯定感を高め、学ぶ意欲、人と関わる力、社会に参画する資質・能力を小学校段

階から計画的・系統的に育んでいきます。 

○ 現状と課題 ○ 

人工知能（AI）、ビッグデータ、IoT、ロボティクス等の先端技術が高度化し、あら

ゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0 時代が到来しつつあるとともに、

社会の在り方そのものがこれまでとは「非連続」といえるほど劇的に変化し続ける状

況があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたり、安全な環境

において子どもたちの学びを保障することで、子どもたちが自らの夢を実現できるよ

うにすることが求められています。さらに、貧困、紛争、気候変動など、数多くの国

際的な課題に対し、SDGs の達成に向けた取組も重要となっています。このように、

今日の子ども・若者が生きる社会は、ますます将来の予測が困難な状況になっていま

す。これまでも、変化に十分対応できず、学校から社会への移行が円滑に行われてい

ない子ども・若者の実態について、コミュニケーション能力や自己肯定感の不足、他

者への配慮の不足といった原因が指摘されています。将来、社会的・職業的自立に向

けて必要な基盤となる資質・能力や、社会の形成に主体的に参画するための資質・能

力として、チームワークやストレスマネジメント能力、また、学ぶこと・働くことの

意義や役割の理解など、基礎的・汎用的な能力を育成する必要があります。 

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、

個別最適な学び＊と、協働的な学び＊の実現～（令和３（2021）年１月中央教育審議

会答申）では、「一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あ

らゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら、さまざまな

社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となること

ができるよう、その資質・能力を育成することが求められている」としています。子

どもたちが自分の価値を認識しながら、他者の価値も尊重する意識を醸成し、一人ひ

とりの多様な幸せや社会全体の幸せともいうべきウェルビーイング（well-being）＊
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の理念の実現により、多様性と包摂性のある持続可能な社会をめざすことが重要です。 

全国学力・学習状況調査の結果を見ると、本市の子どもの自己肯定感は年々増加傾

向にあるものの、小学校では 6.3％、中学校では 7.2％の子どもが「自分にはよいと

ころがあると思わない」と回答しています【図表１、２】。また「将来の夢や目標を   

持っていますか」という項目については、「あてはまる」、「どちらかといえばあてはま

る」と回答した割合は小学生、中学生ともに全国平均よりも低くなっています【図表

３】。 

本市では、子どもたちのキャリア発達＊（社会の中で自分の役割を果たしながら、

自分らしい生き方を実現していく過程）を促すために、すべての市立学校で「キャリ

ア在り方生き方教育」を推進しています。引き続き、各学校の実情に応じて、子ども

たちに、社会的自立に向けて必要な能力や態度とともに、共生・協働の精神を計画的・

系統的に育てる教育が求められています。 
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資料：全国学力・学習状況調査 

資料：全国学力・学習状況調査 

図表３「将来の夢や目標を持っていますか」という質問で「あてはまる」、 

「どちらかといえばあてはまる」と回答した割合 

資料：全国学
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図表２「自分には、よいところがあると思いますか」という質問に

対する生徒の回答の割合（中学校３年生）

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない
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図表１「自分には、よいところがあると思いますか」という質問に

対する児童の回答の割合（小学校６年生）

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

資料：全国学力・学習状況調査 
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○ 政策目標 ○ 

「キャリア在り方生き方教育」をすべての学校で計画的に推進し、すべての子ども

に、社会で自立して生きていくための資質・能力や態度とともに、共生・協働の精神

を育みます。 

○ 参考指標 ○ 

指標名 指標の説明 
実績値 

（R３(2021)） 

目標値 

（R３(2021)） 

目標値 

（R7(2025)） 

自己肯定感 

「自分にはよいところがあると

思う、どちらかといえばそう思

う」と回答した児童生徒の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

小６ 79.1％ 

中３ 76.4% 

小６ 82.0％ 

中３ 74.0% 

以上 

 小６ 83.0％ 

 中３ 77.0％ 

          以上 

将来に関する意識

「将来の夢や目標を持ってい

る、どちらかといえば持ってい

る」と回答した児童生徒の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

小６ 77.3% 

中３ 65.2% 

小６ 86.0% 

中３ 69.0% 

以上 

 小６ 90.0％ 

 中３ 75.0％ 

以上 

自己有用感 

「人の役に立つ人間になりたい

と思う、どちらかといえば思う」

と回答した児童生徒の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

小６ 96.0％ 

中３ 94.6％ 

小６ 94.0％ 

中３ 92.0％ 

以上 

 小６ 97.0％ 

 中３ 95.0％ 

以上 

チャレンジ精神 

「難しいことでも、失敗を恐れ

ないで挑戦している、どちらか

といえば挑戦している」と回答

した児童生徒の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

小６ 73.0％ 

中３ 66.0％ 

小６ 81.0％ 

中３ 74.0％ 

以上 

 小６ 82.0％ 

 中３ 75.0％ 

以上 

チャレンジ精神 

【第３期から設定】

「難しいことでも、失敗を恐れ

ないで挑戦している、どちらか

といえば挑戦している」と回答

した児童生徒の割合 

【出典：川崎市学習状況調査】 

小５ 78.5％ 

中２ 66.4％ 

（Ｒ2） 

- 

 小５ 82.0％ 

 中２ 75.0％ 

以上 

共生・協働の精神

「学級みんなで協力して何かを

やり遂げ、うれしかったことが

ある、どちらかといえばある」

と回答した児童生徒の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

＊

小６ 90.0％ 

中３ 85.0％ 

以上 

＊

社会参画に関する

意識 

「地域や社会をよりよくするた

めに何をすべきか考えることが

ある、どちらかといえばある」

と回答した児童生徒の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

小６ 54.2％ 

中３ 39.5％ 

小６ 44.0％ 

中３ 31.0％ 

以上 

 小６ 56.0％ 

 中３ 40.0％ 

以上 

＊参考指標「共生・協働の精神」は、出典元の調査において設問がなくなったため記載はありません。
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施策１．キャリア在り方生き方教育の推進  

社会の様々な領域において急激な構造変化が進み、産業・経済の変容は雇用形態の

多様化や流動化にもつながっています。就職・進学を問わず子どもたちのキャリア形

成をめぐる環境が大きく変化し、社会的・職業的自立に向けて必要な資質・能力や態

度を育てるキャリア教育のさらなる充実が求められています。 

平成 28（2016）年度からすべての市立学校で実施している「キャリア在り方生

き方教育」は、子どもたちの社会的自立や共生・協働の精神を培う視点から、各学校

における教育活動を幅広く見直し、これまでの取組を価値づけ、改革していくための

理念であり、子どもたちの自立に必要な能力や態度を育てる教育です。 

小学校からの系統的な取組を通して「自分をつくる」、「みんな一緒に生きている」、

「わたしたちのまち川崎」の３つの視点で、「学ぶこと、働くこと、生きることの尊さ

を実感し、学ぶ意欲をもった人材」、「共生・協働の精神をもち、共生社会を実現して

いく人材」、「心のよりどころとしてのふるさと川崎への愛着をもち、将来の川崎の担

い手となる人材」を育成していきます。そのため、特別活動を要としつつ「かわさき

共生＊共育プログラム＊」など既に各学校で実践されている取組と教科等の学習活動

を相互に結びつけ、カリキュラム・マネジメントの充実を図り、引き続き、すべての

教育活動を通じて「キャリア在り方生き方教育」を推進していきます。 

あわせて、急激な社会・産業構造の変化の中でも、子どもたち一人ひとりが将来直

面するであろう現代的な諸課題に、柔軟かつたくましく対応できる力を育て、自信を

持って可能性に挑戦することができるよう、将来の生活や社会と関連付けながら、 

「キャリア発達」の見通しを持ったり、振り返ったりする機会を設けていきます。 

また、子どもたちにとっては、1日の生活の大半を過ごす「学校」が身近な「社会」

であり、「学校」を通じて「社会」を理解する取組の充実を行い、社会的自立と社会参

画の力を育みます。 

・教育プランの基本目標である「自主・自立」「共生・協働」の実現に向けた「キャリ

ア在り方生き方教育」を推進していきます。 

・学びの過程を記述し振り返ることができるポートフォリオとしての機能を持つ教材

として「キャリア・パスポート＊」を活用し、小学校から高等学校までの計画的・

系統的な「キャリア在り方生き方教育」のさらなる充実に向けた取組を進めていき

ます。

・各学校が児童生徒に身につけさせたい資質・能力を明確にして、その実現に必要な
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一人ひとりの将来の社会的自立に向け、必要な能力や態度を育てる教育です。 

社会の一員としての役割を果たすとともに、それぞれの個性、持ち味を最大限発揮しながら、自

立して生きていくために必要な能力や態度を育てる教育であり、子どもたちの社会的自立や共生・

協働の精神を培う視点から、各学校における教育活動を幅広く見直し、これまでの取組を価値づけ、

改革していくための理念です。 

一般の「キャリア教育」に、共生・協働の精神を培うという 

視点と、郷土を愛し、将来のふるさと川崎の担い手を育成する 

視点を加え、本市では「キャリア在り方生き方教育」と名づけ 

ています。 

教育活動を見直し、現代的諸課題であるSDGｓや、かわさきパラムーブメント＊等

の視点も取り入れながら、カリキュラム・マネジメントの充実が図られるよう、教

職員研修など学校への支援を行っていきます。 

・教職員が「キャリア在り方生き方ノート」及び「キャリア・パスポート」を効果的

に活用できるよう研修を行うなど、実践に向けた支援を行い、児童生徒が主体的に

学びに向かう力が身につくよう取組を進めていきます。 

【キャリア在り方生き方教育とは】 

キャリア・パスポートを活用し学ぶ様子

●各学校におけるカリキュラム・マネジメントに基づいた教育活動の充実

●「キャリア在り方生き方ノート」及び「キャリアパスポート」を活用した取組の推進

●研究推進校での研究結果等を活かした、キャリア在り方生き方教育の推進

●広報等による保護者等への理解促進

・担当者研修の実施

・情報交換会、研究推
進校報告会の開催

・実践事例集の作成・
配布

・各校における取組の
推進

研修実施回数 ３回

 「キャリア在り方生き方ノート」及び「キャリアパスポート」の配布・活用

情報交換会 ３回
研究推進校報告会 
１回

継続実施

将来の社会的自立に必要な
能力や態度を育む教育を全
校でより効果的に実践するた
め、啓発資料の配布や研修
により、「キャリア在り方生き方
教育」についての理解を深め
るとともに、指導体制の構築
や、家庭との連携を図 りま
す。

 情報交換会、研究推進校報告会の開催

 研究推進校における現代的諸課題に対応したカリキュラム・マネジメントの研究支援

 担当者研修の実施

・推進校における研究
支援

 キャリア在り方生き方教育の実施

・各学校における取組
の調査

令和5（2023） 令和8（2026）
年度 年度 年度 年度以降

事業推進・全校実施（H28か
ら）

・各学校における取組
の実施

令和3（2021）
年度

令和4（2022）
年度

令和6（2024）

・小・中学校・高等学
校への配布・活用

令和7（2025）

・ICTを活用したポート
フォリオ作成の検討

・ICTを活用したポート
フォリオ活用・検証

 多様性を尊重する教育の計画的・系統的な推進に向けた支援

 ICTを活用したポートフォリオの作成・活用

事務事業名
現状

・リーフレットの作成・配
布

キャリア在り方生き方教育
推進事業

事業内容・目標

継続実施
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