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要旨 

 私はアルバイト先の学習塾に通う高校生や、大学生の友人たちと関わる中で、生徒・学

生がキャリアに向き合う姿勢は様々だと感じた。若者が将来について考えることに興味を

持ち、調べていく中で、現在小学校から高校までの教育機関では、それぞれに思い描く幸

せを実現する「生きる力」を育む教育が目指されていると分かった。また近年日本では、

「仕事は楽しいもの」という価値観や仕事を楽しむことを強要する、「エンジョイハラスメ

ント(エンハラ)」が問題となっていると知った。こうした状況より、学生のうちから他者

の価値観を尊重しつつ、自分なりの将来像や働き方を考える必要があると考え、学生が自

身の将来について、自分なりに考える機会となるワークショップの提案を目指した。 

 そのためのリサーチとして、まず「キャリア」や「職業観・勤労観」など、学生が将来

について考えることに関連する語の定義と、それらについて考える意義をまとめた。キャ

リアや職業観・勤労観は、職業としての仕事の場面だけではなく、家事やボランティアと

いった場面でも形成されていくものであり、その人の行動や選択に影響を与えていくもの

だと分かった。 

 次に実際のキャリア教育・キャリア支援の方針やその内容を調査し、学生がキャリアと

向き合う機会の現状について考察した。現在のキャリア教育では、生徒の社会的・職業的

自立に向け、基盤となる能力や態度を育てることに力が入れられ、発達段階に合わせた教

育が目指されていた。キャリア支援の実例としては、札幌市立大学デザイン学部の取り組

みを調査し、大学の特徴に合わせた支援の実情について考えた。札幌市立大学デザイン学

部では、学生への「キャリア教育」と実際の就職活動に対する「キャリア支援」が段階的

に実行され、学生それぞれの目標に合わせた支援も行われていた。しかし、現在のキャリ

ア支援の設計では、1・2年生に向けた取り組みが少なく設定されているため、高校までの

キャリア探究と大学での取り組みにつながりを感じられない学生が多いのではないかと考

えた。この考察から、提案するワークショップでは、将来について考える機会を作る必要

性が高いと考えられる札幌市立大学の1・2年生をターゲットにすることに決めた。 

 ワークショップの内容は、「自分の理想の暮らしを考えよう！」というテーマでグループ

ワークを行うものとした。このテーマは、学生に将来について考えてもらう上で、自然に

仕事以外の要素について意識してもらうための案である。実際のワークショップでは、ま

ず参加者が理想の暮らしについて考える中で、参加者自身の将来の考え方について理解を

深めてもらう。次にワークショップの中で考えたことを文章や図にまとめ、参加者同士、



 

発表・共有する。こうした流れでこのテーマに取り組むことで、参加者に普段から自分の

キャリアを考える意識をつくると同時に、それぞれの今後の目標を明確化・具体化しても

らいたいと考えた。 

 提案するワークショップのデザインや有効性を検証するために、述べ15人の被験者に参

加していただき、オンラインのワークショップを計 5回実施した。ワークショップの様子

の記録を手がかりにした考察と、参加者が作成した Webホワイトボードや作文の内容を客

観的に分析することにより、ワークショップの検証を行った。参加者の成果物からはワー

クショップを通してそれぞれの将来のイメージや今後の目標が具体的になり、キャリアに

ついて考えるモチベーションが高まったと考えられた。また、ワークショップの構成や工

夫に対しても、参加者のアンケートでは高い評価を得ることができた。 
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第1章 はじめに 

1.1 背景 

 筆者は大学に入学してからの 4年間、高校生向けの学習塾でアルバイトし、生徒を学習

面で支援する他、進路について相談に乗ったり一緒に大学を調べたりと進路指導に関わる

機会があった。生徒によって進路や将来に対する考え方、取り組み方は様々である。なり

たい職業に合わせた大学や、興味のある学問を学べる大学を探すなど、何らかの基準や目

標を持って進路研究をしている人もいれば、学校の課題として提出するためだけに大学に

ついて調べている人もいた。具体的に目指す職業を決めていても、「親と同じ職種で」「先

生に勧められたから」など、受動的とも取れる姿勢で進路を考える生徒も一定数いる。 

 また自身を含め、周囲に将来をイメージしづらいという大学生も多く、勤務形態や勤務

地について希望条件のある人でも、自身の就職後の生活やキャリアプランについては具体

的に考えづらいと感じる人が多いようだった。 

 これらの経験から学生が将来について考えることに興味を持ち、調べていく中で、現在

小学校から高校までの教育機関では、平成29・30・31年改訂学習指導要領に則り、それぞ

れに思い描く幸せを実現する「生きる力」を育む教育が目指されていると分かった［文部

科学省,2017,online］。それと同時にキャリア教育にも力が入れられていた。また近年日本

では、「仕事は楽しいもの」という価値観や仕事を楽しむことを強要する「エンジョイハラ

スメント(エンハラ)」が問題となっていることを知った。こうした状況より、学生のうち

から他者の価値観を尊重しつつ、自分なりの将来像や働き方を考える必要があると考え、

その機会の創出を研究テーマにした。 

 

1.2 目的 

 本研究の目的は、学生が自身の将来や働くことについて、自分なりに考える機会となる

ワークショップを提案することである。ワークショップの設計・提案の前段階として、日

本の教育機関におけるキャリア教育・キャリア支援の方針やその内容を調査し、学生が自

身のキャリアと向き合う機会の現状について考察する。 

 

1.3 提案を目指すワークショップの重点と研究方法 

 本研究で提案を目指すのは、学生が将来について自分なりに考える機会となるワークシ

ョップだ。このワークショップは、学生が「自分なりに」将来について考えられることに
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重点を置いて設計する。これは将来についてのそれぞれの選択や判断を、今または将来の

本人にとって納得のいくよいものにするためには、自分で考え行動していくことが重要だ

と考えたからである。また、筆者が接する高校生や大学生は、その人自身の将来をイメー

ジすることにやりづらさを感じながらも、将来について各々の価値観や体験を元に考えて

いる人が多く、そうした姿勢を尊重したいというのも理由の一つである。現在の学習指導

要領においても「それぞれに思い描く幸せ」の実現が目指されていることから、こうした

場は社会的にも必要とされていると考える。 

 以上を踏まえ、本研究ではまず将来のについて考える際よく登場する「キャリア」など

の語句が、日本の学校教育においてどのような意味で扱われているか調査する。合わせて、

学生が将来やキャリアについて考える機会となっている、キャリア教育とキャリア支援の

狙いと取り組みをリサーチする。そして現在行われている活動から、学生が自分の持つ価

値観に気づき、自分なりに取り組んで将来を考えられるかという観点を加えつつ考察を行

う。そこで見えてきた現状や問題点をもとにワークショップを設計し、開催する。このワ

ークショップの内容や対象は、リサーチと考察を踏まえ決定する。開催後にワークショッ

プ参加者の感想や成果物に関する分析・考察を行い、提案したワークショップの評価とブ

ラッシュアップを目指す。 

 

1.4 本論文の構成 

 第 1章では、研究の概要として背景や目的を述べ、それに対するアプローチを示す。 

 第 2章では、ワークショップの提案に向け、学生が将来について考えることに関連する、

2 つの言葉の定義について説明する。一つ目は「キャリア」という語で、「キャリア教育」

など学校でも耳にする機会が多い言葉である。二つ目の言葉は「職業観・勤労観」だ。学

生が将来のことを考える際、自分が社会に出て働くことについて考える人は多く、そこに

関連するものとしてこの言葉についてまとめる。これらの語句について、日本の学校教育

における意味合いや扱いを中心に整理する。 

 第3章では、小学校から高等学校で行われるキャリア教育と、大学でのキャリア支援に

ついて説明する。キャリア教育とキャリア支援は、現在の日本の教育過程において、生徒・

学生が将来やキャリアについて考える大事な機会になっている。キャリア教育・キャリア

支援の方針や実施内容を知ることによって、効果的なワークショップの提案を目指す。最

後にリサーチした内容についての考察を述べる。 
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 第4章では、第3章の考察を踏まえ、本研究で提案するワークショップについて検討す

る。ワークショップのターゲットや狙い、内容についてこの章で述べる。 

 第5章では、本研究で提案するワークショップを実際に開催した結果とその考察をまと

める。 

 第6章では、本研究の結論を述べる。 
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第2章 「キャリア」と「職業観・勤労観」の定義 

 この章では、学生が将来について考える上で使われる機会の多い「キャリア」と「職業

観・勤労観」という2つの言葉についてまとめる。特にこれらの語句の日本の学校におけ

る意味や扱いについて整理し、学生に向けたワークショップの提案の参考にする。 

 

2.1 「キャリア」とは何か 

 「career」という英単語には、「職業、仕事」「（職業に従事した）経歴、履歴」「生涯」

「疾走」という意味がある。また「キャリア」の意味について、文部科学省に設置された

審議会である中央教育審議会は次のように説明している。 

 

 人は，他者や社会とのかかわりの中で，職業人，家庭人，地域社会の一員等，様々な

役割を担いながら生きている。これらの役割は，生涯という時間的な流れの中で変化し

つつ積み重なり，つながっていくものである。また，このような役割の中には，所属す

る集団や組織から与えられたものや日常生活の中で特に意識せず習慣的に行っているも

のもあるが，人はこれらを含めた様々な役割の関係や価値を自ら判断し，取捨選択や創

造を重ねながら取り組んでいる。 

 人は，このような自分の役割を果たして活動すること，つまり「働くこと」を通して，

人や社会にかかわることになり，そのかかわり方の違いが「自分らしい生き方」となっ

ていくものである。 

 このように，人が，生涯の中で様々な役割を果たす過程で，自らの役割の価値や自分

と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ねが，「キャリア」の意味するところで

ある。 

［中央教育審議会,2011,p.17］ 

 

 中央教育審議会の示した「キャリア」の意味では、「働くこと」という言葉に職業以外の

家事やボランティアなど様々な活動を含んでいる。また、実際の経歴だけでなく、その中

での人や社会との関わり合いの積み重ねまで一まとまりで捉えている。こうした点で

「career」の辞書通りの意味とは違いが見られるため、教育の場では「キャリア」への学

生の理解が表面的にならないような工夫が必要だと考えられる。 
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2.1.1 「キャリア教育」とは何か 

 「キャリア」の意味と合わせて、中央教育審議会は「キャリア教育」について、「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」［中央教育審議会,2011,p.17］だと説明している。キャリア発達と

は、子どもの発達に合わせた段階的な形で、社会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のことだ［中央教育審議会,2011,p.17］。キャリア発達は知的、

身体的、情緒的、社会的発達とともに促進されるものであり、それらの発達も段階を追っ

て達成されていくものである[文部科学省,2011,p.17]。そのため、キャリア教育において

も学年ごとに段階的な取り組みをし、キャリア発達を促していく必要がある。 

 公的に「キャリア教育」という言葉が用いられたのは1999年の中央教育審議会の答申で

ある。その資料の中で、新規学卒者のフリーター志向の広がりや、就職後3年以内の高い

離職率などを背景に、キャリア教育の必要性が提唱された。当初のキャリア教育の目的は

学校教育と職業生活の円滑な接続で、「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技

能を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度

を育てる教育」[中央教育審議会,1999,online]が目指された。その実施にあたっては、家

庭・地域との連携やインターンシップなどの体験的な学習の重視、小学校からの発達段階

に応じた教育など、現在のキャリア教育でも重視されている点について触れられている。 

 またキャリア教育と職業教育には違いがある。その違いの一つは教育により育成する力

である。職業教育は一定又は特定の職業に従事するために必要な知識や技能、態度の育成

を目指し、キャリア教育では「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」［中央教育審議会,2011,p.19］を育てる。「一人一人の社会的・職業的自立」

という言葉は、キャリア教育の定義やその教育で育成する力の説明にも使われ、キャリア

教育の目標として重要視されていると分かる。その他の違いとして、職業教育は具体の職

業に関する教育活動の中で行われるのに対し、キャリア教育は普通教育、専門教育を問わ

ず、職業教育も含む様々な教育活動の中で実施される点がある［中央教育審議

会,2011,p.19］。 

 

2.2 「職業観・勤労観」とは何か 

 キャリア教育や職業教育では、一人一人の職業観・勤労観の形成・確立が目的の一つに

なっている。「職業観」とは人それぞれの職業に対する価値的な理解や、人が生きていく上
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で職業の果たす意義や役割についての認識のことで、「勤労観」は職業としての仕事だけで

なくボランティア活動、家事や手伝いなども含む、勤労に対する価値的な理解・認識のこ

とである[国立教育政策研究所生徒指導研究センター,2002,p.20]。これらの価値観は一体

的に扱われる場合が多いが、「職業観」は職業自体や職業倫理などへの理解を含んでいたり、

「勤労観」では勤勉さや責任感などの情緒面が重視されたりという違いがある[国立教育政

策研究所生徒指導研究センター,2002,p.21]。 

 国立教育政策研究所生徒指導研究センターは「職業観・勤労観を育むための学習プログ

ラムの枠組み（例）」というプログラムを作成し、その中で生徒が自立して生きていくため

に必要な能力として、「人間関係形成能力」、「情報活用能力」、「将来設計能力」、「意思決定

能力」の 4 つの能力領域を挙げている[国立教育政策研究所生徒指導研究センタ

ー,2002,p.44]。さらにその 4つの能力領域を2つずつに分けた、自他の理解能力、コミュ

ニケーション能力、情報収集・探索能力、職業理解能力、役割把握・認識能力、計画実行

能力、選択能力、課題解決能力の 8つの能力の育成を目指している[国立教育政策研究所生

徒指導研究センター,2002,pp.47-48]。 

 国立教育政策研究所生徒指導研究センターでは、職業観・勤労観を含む「〇〇観」は対

象とする事柄を自身の問題として考え、外界との関わりを通して個人の内面に形成される

ものとし、職業観自体も変容し、自己や外界との関わり方にも変化を及ぼすものだと述べ

ている[国立教育政策研究所生徒指導研究センター,2002,p.20]。さらにこれらの価値観は、

労働と余暇といった対比の中で職業や勤労をどれだけ重視し、生活にどう組み込むかとい

う判断の基準ともなり、生き方の選択や行動に多大な影響を与えるとしている[国立教育政

策研究所生徒指導研究センター2002,p.21]。また中央教育審議会は、職業観・勤労観は仕

事をする上での判断基準となるものであり、役割や環境に合わせて変化する価値観だとし

ている［中央教育審議会,2011,p.21］。これらの提言は、職業観・勤労観を変化していくも

のだと捉え、本人の生活や仕事の判断基準になると述べている点で共通性がある。 

 以上をまとめると、「職業観・勤労観」は職業・勤労に関する判断の他、人生や自身の行

動の選択決定にも影響する価値観だと言える。また、これらの価値観は外界との関わりの

中で形成され変化し、それぞれの生き方に関わっていく。「職業観・勤労観」という言葉の

こうした側面は、中央教育審議会が示した「キャリア」の意味するところと重なる部分が

ある。学生に「職業観・勤労観」について考えてもらう上では、その言葉の意味合いやそ

れらを形成・確立する意義を深く理解できるよう工夫が必要だと考えられる。 



 7 

2.2.1 「望ましい職業観・勤労観」とは何か 

 1999 年の中央教育審議会の答申をはじめ、特に初期のキャリア教育に関する資料では

「望ましい職業観・勤労観」という語句が度々用いられる。国立教育政策研究所生徒指導

研究センターは、職業観・勤労観の形成を支援する上では、正しいとされる一律の価値観

を教え込むことではなく、一人一人が働く意義や目的を探究し、自分なりの価値観を形成・

確立していく過程を援助することが大切だとしつつ、職業観・勤労観には一定の望ましさ

を備えるべきだとしている[国立教育政策研究所生徒指導研究センター,2002,p.21]。この

背景には、若者の働く意欲や責任感の低下傾向があり、そうした若者の増加も憂慮された

ことがある。多様な職業観・勤労観に共通する土台として備えられるべき「望ましさ」の

要件は、以下のように示されている。 

 

基本的な理解・認識面では， 

①職業には貴賤がないこと 

②職務遂行には規範の遵守や責任が伴うこと 

③どのような職業であれ，職業には生計を維持するだけではなく，それを通して自

己の能力・適性を発揮し，社会の一員としての役割を果たすという意義があること 

などがあげられるであろうし，情意・態度面では， 

①一人一人が自己及びその個性をかけがえのない価値あるものであるとする自覚 

②自己と働くこと及びその関係についての総合的な検討を通した，職業・勤労に対

する自分なりの構え 

③将来の夢や希望の実現を目指して取り組もうとする意欲的な態度 

などがそれに当たると考えられる。 

[国立教育政策研究所生徒指導研究センター,2002,pp.22-23] 

 

 当初のキャリア教育は、進路選択や望ましい職業観・勤労観の形成が大きな目的で、こ

こで挙げられているのも、社会に出て仕事をする上での「望ましさ」である印象を受ける。

文部科学省が2011年に発行したキャリア教育の手引きでは、これまでのキャリア教育は職

業観・勤労観の育成のみに焦点が絞られ、一人一人の社会的・職業的自立のために必要な

能力や態度の育成がやや軽視されていることが指摘されている[文部科学省,2011,p.15]。 
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第3章 学生がキャリアと向き合う機会 

 第3章では、第 2章にまとめた語句の意味や定義を踏まえ、実際に学生がそれらと向き

合う機会である、小学校から高等学校で行われるキャリア教育と、大学でのキャリア支援

について説明する。 

 

3.1 平成29・30・31年改訂学習指導要領について 

 はじめに、キャリア教育を含めた小学校から高校での教育の指針である、学習指導要領

について説明する。学習指導要領とは、全国で一定の教育水準を保てるよう文部科学省の

定めている教育課程(カリキュラム)編成の基準である。これは社会の変化を見据えておよ

そ10年に一度改定され、平成29・30・31年改訂学習指導要領は平成29年からその周知・

徹底がされている。この改訂には一人一人が自ら学び、考えて行動し、それぞれが思い描

く幸せを実現できるよう「生きる力」を育むという思いが込められている[文部科学

省,2017,online]。 

 この学習指導要領では、変化していく社会や予測困難な時代を生きるのに必要な資質・

能力を三つに整理している。一つ目は学んだことを人生や社会に生かそうとする、「学びに

向かう力・人間性など」で、二つ目は実際に生きて働いていくための「知識及び技能」、三

つ目は未知の状況にも対応していくための「思考力・判断力・表現力など」である[文部科

学省,2017,online]。こうした資質・能力の育成のため、教育の目標や内容が見直された。 

 この学習指導要領の改定による授業の見直し・改善には、「主体的・対話的で深い学び(ア

クティブ・ラーニング)」の視点が重要視されている。この流れは、教育方法に関するこれ

までの議論において、生徒が主体的に学ぶことや、他の人と共同しながら学ぶことの重要

性が指摘され、それを考慮した教育が行われてきたことで生まれた[文部科学

省,2017,p.20]。「主体的な学び」とは学ぶことに興味や関心を持ち、自分のキャリアと関

連づけながら粘り強く学ぶことで、「対話的な学び」とは生徒同士の協働、先生や地域の人

との対話を通して自己の考えを広げ深める学習である[文部科学省,2017,p.22]。同時に、

知識同士を関連づけ、自ら問いを見出し取り組む「深い学び」を実現することで、表面的

な活動になることを避け、生涯にわたって能動的に学ぶ能力を普段の授業から育てていく

[文部科学省,2017,p.22・p.24]。これらの教育の実践には各教科の内容や発達段階に合わ

せた学びが求められ、単元や題材の中で主体的に学習の見通しを振り返る場面、グループ

などで対話する場面、子供が考える場面と教員が教える場面の組み立てが重要とされる[文
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部科学省,2017,pp.27-28]。こうした「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指

導方法を指すわけではなく、学校教育における教員の意図や工夫を否定することでもない。

生涯続く「学び」という営みの本質を捉えながら、資質を育てるために必要な学びの在り

方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善を重ねていくことである[文部科学省,2017,p.27]。 

 以上のように平成29・30・31年改訂学習指導要領では、学校教育を通じてただ基礎学力

を向上させるのではなく、一人一人の「生きる力」を育てることを目指している。そして

教育課程の編成基準と合わせて、学校教育で「何を」「何のために」「どのように」学ぶの

かという意義を明確化し共有している。 

 

3.2 キャリア教育の設計と実践について 

 キャリア教育を発達段階に合わせて実践するため、小学校、中学校、高等学校の各段階

における目標や実施内容について度々まとめられている。代表的なものは文部科学省が

2011年に発行したキャリア教育の手引きで、キャリア教育のそれまでの展開や実施の意義、

各段階・学年での教育のポイントが説明されている。最新の学習指導要領である平成29・

30・31年改訂学習指導要領でも各段階でのキャリア教育の拡充について触れられている。 

 小学校から高等学校までを通したキャリア教育の目標は、一貫して社会的・職業的自立

に向けて必要な能力や態度の育成であるが、学ぶ場面やその時点での目標などに各段階で

の違いが見られる。例えば、小学校では係や当番活動、異学年との交流を通してコミュニ

ケーション能力や意思決定能力を育て、身のまわりの仕事や環境への関心・意欲を向上さ

せる。中学校では、それぞれの興味・関心等に基づき職業観・勤労観を形成し、高等学校

でそれらを進路選択の基準として確立していく[国立教育政策研究所生徒指導研究センタ

ー,2002,pp.47-48]。 

 学校や地域の特色に合わせた実践も大切であり、家庭、社会と連携しつつ、各学校での

キャリア教育の充実が求められている。 

 

3.3 高等学校のキャリア教育の実例 -北海道札幌手稲高等学校の取り組み- 

 キャリア教育の実例の調査として、北海道札幌手稲高等学校という公立高校で、キャリ

ア教育を担当する渡邊昭博先生にヒアリングを行った(実施日：2021 年 5月 20日）。手稲

高校は「大学進学の夢を叶えられる進学校を手稲に」という地域からの声を受け、昭和 49

年 4月に開校した[北海道札幌手稲高等学校,2020,p.2]。進学を重視した普通科単位制を導
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入しており、学年による教育課程の区分を設けていない。そのため、学年制に比べて、よ

り一人一人の個性、能力、適正、進路目標に合わせた科目選択ができる。生徒が自分の学

びたいことや進路をじっくり考え、特に2年次以降はそれぞれが主体的に時間割をデザイ

ンするシステムとなっている。 

 手稲高校は徹底した進路指導とキャリア教育による高い進学希望率と進学実績があり、

平成23年1月14日にキャリア教育優良学校文部科学大臣表彰を受賞している[北海道札幌

手稲高等学校,online1]。キャリア教育優良教育委員会・学校、企業及びPTA団体等文部科

学大臣表彰は、「キャリア教育の充実発展に尽力し、顕著な功績が認められる教育委員会・

学校、企業及びPTA団体等について、その功績をたたえ、文部科学大臣が表彰することに

より、キャリア教育の充実を促進することを目的」[文部科学省,2006,online]としている。

受賞の理由としては、早くからキャリア教育を重視しその設計に力を入れ、企業や大学な

どと連携したプログラムを実施していたことが考えられる。こうした点から高等学校での

キャリア教育の実例として参考にすべきだと考え、調査を行なった。 

 

3.3.1 手稲高校のキャリア教育の特徴 

 手稲高校のキャリア教育は、スムーズな進路設計をサポートするガイダンス部の教員を

中心に設計されている。キャリア教育と教科の授業や一人一人のキャリアとの関連につい

ては学生向けにガイダンスブックにまとめられており、キャリア教育の一環として1年次

の 5月に説明会が開かれる。ガイダンスブックでは「キャリア」という言葉を職業や学業

などを中心とした人生の経歴と説明し、大学進学など短期的なことではなく、何を中心と

してどのように生きていくのかを考える必要があると書かれている。 

 手稲高校では、将来社会に出て重要な役割を担い活躍する上で不可欠なスキルを「基礎

スキル」、「キャリア探究スキル」、「キャリア・スキル」の 3つに分類し、それらの修得を

目指している[札幌手稲高校,online2]。「基礎スキル」は国語、数学などの教科の授業や講

習で身に付く基礎的な学力や、自分で課題を見つけ計画を立てて学習する能力、コミュニ

ケーション能力などを指している。「キャリア探究スキル」と「キャリア・スキル」は、キ

ャリア学習としてキャリアや将来について調べ考える探究活動の中で育まれる能力である。

「キャリア探究スキル」は将来の自分をイメージしたり、キャリアに関する情報を集め、

将来を見据えたキャリア・プランを立てたりする能力で、探究活動の目的や内容とほとん

ど一緒のものとして考えられている。「キャリア・スキル」は職業人として生きていくため
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に育む力で、自ら課題を設定し解決する能力や、そのために情報を集め取捨選択する力、

チームワークやプレゼンテーションのスキルが含まれる。総合的な探究の時間に、普段は

取り組まない課題に対し協力して解決を目指し、発表する機会の中で培われていく。ガイ

ダンスブックでは、基礎スキルをつける授業や行事、部活動などと探究活動の間にはつな

がりがあることも説明されている。 

 

3.3.2 手稲高校のキャリア教育の設計 

 キャリア教育の授業は、学習指導要領の他、教育研究機関の発表をもとに、社会の変化

に合わせて設計されている。現在の授業設計では、今求められているキャリア教育の形と

してベネッセが示した、探究型のキャリア教育が目指されている。これは授業の中で生徒

が自ら課題やテーマを決め、関連する学問に触れることを繰り返し、希望進路を見つけて

いくキャリア教育である。これにより、職業逆算型と呼ばれる、なりたい職業から学問や

進路を考える従来の方針に比べ、目標の定まっていない生徒も取り組みやすい授業となる。 

 総合的な探究の時間についての学習指導要領からは、授業の中で探究のプロセスを 3年

間で何度も繰り返す授業設計が取り入れられている[文部科学省,2018,p.12]。この探究の

プロセスは図 1に示している。まず生徒は日常生活や社会に目を向けて課題を設定し、そ

の具体的な問題点について情報を集め、整理・分析する。そして問題解決に取り組んでわ

かったことをまとめ、表現し、そこから見つけた新たな課題に対し再び解決を目指してい

く。課題設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現という一連の流れを繰り返してい

く中で、見方・考え方を働かせ、自身の役割や課題への関わり方を考えられる能力が身に

付く。これを手稲高校では各プログラムに探究のプロセスを組み込んでいくことで実践し

ている。 

 

図 1:探究のプロセス 
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 またリクルートの示した、進路決定のプロセスを３年間で何度も繰り返す考え方[リクル

ート進学総研,2017,pp.34-35]も取り入れられている。授業の課題に取り組むごとに、その

時点で目指す大学や職業を決断することで、進路の明確化や深化を図っている。 

 こうした方針を参考に充実した授業が目指される一方、その設計と実践には難しさや制

限がある。その中で大きいものは、キャリア教育に当てられる授業時数や予算に限りがあ

ることで、特に予算については私立の高校との差が出てきてしまうという。例えば、海外

へ行き世界に視野を広げることは、生徒のキャリア探究にとって良い経験になると分かっ

ていても、それらの取り組みを全て実施することは予算的に難しい。また、部活動や通塾

により放課後等が忙しい生徒が多いと考えられ、どの取り組みも授業時間内で完結させつ

つ、それが充実した活動になるよう配慮が必要である。そうした中での効果的なキャリア

教育について検討しているという。 

 

3.3.3 手稲高校のキャリア教育の内容 

 ここでは手稲高校のキャリア教育で行われている、学年ごとの取り組みを説明する。生

徒はまず1年次の 5月から 7月にかけて行われる「学びの探究 I」という活動の中で、職

業適正診断や講話などを通して職業と学問について知る。ここで一度進路を決断し、2 年

次の科目や文理選択をする。その次に1年次の活動のメインである「インターンシップ・

ミッション」に取り組む。これは10月に1年次全員が約 60の事業所に分かれて一日実習

するという、大規模校では珍しい取り組みである[北海道札幌手稲高等学校,2020,p.6]。「ミ

ッション」という言葉には一人一人が課題意識をもってインターンシップに臨み、その成

果をプレゼンテーションするという「使命」が込められている[北海道札幌手稲高等学

校,2020,p.6]。インターンシップや事前・事後学習を通し、自分なりの働く意義を考え、

学びの志につなげていくことが目指されている。現在はコロナウイルス拡大の影響で代替

プログラムが実施されており、インターンシップに行けない代わりに、先輩やプロフェッ

ショナルの話を聞く機会が多く設けられている。また、働く意義を考えるワークショップ

や、「人はなぜ働くのか」をテーマに作文を書き、クラスや学年全体で発表する授業も行わ

れている。その後、「学びの探究 I」や「インターンシップ・ミッション」での体験やそれ

ぞれの興味・関心を元にテーマを選び、レポートを作る「進路・テーマ別レポート」とい

う授業があり、社会への視野を広げていく。 

 2年次では、1年次での授業を踏まえ、生徒の働くことや社会についての関心を学問に落
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とし込んでいく。2 年次最初の探究活動である「学びの探究Ⅱ」では、大学の学問へ理解

を深めるため、大学、学問、アドミッションポリシーについて調べる。秋頃の見学旅行で

は広島を訪れ、「平和・文化学習」として日本の文化や歴史から平和について考える。2年

次最大の探究活動の「学び体験ゼミ」では、毎年様々な学問の大学の先生を招き、90分×

4回の体験授業を開いている。16〜17講座から興味のある学問の講座を選び、受講するこ

とにより、進路探究が深まり、大学での学びのイメージを掴める。 

 3 年次では大学入試に向けた受験勉強と並行し、キャリア教育の仕上げとなる取り組み

が行われる。前半・後半に分けて二度行われる「テーマ別探究」では、自ら決めた課題の

解決に取り組み、発表することで、能動的に学び探究する姿勢をもつ。同時に探究活動や

成果の発表に必要な思考力、判断力、表現力を身につける。「学びの履歴書」という授業で

は、志望理由書の作成や自己PRなどの準備をする。 

 このように手稲高校では、3 年間の体系的なキャリア教育により生徒の社会への関心を

高め、大学やその先の進路について考えていけるよう、授業が設計されている。 

 

3.4 大学のキャリア支援の実例 -札幌市立大学デザイン学部の取り組み- 

 近年は大学においても、小学校から高校までのキャリア教育同様に、それぞれ大学の特

徴や専門性に合わせたキャリア支援が求められている。その事例の一つとして札幌市立大

学デザイン学部の取り組みについて知るため、キャリア支援室の高柳亜季氏に話を伺った

(ヒアリング実施日：2021年 8月 17日)。 

 札幌市立大学デザイン学部では、キャリア支援委員会で策定した方針に基づきキャリア

に関する取り組みが計画され、学生への「キャリア教育」、実際の就職活動に対する「キャ

リア支援」が段階的に実行されている。学生には自分の目標や課題をしっかり考えている

人が多いため、それに向けて頑張ることができるよう支援をすることを心がけている。高

校までの各学校のキャリア教育について全て把握するのは難しい分、学生とのコミュニケ

ーションの中で必要な支援を考えることを大切にしている。 

 また、学生の就職活動に関しては、それぞれが学んできたことを武器にしつつ、自分ら

しさと自信を持って気持ちを伝えられるように支援している。そのためのツールとしてポ

ートフォリオを重要視している。企業の採用担当者に対しては、デザイン学部では「人と

モノ・コトを結ぶデザインの総合力を活用して、幅広い業種・業態を対象に、デザインマ

インドを持った卒業生を社会に送り出すことを目指して」いることについて情報発信して
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いる。 

 高柳氏はキャリア支援をする中で、札幌市立大学デザイン学部の学生について 3つの気

づきがあったという。1 つ目は、自分や周りの人を大切にできる学生が多いことである。

また、それぞれが自分と向き合っており、一人で行動できる人が多く、同時に互いを尊重

して居心地のいい関係を築けているという。2 つ目は自分の考えや思いを文章にすること

に苦手意識がある学生が多いのではないかという点である。ポートフォリオやエントリー

シートの作成に向け、ビジュアル的な表現だけではなく、限られた文字数の中で文章とし

て表現する能力を身につける必要がある。最後は、学生が理想や将来を考える上で、現実

に向き合うタイミングが遅いかもしれないという気づきである。例えば、やりたいことや

好きなことがあっても、それを今後どれだけやるのか、実際にできることなのかを考える

こと、また動き出すにあたり覚悟を決めることのタイミングが遅いと感じているという。 

 

3.4.1 札幌市立大学デザイン学部のキャリア支援の内容 

 キャリア支援の取り組みについては、毎年キャリア支援担当の教職員で、授業・試験の

予定を考慮しながらスケジュールを計画している。特に授業数が多く忙しい1・2年生への

支援は、ストレスを与えてしまったり、タイミングが難しかったりするため、試行錯誤さ

れてきたという。 

 1 年生の間は職業意識の形成以上に学校に慣れてもらいたいと考えており、忙しさも考

慮し負担が増えないように計画している。6月の「デザイン学部 ここだけの話」の他、月

1 回程度は先生と卒業生のトークショーを開き、色々な業界を知る機会を作っている。こ

のトークショーは早期キャリア支援に絡めて1・2年生が参加しやすいお昼休みに開催し、

全学年が参加可能としている。 

 2 年生は前期にキャリア教育科目の「フィールドスタディ」という授業があり、その中

で道内外のデザイン先進企業での研修が行われる。7月から 8 月の間にはキャリア支援室

と面談が行われ、学生から最近の状況や心配なことや将来について、一人 30分程度話す。

株式会社マイナビなどキャリア事業社の方からは、この時期からキャリアに関する個別面

談がある大学はあまりないと言われるという。面談は強制ではないが毎年 7〜8割の学生と

面談し、コロナウイルス感染拡大によりオンライン開催であっても 7割と実施した。11月

から12月ごろには、早期キャリア支援として「2年生向け・ポートフォリオ講座」が開か

れる。 
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 3年生の取り組みとしては、2008年から開講されているキャリア教育科目「インターン

シップ」がある。以前はインターンシップ先をリストから選ぶ方式であったが、行きたい

ところがない、自分で行き先を決めたいという声を受け、自己開拓でのインターンシップ

が可能になった。大学で事前研修として社会人マナー講座が開かれたり、学生がポートフ

ォリオを作成して研修先に送ったりと、この授業が学生の就職などに向けた取り組みの機

会にもなっている。後期には新カリキュラムから科目化された「キャリアデザイン」とい

う授業があり、自分自身の人生を設計し実践する意識を高めるとともに、エントリーシー

トや面接などのポイントを学び、企業研究も行う。事前申込制でエントリーシート個別相

談や個別模擬面接も実施している。 

 4年生に対しては就職活動の支援となる内容が中心となり、予約制で一人 60分程度であ

るが何度でも相談できる。就職解禁の 3月から 4月にエントリーシートの添削などで利用

者がピークとなり随時対応する。現在はオンライン相談の対応も可能であるが、オンライ

ンでも不自由はなく、エントリーシートの添削も手厚くできていると思う。エントリーシ

ートに関する相談は、自分の考えがまとまらず何を書けばいいか分からない人と、考えた

ことをどう書いていいか分からない人が同じ割合くらいいるという。繰り返し予約する学

生も少なくなく、最初は全てが書けなくても繰り返すことで徐々に書けるようになる。ま

た、学生に対し職員が質問を投げかけることで、学生が気づきを得て文章を書けるように

なり、その後も自分の力で完結できるようになっていくという。 

 

3.5 キャリア教育プログラムの例 -村山昇「キャリア・ダイナミクス・ゲーム」- 

 学校や教育機関の取り組み以外にも、キャリア教育に関するプログラムは数多く行われ

ている。村山昇は、「働くとは何か？の翻訳人」をライフワークテーマとする人財教育コン

サルタント／概念工作家として、仕事やキャリアに対する心の構え方や基礎意識、ものご

とのとらえ方である「観」をつくる研修プログラムを企画・実践している。 

 村山は企業内研修などでキャリアに関する大人向けのプログラムを設計してきた。その

中に「キャリア・ダイナミクス・ゲーム」というものがある。このプログラムは、仕事と

いうものは「能力」と「想い」を掛け合わせ「表現」したもの(成果)であり、その表現の

連鎖・蓄積がキャリアであるという村山の考えを体感してもらうためのものである[村山

昇,2018,pp.124-125]。このゲームでは組み立て・組み合わせが可能なブロックを使用した

グループワークを行う。20代、30代、40代、50代という名目の 4つのステージで進行し、
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それぞれの段階で決められた数のブロックを使い、グループごとにそのステージのお題に

合わせた作品を作る。ステージごとに作品作りに使えるブロックの数やアイテムが増えた

り減ったりと変わっていく。 

 ゲームの具体例として、まず20代のステージでは20個のブロックを使用し、船を作っ

てもらう。ブロックは20代の段階での「能力」を表し、船を作ることは組織から言い渡さ

れる業務課題という位置付けである。ブロックの数と課題は全グループ共通のものだが、

完成する船は様々である。これは漫然と船を作るか、豪華客船などのコンセプト・軸を決

めて作るかという、参加者の「想い」の差があるためである。また参加者の行動や思考の

特性といった能力の違いも作品に表れる。20代のステージ以降では使えるブロックやアイ

テムが変わり、再び船を作ったり、別のものを表現したりというように進んでいく。その

体験での気づきを受けて、ゲーム後には各自が実際の仕事・キャリアで貫く軸は何なのか

内省するという仕掛けになっている。 

 

3.5.1 中学生向けの「キャリア・ダイナミクス・ゲーム」の開催 

 村山は、学童向けキャリア教育の特別授業として「キャリア・ダイナミクス・ゲーム」

をアレンジし、実施している[村山昇,2012,online]。対象となったのは広島県福山市の山

野小学校に通う1〜3年生である。授業名は“「働くってなんだろう！？」を考える特別授

業『僕らは能力の貯蔵庫だ！』”だった。この授業の目的は「能力」と「想い」を組み合わ

せながら表現していくことを体験し、「仕事・職業・働くこと」の原形を体感的に学んでも

らうことである。 

 プログラムの内容は、社会人向けのときと同様に、チームに分かれて 4つのステージの

中でブロックの作品を作っていくものである。最初にこのブロックが自分の持つ能力の比

喩であることを説明している。各ステージはそれぞれ小学校時代、中学校時代、高校・大

学時代、高校・大学卒業時という名目に変わっている。ステージごとに制作に使えるもの

が増えていくという要素は残っており、最初は15個、次は 35個のブロックを使って船を

作ってもらう。第3ステージでは 40個のブロックと文房具4点(色画用紙や色マーカー、

ハサミ、テープなど)を用いて船を作る。第4ステージでは船ではなく「夢」をテーマに作

品を作るよう指示が出る。具体的・限定的なテーマから抽象的で自由度の高いテーマに映

ることは、就職というイベントの抽象性・自由度に対応させている。 

 村山がこの授業のために「キャリア・ダイナミクス・ゲーム」をアレンジした点として、
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プログラムの目的やステージの名目などに社会人を対象に開催する場合との違いが見られ

る。その他にもゲームの合間にスライドを用いた講義を行い、能力や仕事という言葉が指

すものや、働いてお金をもらうことなどについて説明し、参加者の理解度を高める工夫を

している。ゲーム内での作品作りを通して、それぞれが持つ能力が増えるほど表現できる

ものも豊かになることを体感的に学んでもらい、スライドでも説明を加えている。また個

人の能力はいくらでも増やせるものだとして、生徒それぞれが知識・技術などを蓄えてい

ける「能力の貯蔵庫」、無限大に伸びる「ゴム袋」だと話している。職業を自由に選択こと

についても歓迎すべきことだと前向きに伝えつつ、「自由」であることに責任や負担を感じ

る場合があることなど、現実的な面にも触れている。また、生徒のうちから偉人・賢人の

名言に触れておくべきだとして、いくつかピックアップして紹介している。 

 村山は、この中学生向けアレンジプログラムの授業に参加した生徒の感想から分かった

こととして、生徒が想像以上に設計意図を理解し、プログラム内の比喩的要素を現実生活

に対応させ自分なりに解釈できていたと述べている。また中学校の教職員からも、生徒が

能力や仕事についてゲーム感覚で楽しく学べていたという声が上がっていた。 

 

3.6 リサーチからの考察 

 調査内容についての考察として、まず高等学校までのキャリア教育について考える。現

在のキャリア教育では、生徒の社会的・職業的自立に向け、基盤となる能力や態度を育て

ることに力が入れられていると分かった。発達段階に合わせた段階的な教育が目指され、

小学校から高校までが一連の流れとして捉えられていた。また、文部科学省をはじめとし

た各機関が提唱するキャリア教育の方針は、社会的な背景や若者の現状に合わせて更新さ

れていた。手稲高校でのキャリア教育の実例からは、キャリア教育の実践における工夫が

見られた。生徒の自主性や興味・関心を尊重したキャリア教育が行われ、3 年間で一人一

人の進路研究を深められるよう設計されていた。また、生徒のキャリア探究活動に対する

意欲を高くするためには、キャリアについて考える意義を生徒にきちんと伝える必要があ

ることが考慮されていた。生徒の中にはキャリア教育の授業以外の時間にキャリアについ

て考える余裕のない人がいることも予想され、学校のキャリア教育は生徒が将来を考える

機会として大きいものだと考えられる。 

 充実したキャリア教育の実現が目指される一方、教育現場では授業時間の制約や理想的

な授業内容にするための費用の問題があり、実施内容が制限されてしまう現状があった。
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時間や内容に制限があると、キャリア探究に有効だと考えられる取り組みを実施できない

場合や、生徒が探究活動の意義を充分に感じられないまま授業が終わってしまう可能性が

ある。またキャリア探究に対する生徒のモチベーションが下がり、授業に自分なりに取り

組もうという意欲を持つことや自分の考えや価値観への理解を深めることができなくなる

懸念もある。以上を踏まえ、キャリア教育の設計では、制限がある中で最大限の活動がで

きるよう検討しつつ、今行っている活動を生徒にとってより充実感のあるものにする工夫

が必要である。 

 生徒のキャリア教育に対する充実感を生み出すためには、授業を通して、生徒が自分の

考えを深められていると実感できることが大切だと考える。そのための工夫として、キャ

リア教育の授業においてもアクティブラーニングの実践を目指すことが挙げられる。例え

ばキャリア探究活動をグループワークにすることで、生徒同士で意見を共有し、お互いの

考えを広げることができる。実際に手稲高校ではワークショップ形式の授業を行うなど、

グループでの活動が取り入れられていた。合わせて先生やカウンセラーなど、生徒以外の

視点からフィードバックをもらえるようにすることも考えを深めることにつながる。また

限られた時間の中で活動するため、生徒がキャパオーバーにならないように授業を考える

必要もある。生徒が自分なりに考え取り組める探究活動にするためにも、時間や課題の量

にゆとりのある授業設計が大切である。 

 次に札幌市立大学デザイン学部でのキャリア支援について考察する。リサーチを通して、

この大学では多くの学生がキャリア支援室を活用しており、一人一人に合わせたサポート

が行われていると分かった。授業数や課題の量が多い1年生と2年生に対する取り組みは、

プログラムの数を少なめにしたり自由参加にしたりと、学生の負担にならないよう配慮さ

れていた。 

 これによりキャリア支援の取り組み自体が学生の負担になることは避けられている一方

で、学生が自身のキャリアを考えていく上で別の問題が生じる可能性もあるのではないか

と考える。例えば 1・2年生の間に将来について考える機会が少ないことで、学生がこれま

で続けてきたキャリア探究が中断されてしまい、大学生活と自身のキャリアの結び付きを

感じられないまま過ごしてしまう懸念がある。また、インターンシップなどの 3年生から

の活動が唐突になり、参加を躊躇う学生が出てくるかもしれない。学生が将来について考

え決断するのが遅くなってしまうのも、こうした状況によるものではないかと考える。 

 最後に村山の「キャリア・ダイナミクス・ゲーム」の内容や学生向けにアレンジした際
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の工夫から、今回提案する学生向けワークショップの要点を考える。「キャリア・ダイナミ

クス・ゲーム」では仕事や働くことの要素を比喩的に取り入れ、楽しく学べるのが特徴的

だ。学生向けに実施する際には、ブロックや作業内容が何を意味しているのか説明し、ス

ライドによる講義も行うことで参加者の理解度を上げている。授業の感想からは、中学生

の時点でもただゲームを楽しむだけでなく、その意図を理解して学べていることも分かる。 

 しかし、この授業の意図を繰り返し解説していく中で、企画者の考えや社会的な望まし

さを生徒に押し付けてしまっているような印象も受けた。前向きなことばかりでなく、現

実的な話も授業内でしているそうだが、ブロックを使った楽しい授業の中でそのような話

をされても参加者の頭には残らないのではないだろうか。また、授業内では実際にそれぞ

れが働く上で大切にしたいことややりたいことなどについて考えることができていない点

も指摘したい。一つのプログラムとしては完成度も満足度も高い内容だと感じるが、自分

の考えや目標に理解を深められておらず、その後のキャリア教育・キャリア探究にどのよ

うに繋げていくのかあまり意識されていないように見られる。ワークショップの提案にあ

たってはキャリア教育やキャリア支援の流れを意識し、学生のキャリアへの関心を継続的

に高めていけるよう考える必要がある。 
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第4章 ぼくの/わたしのユートピア ワークショップ 

4.1 ワークショップのターゲットと狙い 

 考察を踏まえ、この研究で提案するワークショップのターゲットと狙いを決める。まず

ターゲットは、札幌市立大学デザイン学部の1・2年生とする。これは札幌市立大学のキャ

リア支援についての考察から、対象とする学生に向け、新たに将来について考える機会を

作る必要性が高いと考えたからである。 

 このターゲットに向けたワークショップの狙いは、学生に大学の授業やキャリア支援の

活動を自分のキャリアと結びつけて考える意識を持ってもらうことである。対象とする学

生が日頃から自身のキャリアを意識しながら過ごせるようになれば、頻繁なキャリア支援

の取り組みは必要なく、負担の少ない形で将来を考えてもらうことができる。また、取り

組む中で参加者が今後の自分の目標を明確化・具体化していくことも狙いの一つである。

これらの狙いの達成を目指すことで、高校までのキャリア教育とのつながりの弱さや大学

でのキャリア探究へのモチベーションの低下といった、札幌市立大学デザイン学部のキャ

リア支援に関する懸念点も解消できると考えられる。 

 

4.2 ワークショップの構成 

 ここではターゲットに合わせたワークショップの構成について検討する。構成を考える

際は、札幌市立大学のキャリア支援についての調査と考察をベースとする。また、高校ま

でのキャリア教育に関するリサーチと考察からも、学生が将来を考える機会を設計する上

での工夫や問題点が分かったことから、提案の参考にする。 

 はじめにワークショップの中で参加者が実際に取り組むテーマを決める。このテーマは、

学生がその時点で持っている将来のイメージを整理し、具体化できるものが望ましいと考

える。その理由は、参加者に自分のなりたい将来像についての理解を深めてもらうことで、

今後自分のキャリアについて考える上での軸ができ、将来を考えるモチベーションも上が

ると考えたからである。キャリアとは人生でのあらゆる経験の積み重ねであることから、

このテーマに取り組む中で、今後の働き方や仕事だけでなく自分の生き方全体を意識して

もらいたい。 

 それを自然に参加者に実践してもらうための案として、今回の研究では「自分の理想の

暮らしを考えよう！」というテーマのワークショップを設計することを決めた。どのよう

に暮らすことが自分の理想か考えていく中で、仕事や趣味などの時間の使い方や、何をで
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きる人になりたいかという、考えや価値観を整理できると考えている。また、参加者に理

想の暮らしについて考えてもらう上で、「ユートピア」という言葉を使ってワークショップ

を進めたいと考える。「ユートピア」は「理想郷」とも呼ばれ、一般的にはこの言葉からそ

れぞれにとって理想的な世界がイメージされると考えられる。この言葉を使いながらワー

クに取り組んでもらうことで、一般的に望ましいとされる職業観・勤労観や常識と一旦距

離を置き、参加者の本音や、社会で参加者が直面している困難さや矛盾を表現しやすい状

況を作ることができると考えた。 

 次に学生がこのテーマに取り組み、狙いを達成していくためのワークショップの構成に

ついて考える。今回考案したワークショップのテーマと狙い、構成は図 2にまとめた。参

加者がこのテーマについて考えを広げやすい状況を作るため、グループワークを基本に設

計する。また、参加者が自分の考えやワークショップ中の気づきを活動の中で整理できる

よう、将来について考えた後にそれをまとめ、発表するという流れで進めていく。参加者

の負担が少なくなるよう、この一連の流れを単発のワークショップの中で行えるよう考え

る。また、コロナウイルス感染拡大の状況を受け、実際のキャリア支援活動も様々に工夫

されていたことから、今回提案するワークショップもオンライン開催とする。 

 

図 2:提案するワークショップのテーマ、狙い、構成 
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 この構成における各段階の狙いは以下の通りである。 

 

【段階1：考える】 

 参加者が自分の理想の暮らしについて考えることで、生き方やキャリアに関する考えを

整理し、深めていく。この段階で、参加者がこれまでのキャリア教育や人生の中で将来に

ついて考えてきたことが、理想の暮らしの要素として表れるのではないかと予想している。 

 

【段階2：表現する】 

 参加者が段階1で考えたことを文章中心に表現する。これはリサーチから自分の考えを

文章にするのが苦手な学生が多いと考えられ、その練習の機会を作るためである。この段

階を通して、参加者がワークショップで考えたことの他、今後キャリアについて考える上

で大切にしたいことや、取り組むべきことについてもまとめられるのではないかと考える。 

 

【段階 3：発表する】 

 参加者が段階2で制作したものについて発表し、他の参加者と共有する。就職活動など

では相手に自分の考えを伝える必要があり、それと同様の経験をしてもらう。このときに

他の人の考えや抱負を聞くことで、ワークショップ後もキャリアについて考えるよう意欲

を高めてもらう。 

 

 この段階1から段階 3の流れを通して、高校までのキャリア探究活動とこれからの取り

組みの間をつなぐワークショップの実現を目指す。 

 

4.3 事前アンケートの実施とその結果 

 ワークショップの構成を決定した後、申し込みフォームを用意し参加者を集めた。申し

込みフォームの最初には研究やワークショップの趣旨を簡単にまとめ、学生のキャリア探

究に関する取り組みであることを伝えた。筆者と面識のある学生への連絡や、参加希望者

の SNSでの情報発信により1・2年生に幅広く問いかけた結果、13名の学生からワークシ

ョップ参加の申し込みがあった。その学生の内訳は、1年生10名、2年生 3名である。 

 今回申し込みのあった学生には事前にワークショップの趣旨を伝えていたため、キャリ

ア教育や自身のキャリア探究に関心の高い学生が集まった可能性がある。そこでワークシ
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ョップへの参加を希望する学生13名に対し、キャリアに対する意識を調査する事前アンケ

ートを実施し、参加者の属性や状況を確認した。またその結果を分析し、学生の実情に合

わせた提案になるようワークショップの進行に反映した。 

 以下、設問ごとにアンケートの結果を整理する。 

 

【項目1・項目2】 

項目1：現在、自分の将来の展望や目標について考えていますか 

項目2：現在、自分の将来の展望や目標を具体的にすることができていますか 

 

 図3で示した項目1の結果から、ワークショップに参加する時点で、自分の将来につい

て考えている学生は約半数だった。しかし図4の項目2の結果を見ると、ほとんどの学生

が自分の将来の展望や目標を具体化できていないと分かる。これらのことから、参加者が

日頃からキャリアについて考えている人に偏っていないことが確認できた。この参加者の

結果をターゲットとなる学生の平均的な状況だと考えると、その学生に向けて自分の将来

像を考え具体化する機会を提案する必要性はやはり高いと考えられる。また、自分の考え

を深められていない参加者が多いため、ワークショップ開催時には参加者同士の対話や進

行役からの問いかけが大切だと考える。 

 

図3:事前アンケートの項目1の質問と結果 
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図4:事前アンケートの項目2の質問と結果 

【項目 3】 

項目 3：大学入学までに、自分の将来の展望や目標について考えることができていました

か 

 

 図5の項目 3の結果から、大学入学までに自分の将来の展望や目標について考えられた

学生より、考えられなかった学生の方が多かったと分かる。ただし、ワークショップに参

加する時点より、大学入学前の方が将来について考えられていたという学生もいる。 

 

図5:事前アンケートの項目 3の質問と結果 
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【項目 4】 

項目 4：大学入学までに、自分の将来の展望や目標を考える上で影響を与えたものは何で

すか 

 

 図6は、項目 4の結果を回答数が多い順に並べ替え、グラフにしたものである。大学入

学までに、学生がキャリアを考える上で影響を受けたものの上位には、「学校の先生」や「学

校でのキャリア教育」という回答があった。やはり学校での経験が学生のキャリア形成に

あたえている影響は大きいと分かる。この他には、「親」「友人」など周囲の人から影響を

受けることも多い。その一方で、最多の回答は YouTubeなどの「インターネット上のコン

テンツ」という結果になり、キャリアを考える上で家族や学校以外からも影響を受けてい

る学生が多いと分かった。影響を受けたコンテンツの具体的な内容は、図6の下にまとめ

た。 

 

図6:事前アンケートの項目 4の質問と結果 

 

影響を受けたコンテンツ 

・Twitterなどの SNS、Vtuber 

・YouTube等 

・ファッション雑誌 

・YouTubeやニュースの記事 

・空間デザインに関する記事や実物を見たり体験したりしたこと 

・「水曜日のアリス」という雑貨屋の店内装飾の仕方、札幌モーターショーで使われてい
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たプロジェクションマッピングを取り入れた展示物の見せ方 

・塾で、自分の興味のある学部などの講義を聴く機会があって、工学とデザインのお話

を聞いたこと。 

 

【項目 5】 

項目 5：大学入学後、自分の将来の展望や目標を考える上で影響を与えたものは何ですか 

 

 図7は、項目 5の結果を回答数が多い順に並べ替え、グラフにしたものである。大学入

学後は、キャリアについて考える際に「大学の先生」から影響を受けている学生が多かっ

た。その次には「特になし」という回答が多く、大学1・2年生の間にキャリアについて探

究する機会が少ないことが理由ではないかと考える。影響を受けたコンテンツについての

記述欄では、「YouTubeなど」という1件の回答が得られた。 

 

図7:事前アンケートの項目 5の質問と結果 

 

【項目 6】 

項目 6：「キャリア」という言葉や考え方について理解していますか 

 

 図 8に示した項目 6の結果から、「キャリア」という言葉や考え方について理解できてい

ないと感じる学生が大半で、大学でも一度きちんとそれらを説明する必要があると考える。

しかし、他の質問の結果から、これまでにキャリアや将来について考えられていない学生

が多いと考えられ、ワークショップで簡単に説明するだけでは中途半端な理解を生む可能
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性がある。また、説明に影響され、参加者がそれ以前に考えていたことを自由に言いづら

くなる懸念もある。以上を踏まえ、今回のワークショップでは、「キャリア」や「職業観・

勤労観」といった語句の説明はせず、紹介程度に止める。その代わりに一連の活動が終わ

った後にそれぞれのキャリアとこの活動で考えたことの関わりについて示し、今後のキャ

リア探究に向け、これらの語句に対する理解を深める必要があると伝える。 

 

図 8:事前アンケートの項目 6の質問と結果 

 

【項目 7・項目 8】 

項目 7：「キャリア」という言葉を知ったのはいつ頃ですか(回答人数：13人) 

 

高校生〜大学生の頃と見られる回答 

・大学入学前 

・高校生(2名が回答) 

・高 3 

・高校2年生 

・多分高校の頃 

 

中学生の頃と見られる回答 

・高校受験頃 

・中学生から高校生の頃 

・中学の頃 
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・中学生 

・中学生くらい 

・キャリアウーマンという単語を調べた際にキャリアについて知ったので、多分中学生

あたりだと思います 

その他の回答 

・気づいた頃にはよく耳にしていた 

 

項目 8：これまでに「キャリア」について考えた機会があればご回答ください(回答人数：

13人) 

・受験の時(2名が回答) 

・受験のとき 

・大学受験のとき 

・大学受験 

・大学選びのとき 

・高校での授業、受験、キャリア支援面談 

・高校受験期 

・学校の授業で行われた職業体験のとき 

・将来の就職について考えた時 

・学歴とかってことかなー 

・ちゃんと考えたことがない 

・まだないです 

 

 項目 7の結果からは、多くの学生が「キャリア」という言葉を中学校から高校の間に知

ったと分かる。項目 8の結果を見ると、進路選択や受験を機に自身のキャリアについて考

えた学生が多い。大学受験にあたっても、多くの学生が自身の将来について考えたと予想

できる。 

 

【項目 9】 

項目 9：自身がどのような職業観・勤労観を持っているか、理解できていますか 
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 図9に示した項目 9の結果から、自身の職業観・勤労観について理解を深められていな

い学生が多いと分かる。現在働くことについて考えられている参加者も、そもそも職業観・

勤労観とは何かが分かっていない可能性もある。そのためこれらの価値観に関する説明の

機会が必要だが、ワークショップの冒頭で話してしまうとその後の取り組みに影響を与え

かねない。また、簡潔な説明だとこれらの価値観について中途半端な理解を生む可能性が

あり、ワークショップの中で充分な説明ができるかという懸念がある。そのため今回の提

案では、活動の最後にワークショップの内容と職業観・勤労観との関連性を示し、語句に

ついての詳細な説明は省く。その際には今後職業観・勤労観という言葉や自身の持つ価値

観について理解を深める必要性を伝える。 

 

図9:事前アンケートの項目 9の質問と結果 

 

【項目10】 

項目10：今回提案するイベントのタイトルは「ぼくの/わたしのユートピア ワークショッ

プ」です。このタイトルの参加前の印象を教えてください。(回答人数：13人) 

 

・なんか楽しそうです 

・楽しそう 

・楽しそう！ 

・ほのぼのしてて面白そう。 

・平和な感じがする優しそう 

・夢がありそうな感じがする 
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・色々な人の考えを聞けそう 

・為になりそう 

・将来にとてもつながりそう 

・今後に役立てたい！ 

・何をするのかなと思いました 

・何をするんだろう？と興味が湧く 

・よくわからない、不思議、どんな内容かが気になる 

 

 項目10では、「ぼくの/わたしのユートピア ワークショップ」というこの提案のタイト

ルの印象を尋ねた。その結果、楽しそうで、ほのぼのして平和な感じといった回答が一定

数あり、こうした印象はユートピアという言葉から連想されるイメージによるものだと推

察できる。ある程度の参加者にそのようなユートピアのイメージがあるとみられ、ワーク

ショップの中でも常識にとらわれずに発想し、表現してもらえるような雰囲気作りに役立

てられるのではないかと考える。 

 また今回回答してくれた参加者には、事前に筆者が学生のキャリアに関する提案を目指

していることを伝えていたため、それに対する期待とも取れる回答が見受けられる。ワー

クショップの内容に興味を持つような声もあり、このタイトルで参加に向けての意欲を高

められている可能性があると考える。その一方で、このタイトルだと事前にワークショッ

プの趣旨を知らない相手にとって、これがキャリアに関する取り組みであることが分かり

づらいのではないかという懸念も残った。 

 

【項目11】 

 項目11は参加に当たって聞きたいことなどを自由記述できる設問だった。この項目への

回答は2つで、キャリア探究のきっかけとしてこのワークショップに期待するような回答

が見られた。 

 

・特になし 

・将来についてまだ全然イメージが湧かないので、ワークショップを通して少しでも想

像できるようになれるといいなと思います！ 

 



 31 

4.4 ワークショップの準備と当日のプログラムの詳細 

 ここではリサーチや事前アンケートの結果をもとに考えた、ワークショップ当日の流れ

とそれに向けた参加者の準備について述べる。 

 ワークショップ当日は、参加者を少人数に分けてグループワークを行う。所要時間は大

学の授業1時限分と同じ90分になるよう設計した。当日の流れと時間配分は以下の通りだ。 

【全体説明(5分)】 

 はじめに筆者がワークショップの進行役として自己紹介する。次に「自分の理想の暮ら

しを考えよう！」という、ワークショップのテーマを説明する。また参加者にキャリアや

働くことに関する知識がなくても問題ないことを伝え、緊張せずにワークショップに取り

組めるようにする。 

 

【ワーク１：「ぼくの/ わたしのユートピア」を考えよう(計 40分)】 

 ワーク１では各自の考える理想の暮らしの要素を書き出し、整理してもらう。その次に

参加者同士で意見交換するため、ディスカッションする。ここでの取り組みは、ワークシ

ョップの構成における「段階 1：考える」にあたる。ワーク１の細かい流れと時間配分は

以下の通りである。 

 

①理想の暮らしの要素を付箋に書く(10分) 

 自身の考える理想の暮らしの要素を Webホワイトボードの付箋に書き出す。付箋の色は

参加者に決めてもらい、グループ内では色が被らないようにする。Web ホワイトボードを

図 10のように 3段階にエリア分けしておき、各自の付箋を重要度の高いものほど中央に配

置してもらう。Web ホワイトボードのエリア分けは重要度の段階の目安であり、付箋を 2

つのエリアにまたがるように置いても良い。 

 

図 10:Webホワイトボードのエリア分けの様子 
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②書き出した内容の共有・整理(5分) 

 グループ内で他の人の書いた付箋に一通り目を通す。その中で共感したことや、新たに

思いついたことを自身の付箋として書き出す。他の人の付箋を複製し、自分の色に変更し

て配置し直してもよい。この作業と同時に、自分の付箋の内容で「現在叶っていないこと」

だと感じるものは丸で囲んでもらう。 

 

③ディスカッション(25分) 

 グループで Webホワイトボード上の付箋を見ながら、書き出した本人の意図や、その要

素を実現するために必要なこと、他の人の付箋との共通点などについて話す。参加者は話

し合いの途中で付箋を増やしたり、移動させたりしてもよい。時間内に全ての付箋につい

て話せない可能性があるため、中央に近く重要度が高い付箋や丸で囲まれた付箋を優先し

て取り上げる。また、進行役は付箋を書いた本人にその内容について質問し、本人以外に

も話を振るなどして、参加者同士の意見交換を促せるよう努める。 

 

【ワーク2：「ぼくの/わたしのユートピアさくぶん」を書こう(30分)】 

 ワークショップを通して考えたことを、図 11のワークシートを使い 400字以内の作文に

する。ワークショップの感想や自分の考えなど、書く内容は自由とする。また、文章以外

の形で表す方が自分の考えを整理しやすい人もいると考えられ、イラストや詩などで表現

をしたい人は、作文と合わせて事前に用意した白紙などに書いてもらう。ワーク2のタイ

トルの最後を「作文」ではなく「さくぶん」とひらがなにすることで、作文以外の表現も

許容していることを示唆している。ここでの取り組みはワークショップの構成における「段

階2：表現する」にあたる。 
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図 11:ワークシートの様子 

 

【口頭発表・まとめ(15分)】 

 ワーク 2 の成果物について発表する。これはワークショップの構成における「段階 3：

発表する」にあたる取り組みである。作文は音読による口頭発表とする。発表後、キャリ

アや職業観・勤労観について説明し、ワークショップでの取り組みや考えたこととの関係

性を意識してもらう。最後に札幌市立大学デザイン学部の 4年間のキャリア支援について

紹介し、今後どのような取り組みをしていくのか知ってもらう。 

 

 以上の流れでワークショップ行い、学生のキャリアを考える意識を高めたいと考える。

ここで改めてワークショップの狙いとそれを達成するための構成、ワークショップの流れ

をまとめたものが図 12である。 
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図 12:ワークショップの狙い・構成と実際の流れ 

 

 このワークショップの内容を踏まえ、参加者にはワークショップ当日までに、以下の 4

つのものを用意してもらう。 

・パソコンやスマートフォンなどのデバイス 

・ワークシート1枚 

・白紙 1枚 

・筆記用具 

 

 事前にワークショップで使用するデバイスで Microsoft Teamsと、Google Jamboardと

いう Webホワイトボードが使えるよう設定してもらう。Google Jamboard はパソコン・ス

マートフォンの両方で使用でき、機能もシンプルで使いやすい Webホワイトボードである。

また Googleアカウントの有無を問わず、誰でも使用できることもこのツールを使用する理

由である。 

 

4.5 ワークショップの工夫点 

 ワークショップの設計での工夫点は大きく分けて 4つある。1 つ目は「ワークショップ

でユートピアという言葉を使うこと(工夫 1)」である。ユートピアという言葉の印象やイ

メージにより、一般常識や社会的に望ましいとされる姿勢に左右されず、参加者の本音を
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言いやすい状況を作ることができると考えた。 

 2つ目は「Webホワイトボードの使用とその使い方(工夫 2)」だ。自分の考える理想の暮

らしの要素を書き出し、それについて他の人とも共有しやすくするためワークショップで

Web ホワイトボードを使用する。それと合わせて、参加者が自分の考えた要素を付箋に書

き出してディスカッションを進めていくやり方や、付箋を重要度別に並べていくことなど、

Webホワイトボードの使い方にも工夫をすることでそれぞれの考えを整理しやすくする。 

 3つ目の工夫は「グループワークやディスカッションを取り入れること(工夫3)」である。

これは他の人の話を聞きながら自分の考えを深め、新たな発見をしてもらうためである。 

 4つ目はワーク2で行う「自分の考えの文章化/作文によるアウトプット(工夫4)」であ

る。これは札幌市立大学デザイン学部の学生に合わせた提案にするための工夫だ。自分の

考えを文章にするのが苦手な学生にも、この機会にその練習をしてもらえるようにする。

また、工夫 2により参加者が自分の考えをよく整理できれば、文章化しやすくするための

サポートが特になくとも、自分で文章を書けるのではないかと考えている。 

 

4.6 ワークショップの成果の検証方法 

 ワークショップの内容と成果についての検証は、主に 3つの方法で行う。まず1つ目に、

ワークショップ中のグループの様子は録画によって記録し、参加者の様子や会話の流れか

ら提案した内容と工夫について考察する。これによりこのワークショップで参加者がどの

ような体験をすることができたか考える。 

 2つ目に、ワーク1の Web ホワイトボードの様子やワーク2でのそれぞれの成果物につ

いて考察する。その内容や付箋を書き出す順番についてなど、複数の観点から分析するこ

とで、参加者の傾向や考える流れについて把握する。成果物の内容については実際の会話

と合わせた考察の他、テキストマイニングによる客観的な分析も行う。 

 3 つ目の方法として、参加者に対してワークショップ終了後アンケートを実施し、各自

の感想やワークショップの工夫点への評価について回答してもらう。 
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第5章 結果と考察 

5.1 ワークショップの実施概要 

 ワークショップを 5回開催し、1年生10名と2年生 3名の計13名が参加した。その開

催日程と参加者は以下の通りである。 

 

【WS1・9/28】  1年生2名 Aさん、Bさん 

【WS2・10/1】  1年生 4名 Cさん、Dさん、Eさん、Fさん 

【WS3・10/3】  2年生 3名 Gさん、Hさん、Iさん 

【WS4・10/7】  1年生2名 Jさん、Kさん ＋2年生の Iさん(リード役) 

【WS5・10/12】 1年生2名 Lさん、Mさん ＋2年生の Hさん(リード役) 

 

 開催日と各回の参加者は、申し込みフォームでの回答から日程調整し決定した。参加者

同士面識のある場合とそうでない場合で会話内容やコミュニケーションに差が出ることが

考えられるが、参加者の都合上それを十分考慮してグループ分けすることが難しかった。

そのため開催時には参加者同士の面識の有無を確認し、その影響について考察することと

した。 

 WS4と WS5は、WS3に参加した2年生から１名ずつにグループワークのリード役として加

わってもらい、1 年生が考えを深めていけるよう進行役の筆者と共に問いかけ、自身の経

験を率先して話してもらった。これは WS1・WS2の時点で参加した1年生から他の先輩の話

を聞ける機会もほしいという意見が出ていたためである。リード役は他の1年生同様にワ

ーク1に取り組みながら進行をサポートしているが、直近で一度参加しているため「ぼく

の/わたしのユートピアさくぶん」は作成しなかった。その代わり、2度目の参加での変化

やリード役としての気づきについて別途アンケートをとっている。この結果を元に、この

ワークショップへの複数回の参加についても考察する。 

 

5.2 各回の参加者の様子と成果物について 

 ここでは録画により記録したワークショップの各回の参加者の様子と、Web ホワイトボ

ードの付箋や参加者の作成した「ぼくの/わたしのユートピアさくぶん」についてまとめる。

「ぼくの/わたしのユートピアさくぶん」の全ての画像は、付録 1に掲載する。それらの成

果から、提案したワークショップの内容と設計についての考察を行う。 
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【WS1・9/28】 

参加者：1年生2名 Aさん(青色の付箋)、Bさん(黄色の付箋) 

 

図 13:9/28のワークショップ終了時の Webホワイトボードの様子 

 

 ワーク1のディスカッション前に書いた付箋の枚数は、Aさんが 5枚、Bさんが 5枚だっ

た。ワークショップ終了時の付箋の枚数はそれぞれ 9枚と 7枚である(図 13)。中央に近い

付箋ほど本人にとって重要度が高く、黒い丸で囲まれた付箋は現在「叶っていない」と感

じる内容のものである。参加者は知り合い同士ではなく、カメラを切り音声のみでのやり

とりだったが、参加者同士での質問や会話が見られた。その中ではじめは書いていなかっ

た要素について、新たに付箋に書き出していた。A さんは最初仕事に関係するような要素

は挙げていなかったが、B さんの「趣味に関係する仕事に就きたい」などの付箋について

話す中で、それを自分の付箋として複製していた。また、進行役の筆者も含めて話す中で、

将来に向けてデザインに関するスキルアップや、英語などの様々な資格を取りたいという

意見が出て、それぞれ付箋に書いていた。 

 また「ペットを飼いたい」や「お金に不自由がない！」などの付箋は、今の生活の良さ

や困難さを理由に、将来への期待を込めて書き出されたり増やされたりしたものである。

そうした付箋を書いた背景については、Web ホワイトボード上では分からないが、話す中

で共有できている。1グループ 2 人の人数設定についても、参加者が発言・会話しやすい

人数だったと考えられる。 
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 「ぼくの/わたしのユートピアさくぶん」として、Aさんは理想の暮らしに必要なものを

「進む」という一言でまとめている(付録 1)。この「進む」とは、人生の目標を持ち、そ

れを達成する度に新たな目標を立てることや、ときに後退などもしながらその人にとって

の正解に向かって歩んでいくことだという。また目標達成までの努力や苦労が幸福感、達

成感としてかえってくることや、人はときには周囲の影響を受けながら進んでいくのだと

いう言葉も見られた。このように Aさんはワーク2を通して、付箋に書いてディスカッシ

ョンした内容も参考にしつつ、改めて今後生きていく上での大きな方針を考え、文章にま

とめている。 

 一方 Bさんは、自分の理想の暮らしの要素を2つの軸に絞って考え、文章にしていた。

自分が重要だと感じた付箋とそれに関連すると考えられる付箋の内容をつなげて整理する

形で文章を書いており、Aさんの作文とはまとめ方に違いが見られる。また、Bさんは将来

に向けて今やっておくべきことを具体的に書き出すことができていた。一人で暮らしてい

けるよう、仕事に関するスキルアップだけでなく、家事や家計の管理ができるようになる

必要があることも述べていた。 

 

【WS2・10/1】 

参加者：1年生 4名 Cさん(黄色の付箋)、Dさん(青色の付箋)、Eさん(ピンクの付箋)、 

Fさん(オレンジの付箋) 

 

図 14:10/1のワークショップ終了時の Webホワイトボードの様子 
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 ワーク1のディスカッション前に書いた付箋の枚数は、Cさんが 6枚、Dさんが 3枚、E

さんと Fさんが 4枚で(図 14)、その後付箋を増やした人はいなかった。この回は他の参加

者が話す際にマイクをミュートにする人が多く、互いのリアクションが分かりづらかった。

また、知り合い同士の参加者もいたようだが、会話が少なかった。そのため進行役の筆者

が付箋の内容に触れ、全員からその内容について話を聞き、近い内容の付箋と絡めて話す

場面が多かった。満遍なく話を聞こうとすると、一つの付箋や一人一人の考えについても

駆け足で聞く必要があった。後述する終了後アンケートの結果では、1 グループの人数に

ついて全員「ちょうどよかった」と回答しているが、参加者の考えを深めていくには 4人

だと多かったように思われる。 

 ワーク 2 で書いた作文で、Cさんは自分と他の参加者の考えに共通点と違いがあると書

いていた。将来について具体的に決め、それに向けて今から取り組んでいる学生もいると

分かり、自分もできることをやっていきたいという気持ちになったことが書かれていた。

大学入学前に想像していた自分の姿と現在の姿には差があり、実現できていない点が多い

という気づきもあったようだ。作文と合わせて、その差についてまとめた図を作成してい

た。 

 Dさんと Eさんは、1回目の Bさん同様、付箋の内容を文章としてまとめ直していた。D

さんはワークショップを通して、自身の夢である建築士になる上で重要にしたい要素を明

確にし、優先順位も考えられたと述べている。 

 E さんも自分が仕事にしたいグラフィックデザインの話と絡めつつ、スキルアップと

色々な分野へ視野を広げる必要性について考えていた。また、グラフィックの仕事に関わ

る分野や要素について図にまとめていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

【WS3・10/3】 

参加者：2年生 3名 Gさん(オレンジの付箋)、Hさん(ピンクの付箋)、Iさん(黄色の付箋) 

 

図 15:10/3のワークショップ終了時の Webホワイトボードの様子 

 

 ワーク1のディスカッション前に書いた付箋の枚数は、Gさん7枚、Hさん 10枚、Iさ

ん7枚だった。ワークショップ終了時の付箋の枚数は Gさんが11枚、Hさんと Iさんが13

枚だった(図 15)。このときに参加した2年生 3名は全員が知り合いだったこともあり、会

話は多く見られた。趣味を重視しながら生活したい人が多く、その人が好きなキャラクタ

ーなどの「推し」と呼ばれる存在に対して時間やお金をかけたいという意見で盛り上がっ

ていた。住む場所に関しても、推しへの応援としてグッズ販売やライブに参加するといっ

た、「推し活」がしやすい場所が理想的という意見もあった。また、「働きたくない」「不労

所得で生活したい」など、働くことに消極的とも取れる内容の付箋も多い。 

 その一方で、やりたい仕事や理想の働き方などに関する付箋や話題も多かった。また、

お金や貯金に余裕が欲しいという意見もある。こうした付箋は中央の重要度の高いエリア

に多く見られる。実際に生きていく上ではお金や働くことの必要性が高いという考え方が

ありつつ、もし働かなくてもゆとりのある暮らしができるなら嬉しいというような気持ち

もあったのだと分かる。 

 特に G さんと I さんは、作文の中でこうした気持ちについて素直に述べられていた。G

さんは働かずに暮らしていきたいが現実は甘くないと述べ、そんな中でも推しの存在があ

れば頑張れるとしている。ただし最後には「推しがいても嫌なものは嫌だ」と書かれ、ど
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んな心の支えがあっても、ストレスを感じることはしたくないという、作文を書く中で気

づいた本音が書かれていた。I さんも自分の好きなことだけしていきたいがそれは現実的

でなく、趣味とのバランスが取れる形で働いていきたいと書いていた。H さんは作文の中

で他の二人が書いたような内容も書きつつ、自分が付箋に書いた内容のほとんどに触れて

いた。「〜したい」「〜ほしい」などの文末が多く、自分が理想とする暮らしの要素をでき

る限り全て叶えていきたいという姿勢が見てとれる。 

 

【WS4・10/7】 

参加者：1年生2名 Jさん(青色の付箋)、Kさん(黄色の付箋) ＋2年生の Iさん(リード

役・緑色の付箋) 

 

図 16:10/7のワークショップ終了時の Webホワイトボードの様子 

 

 ワーク1のディスカッション前に書いた付箋の枚数は、1年生の Jさんが 8枚、Kさんが

5枚、2年生の Iさんが 9枚だった。ワークショップ終了時の付箋の枚数はそれぞれ10枚、

7枚、12枚である。この回ではカメラオンでの参加はなかったが、マイクのミュートは基

本的に禁止とした。そのため声での反応は互いに分かりやすかったと感じた。 

 2年生の Iさんは2度目の参加だったため、前回と同じような内容の付箋も多いが、「シ

ベリアンハスキーを飼いたい」などディスカッションの中で思い出し、新たに付箋に書き

出した内容もある。また Iさんはリード役として1年生に積極的に声をかけ、これまでの

大学生活と絡めた話もしてくれた。1 年生 2名は知り合いではないとのことだったが、リ
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ード役の活躍で参加者同士の会話もスムーズで、1年生にとって参考になる内容だった。 

 K さんの書き出した「自分の名前をどっかに残したい」という思いは、小学生の頃から

持っている夢だそうだ。こうした日頃から思っている理想の暮らしや将来像について書き

出している様子は、他の参加者にも見られた。 

 「早めに死にたい」「寿命で死にたい」といった付箋に関しては、人生が楽しいと感じら

れる時期を過ぎたり、大きな目標を達成したりしたときには死んでしまってよいという話

が出た。できる限り苦しくない形で死にたいという意見もあった。理想の暮らしについて

考える中で、普段は話に出しづらいような人生の終わり方についてまで考え、共有してい

たという見方ができる。またこうした付箋が出たのは、人生で楽しいことや、やりたいこ

とがあるうちは、死にたくないという気持ちの裏返しだとも考えられる。その人がどのよ

うに生きたいか、何をしたいかという意見も、他の付箋の内容から読み取ることができる。 

 J さんは作文で、このワークショップで理想の暮らしは何かと言われてもすぐには考え

られず、非現実的だと感じる要素も思い浮かぶが、どこかで現実を見た意見を出しがちだ

ったという感想を書いていた。ワーク1の間 Jさんにはそうした感覚があったようだが、

ワークショップ中の様子を見ると、口頭で他の人の出した非現実的とも思える付箋に対し

て共感したり、意見を述べたりということはできていたと見受けられる。本人は自分がき

ちんと現実を見ながら生きられていることに安心する気持ちがあったと述べている。K さ

んは作文の中で自身の死生観を述べ、自分の名前が死後も残るよう、新しいものごとを作

ることで成果を出したいと書いている。作文の最後には、のんびり暮らしたり友達と賑や

かに過ごしたりしたい気持ちや、お金もそれなりに欲しいという願望が書かれている。K

さんは作文以外の成果物として、小学生の時の夢だという自分の顔が紙幣に刷られている

絵を描いている。 

 

図 17:WS4の様子 
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【WS5・10/12】 

 参加者：1年生2名 Lさん(オレンジの付箋)、Mさん(青色の付箋) ＋2年生のHさん(リ

ード役・黄色の付箋) 

 

図 18:10/12のワークショップ終了時の Webホワイトボードの様子 

 

 ワーク1のディスカッション前に書いた付箋の枚数は、1年生の Lさんが 9枚、Mさんが

7枚、2年生の Hさんが 9枚だった。ワークショップ終了時の付箋の枚数はそれぞれ14枚、

20枚、21枚である。この回は参加者同士が知り合いではなかったようだが、全員がカメラ

をつけた状態で参加してくれたことでコミュニケーションが取りやすかった。互いの付箋

の内容に共感するリアクションも伝わりやすかったため、付箋をコピーし合うことも多か

ったのではないかと考える。 

 理想の暮らしの要素として、2年生の Hさんは前回同様「結婚」「健康」という付箋を出

していた。WS3で Hさんと一緒に参加していた Iさんと Gさんとは、それについて口頭で

共有するのみだったが、今回参加していた Lさんと Mさんは両方とも自分の付箋として複

製していた。Lさんと Mさんは結婚したり健康でいたりすることを「生きる上で当たり前

にそうあってほしいこと」というような捉え方をしており、「理想の暮らし」と言われて思

いつくレベルの上にある要素だったそうだ。これらの付箋について 3人に共通する考えと

して盛り上がり、付箋を出した Hさんはこうした共感のリアクションを受けたことを嬉し

く感じた様子だった。 
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 L さんは作文の中で、ワークショップが自分のこれからについて考える機会になり、自

分が将来どうなるのか楽しみになったと書いていた。人生を楽しむためには、仕事のこと

とプライベートについて並行して考え、いかに両立させるかが重要だと述べた。また、他

の人の話で共感したことも含め、自分が今後やりたいことを箇条書きにしたリストを作成

してくれた。 

 Mさんは作文で自身の人生で大事なことを「天候・健康・時間・趣味」の 4つにまとめ、

それぞれについて述べてくれた。Web ホワイトボード上では分からないような、付箋を出

した理由や口頭でのやり取りについても要素ごとにまとめている。 

 

5.3 ワークショップ全体の成果と傾向について 

 5 回の開催の中で各回の雰囲気と話題の違いも見られたが、全体的には提案したワーク

ショップを通してそれぞれが理想の暮らしをよく整理し、自分なりに考え、まとめられて

いたと考えられる。ワーク 1 での付箋の出し方としては、1枚の付箋からそれに関する内

容を連想し書き出している人が多かった。また、各自で付箋を書いている間も、他の人の

書いた内容を参考に付箋を増やしている人も多くいた。付箋にその内容を書いた理由に、

別の目的や今抱えている困難さ、将来への不安などがある場合がほとんどで、それについ

ても付箋または口頭での共有ができるように進める必要がある。また、どの回でも20分程

度はディスカッションの時間を取ることができたが、出た付箋の枚数によっては全てに触

れられないことも多い。うまくいくつかの付箋の内容を関連づけ、参加者全員にその話題

を自分ごととして捉えてもらいながら、効率よく話を進めていく必要性もあると考える。 

 ディスカッションでは一見非現実的にもとれるような内容や普段は出しづらい話題につ

いても取り上げられていたことから、自由に本音で話せる雰囲気を作れていたと考える。

開始前に他者の意見を否定しないよう呼び掛けなくとも、互いを尊重し多様な考えを受け

入れながら参加している学生ばかりだった。マイクのミュート原則禁止、常時カメラ ON

などの状況で開催した回の方が参加者同士の会話が多く、オンライン上でのコミュニケー

ションが取りやすいよう細かくルールを決めて実施した方が良いと推測する。また、参加

者同士が知り合いだった方が会話は盛り上がりやすいが、そうでなくてもある程度の交流

が生まれた。しかし、WS2 のように面識のある参加者同士でも、基本的にミュート状態だ

ったり人数が多かったりする場合には会話が生まれづらかった。知り合い同士だった場合

には趣味や話題が偏る可能性もあり、グループのメンバーのシャッフルや複数回の参加に
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より多くの学生と交流できることが望ましい。 

 「ぼくの/わたしのユートピアさくぶん」では、ワーク1で考えた内容について様々な形

でまとめることができていた。その内容から自分の挙げた理想の暮らしの要素に優先順位

をつけたり、取捨選択したりしている様子が見受けられ、今後の将来に関する決断や覚悟

につながっていくと考えられる。また、作文の中で一部の人が書いていたワークショップ

の感想からは、この提案を通して自分の考えに理解を深められたという実感があったこと

が推察される。作文以外の図などを作成してくれた参加者は、作文の中でもその内容に触

れながら、視覚的に分かりやすく自身も整理しやすい形で表現してくれていた。作文とそ

れ以外の表現をしてもほぼ全員が予定通り 30分で作業を終えられており、ワーク2の時間

配分も妥当だったと考えられる。 

 ワーク2での成果物について口頭発表する際には、参加者ごとの考えや表現の違いが強

く感じられた。発表を聴いている人のリアクションが分かりづらい場合も多かったが、聞

いていて共感した部分があった人は自分の発表時に「〇〇さんと同じく私も〜」などと付

け加えて話していた。参加者が少ない場合には発表に対して他の参加者に感想を聞いた回

もあり、内容に共感したり表現に驚いたりと刺激を受けている様子が見られた。 

 最後に取り組んだ内容とそれぞれのキャリアの関わりについて話し、4 年間の大学のキ

ャリア支援の取り組みについて紹介した際には質問などもあり、参加者に今後キャリアに

ついて考えていくことへの高いモチベーションがあると見受けられた。 

 

5.3.1 Webホワイトボード上の付箋について 

 ワークショップを開催して起こったことについて、実際の参加者の会話や成果物からの

考察とは異なる視点で見ていくため、データの分析・考察を試みた。ここでは参加者が付

箋を出した順番や、その内容についてまとめ、参加者のワークショップでの体験について

考える。 
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表 1:重要度別の「叶っていない」付箋と「叶っている」付箋の枚数  

 

 参加者が書いた付箋の枚数は合計154枚だった。表 1では、開催日別の付箋の枚数を重

要度高・中・低の 3段階に分け、参加者がその内容を「叶っている」「叶っていない」のど

ちらに振り分けたかという区分と合わせて集計したものである。それぞれの付箋の重要度

は、その付箋の中心が Webホワイトボード上の 3段階の色分けのうち、どの重要度のエリ

アにあるかを基準に判断した。 

 重要度別の枚数を見ると、重要度高が 35枚、中が 73枚、低が 46枚で、半数近くの付箋

が重要度中にあたるエリアに配置されていたとわかる。また全ての付箋のうち、書き出し

た本人により叶っている要素と判断された付箋と、叶っていない要素と判断された付箋の

割合はおおむね半々だった。 

 重要度高と中における「叶っている」付箋と「叶っていない」付箋の割合は、全体の割

合同様半々に近かった。しかし、重要度低には「叶っていない」付箋が「叶っている」付

箋の2倍に近い枚数になっていた。実際の会話内容も踏まえると、重要度低にあたるエリ

アには、付箋を出した本人にとって実現が難しそうだが叶えられたら嬉しいというレベル

の要素が多く書き出されており、このデータにもその傾向が現れているのだと考えられる。

このような要素について付箋の 20%に近い割合で書き出されていたことは、ワークショッ

プにより、普段あまり意識しないことや言い出しづらいこと、言うほどでもないと感じて

いることについても考え、共有できたという成果だと考える。 
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表 2:付箋が出たタイミングと重要度の関係性 

 

 表 2は重要度別の付箋の枚数を、参加者がその付箋を出したタイミング別に集計したも

のである。この表から、重要度の高い付箋の 74.2％が、①の各自で理想の暮らしの要素を

考える段階で書き出されていると分かる。事前アンケートの項目1・2では参加者の半数が

将来についてあまり考えられていないと回答していたが、このワークショップのような機

会があれば、一人でも自分の暮らしの中で何が大事かよく考えられるようである。 

 一方、②と③で他の参加者と交流する中で書き出した要素は、本人にとって重要度の低

いものが多かった。しかし、表 1の考察から、重要度の低い付箋は本人にとって実現が難

しそうだが叶えられたら嬉しい要素だと考えられる。そうした気持ちや悩みを共有できて

いることは、ワークショップの狙いを達成する上で大切なことである。また、他の参加者

とのやりとりの中で、はじめは思い浮かばなかった要素の存在に気づき、付箋を増やせて

いることは、自分の理想の暮らしに対する考えを深めていく上では良いことだったと考え

る。表 2から分かるこれらの成果は、各自で考える場面とグループで考える場面の両方を

作ることにより生まれたものであり、このワークショップの構成は有効だったと考える。 

 

5.4 KH Coder3を用いたテキストマインングによる分析と考察 

 付箋に書かれた内容について、樋口耕一によるフリーソフト・KH Coder3を使用したテ

キストマイニングによる分析を行なった。このソフトを用いることで、データ中の語を自

動的に取り出し、客観的にデータの特徴を分析したり、データを要約したりすることがで

きる。またこのソフトでは、分析する際にデータの処理の仕方を指定することで、分析者

が注目したい要素についてデータを抽出できる[樋口耕一,2001-2021,online]。 

 

5.4.1 付箋の内容について 

 KH Coder3を使用した分析の準備として、付箋の1枚の内容を1行として、154枚分の内

容を書き出した Excelファイルを用意した。付箋の内容が書かれたセルと同じ行には、そ

れを書いた人や開催日、その付箋が重要度高・中・低のどれに当たるかなど、付箋の属性
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を書いたセルがある。このデータをそのまま分析すると、「ホワイト企業」「ホワイトな仕

事」などの記述にある「ホワイト」という語が、形容動詞と名詞に分けて抽出されてしま

うため、同一語として数えるよう強制抽出語の設定を行った。その結果、このテキストデ

ータの概要は、総抽出語数744、異なり語数 224となり、抽出語は147に分類された。そ

の一覧が表3である。 

 

表3:付箋の内容からの抽出語一覧 

 

 付箋の内容では「仕事」という語が最も使われていた。実際の付箋の内容を見ると、「趣

味に関係する仕事に就きたい」「好きなことを仕事にしたい」など、自分が楽しく働ける仕

事に就きたいという声が多かった。また、「グラフィックの仕事」「webに関係するお仕事

につきたい」など、働く分野を絞って考え始めている人もいた。「めちゃくちゃホワイトな

仕事！」「責任がない仕事をしたい」など、心身への負担が少ない働き方を望む声も多い。 
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 その一方、「趣味に時間をさきたい」「仕事もプライベートも充実」という意見をはじめ、

趣味も大切にしたいという声も多く挙がった。仕事と趣味のバランスを考えるのと合わせ

て、「漫画を読む時間の確保」など時間の使い方について触れている付箋も見られた。仕事

でもプライベートでも自分の好きなことをしていたいと内容の付箋も多く、「好き」という

言葉がよく使われている。「住む」は、自分が暮らす場所や家を考える中でよく登場した言

葉である。 

 次に抽出語の使われ方や出現の仕方について考えるため、共起ネットワークを作成した。

共起とは、自然言語処理の分野において、ある文書や文の中で特定の文字列と他の特定の

文字列が同時に出現することで、共起ネットワークはその関係を図にしたものである。 

 

 

図 19:開催日ごとの付箋の内容(抽出語)を示す共起ネットワーク 

 

 図 19は開催日を外部変数・見出しとして作成した、付箋の内容に関する共起ネットワー

クの図である。この図からは外部変数である開催日と付箋に登場する言葉の関連性が読み

取れる。表示されている抽出語は全体で2回以上出現したもので、多く使われている抽出

語ほど、周りの円が大きく描画されるように設定している。よく使われていた「仕事」「趣

味」などの抽出語は複数の開催日で使われていたことが分かる。各回に固有に紐づくオレ

ンジ色の抽出語は、その回で固有に出てきた話題についての語や、複数の参加者が共感し

て付箋に書き出した内容の中で使われている語が多かった。 
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図 20:付箋の内容(抽出語)とその重要度の関係を示す共起ネットワーク 

 

 図 20は付箋の重要度を外部変数・見出しとして作成した、付箋の内容に関する共起ネッ

トワークの図である。重要度高と中の間には仕事やお金といった要素があり、ホワイト企

業などの言葉で使われた「ホワイト」という語は重要度が高い付箋で使われていた。ワー

クショップ中も、働くことやお金に関する付箋は、重要度の高いエリアに置かれる場合が

多いという実感があった。その他「趣味」「時間」などの語は、どの重要度でも多く登場し

ていたと分かった。 

 

5.4.2 作文の内容について 

 ワーク2で参加者が書いた作文の内容についても、KH Coder3を使用した分析を行なっ

た。その準備として、作文の内容とそれを書いた参加者、開催日を、参加者ごとに1行の

セルに並べた Excelファイルを用意した。作文の内容は書いた本人の段落分けなどをその

ままに文字起こしした。その結果、このテキストデータの概要は、総抽出語数 2841、異な

り語数633となり、抽出語は 388に分類された。表4は作文の頻出抽出語一覧と、表3で

示した付箋における頻出抽出語を示している。作文で 4回以上出現した抽出語の横にかっ

こで書かれている数字は、付箋における当該抽語出の出現回数である。 
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表4:作文の内容からの抽出語上位 150語一覧と、付箋の頻出抽出語 

 

 付箋と作文の両方で多く使われていたと考えられる抽出語はオレンジ色で示している。

付箋でよく使われていた「時間」「趣味」「お金」「仕事」といった語は作文でも多くみられ、

「住む」は作文で使われていなかった。この結果から、付箋では暮らす場所や家に関する

要素を挙げた人が多かったが、作文の中でそれらの要素について書いた人は少ないと考え

られる。 

 表4で青く示した抽出語は、付箋ではほとんど使われていないが、参加者が作文として

表現する上で、将来のイメージや今後すべきことについて考え、まとめた際に用いられた

と考えられる語である。作文の中で「将来こう暮らしたい」「将来こうなりたい」というよ

うな内容や、自分の理想の暮らしに必要なもの、優先順位の高い要素について述べていた

人が多いと考えらえる。また将来に向けたスキルアップや自分を高めていくことの必要性

を考えた人も多いと見られる。 

 緑色で示した「ストレス」「自由」「現実」という言葉は、青色に示したもの以外で付箋

ではあまり使われていなかったが作文ではよく使われた語である。一人の作文の中で繰り
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返し使われたため、出現回数が多くなった語が多い。「自由」という語は、仕事や学業と自

由な時間の配分は、後者が多ければいいというものではないという参加者の考えを書く中

で用いられている。この参加者が「自由」という言葉を用いたのは、働くことによって生

まれる時間の使い方などの制限を、「不自由さ」として捉えていることが背景にあると考え

る。自由に過ごせる時間としての余暇は働くことで生まれるものであり、働く中でも楽し

みややりがいを感じることはある。しかし、働くことに費やす時間や体力が多くなりすぎ

ると、そのことが趣味などを楽しみ自由に過ごす上での制限として感じられてしまう。こ

うした不自由さを生まないための仕事とプライベートのバランスの取り方について、多く

の人がワークショップの中で考えていた。また「現実」という言葉は、「現実は甘くない」

というような文章の中で使われていた。これは無制限に自分のしたいように過ごすことは

社会人として生きていく上では現実的に厳しいという気づきである。こうした気づきを経

て、参加者は今後仕事とプライベートのバランスについて向き合っていくと考えられる。 

 

5.5 終了後アンケートの結果 

 ワークショップ後、参加者に終了後アンケートに回答してもらい、感想やワークショッ

プの工夫点への評価について回答してもらった。ここではその結果と考察をまとめる。 

 

【項目1】 

項目1：参加した感想を教えてください(回答人数：13人) 

 

 項目1の実際の回答内容は付録 2として掲載する。全体としてはこのワークショップが

将来を考えるいい機会になったという意見や、他の人の話を聞いて自分の考えを深めるこ

とができたという声が多かった。このワークショップの狙いも概ね達成できたと考える。 

 

【項目2】 

項目2：1グループの人数はいかがでしたか(回答人数：11人) 

 

 項目2では1グループあたりの人数が適切だと感じたかどうか尋ねた。この設問は1回

目のワークショップに参加した2名以外の11名が回答している。ワークショップは2人か

ら 4人の参加者でグループワークを行なったが、参加者全員が「ちょうど良かった」と回
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答した。 

 ただし参加中の学生の様子を見ていると、人数が多いと参加者同士の会話が減り、聞い

ているだけの状態が続いているように見受けられた。また、1 グループで出す付箋の枚数

が多くなり、ディスカッションの時間が足りなくなってしまう懸念もある。そのため今回

開催してみての結論としては、1グループあたりの人数は 3名か 4名で、そのうちの1、2

人がリード役として話を広げていくのが適切だと考える。 

 

【項目 3・項目 4・項目 5】 

項目 3：ワークショップを通して、自分の理想とする暮らしに理解を深めることができま

したか 

 

項目 4：ワークショップを通して、自分の理想とする暮らしを具体的にすることができま

したか 

 

項目 5：ワークショップを通して、自分の職業観・勤労観に理解を深めることができまし

たか 

 

 図 21と図 22に示した、項目 3と項目 4の結果はどちらも高い評価で、参加者が自分の

理想の暮らしについて考え、具体的にできた強い実感があるということ分かる。また、図

23の項目 5の結果から、理想の暮らしの要素を考える中で、自分の働くことに関する価値

観に理解が深められた実感があると分かる。 

 

図 21:終了後アンケートの項目 3の質問と結果 
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図 22:終了後アンケートの項目 4の質問と結果 

 

 

図 23:終了後アンケートの項目 5の質問と結果 

【項目 6】 

項目 6：ワークショップ参加前と後で、自分の将来の展望や目標に対する認識は変わりま

したか(回答人数：13人) 

 

 項目 6では、ワークショップ参加前と後で、自分の将来の展望や目標に対する認識が変

わったかどうか尋ね、13名中 4名が変わったと回答した。その内容についての記述は以下

の通りである。 

 

・自分が漠然と〜したい、こうなりたいと思っていた理由を人と話し合っていくことで

理解できて、そのための行動を移しやすくなったと感じた。 

・最近の自分の生活や、将来への意識が強くなりました。 
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・認識がより具体性を持ったものになった、という意味で変わったと思います。自分に

とって何を大切に生活していきたいのか、何を主軸に生きたいのかがわかったので将来

を考える時が来たら、それを元に考えていきたいと思いました。 

・色々考えようと思えば、ああなりたいこうなりたいと言うのが出てくるが聞かれて咄

嗟に出てきたものが自分の中でより叶えたいものなんだと認識する事ができた。現実的

な手堅い仕事に就いた方がいいのかと悩んでいたがやはり好きなことを職にしたいと思

った。 

 

 自分の将来に対する考えの方向性が変わったというのではなく、その考えが具体化され

たり、将来に対する意識が強くなったりという意見が多かった。これらの参加者にはこの

ワークショップを通して自分の将来についての考えを深めたという強い実感があったと考

えられる。今後も自分のキャリアを考えていく意識が高まっていると取れる記述も見受け

られる。 

 

【項目 7】 

項目 7：ワークショップ参加前と後で、職業観・勤労観に対する認識は変わりましたか(回

答人数：13人) 

 

 項目 7では、ワークショップ参加前と後で、自分の職業観・勤労観に対する認識が変わ

ったかどうか尋ね、13名中 3名が変わったと回答した。その内容についての記述からは、

ワークショップによって参加者が今後働く上で優先したいことや、大事にしたいことに気

づくことができたと読み取れる。実際の記述は以下の通りである。 

 

・自分がどういったことに着目しているのかがわかった。 

・今までお金か時間かで職業を考えていたことが多かったのですが、改めて付箋で並べ

てみた時に、「でもストレスあるの嫌だな……」と思って、お金の面でも時間の面でも豊

かではなくていいから、ストレスが少ない仕事をしたいなと思いました。（もちろん自分

に合ってない業務をすることによるストレスも） 

 

・仕事を最優先に考えようと思っていましたが、仕事はもちろんであるが、プライベー
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トとの両立こそが1番大事なのかなと思いました。 

 

【項目 8】 

項目 8：このワークショップでの「ユートピア」という言葉をどのように捉えましたか(回

答人数：13人) 

・理想の暮らし 

・自分の将来の楽園 

・理想の将来 

・将来をどう楽しく過ごすかということ 

・自分を取り巻く環境や自分自身の理想の姿 

・将来の自分の理想像 

・自分好みに生きれる世界 

・自分の理想の生活、暮らし、将来 

・自分の理想・夢の世界 

・自分の現実世界で叶えうる幸せ 

・割と現実的だったりもしましたが多種多様な多くの夢が詰まった感じがしました。自

分以外の人が何か自分の中で譲れない好きなものがあって羨ましく思いました。 

・将来（近い未来も含め）のやりたいこと､叶えたいこと 

・単なる自己中心の理想ではなく、周りの人々や影響など全てをひっくるめた理想の将

来のことかなと思いました。 

 

 この項目への回答内容から、参加者はユートピアという言葉から空想上の話ではなく、

実際に自分が生きていく上で理想的だと感じる暮らしについて考えられていたと分かる。

「自分好みに生きれる世界」という回答からは、実社会での制限や実現の困難さに囚われ

ずに考えられていたと推測できる。その一方「自分の現実世界で叶えうる幸せ」などの回

答からは、その参加者がワークショップ中に現実に即した形で発想を広げていたと分かる。

「ユートピア」という言葉を用いることで、将来について常識や現実に縛られずに考えて

もらえたかどうかは参加者によって差があったと考えられる。 
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【項目 9・項目10】 

項目 9：自分の気持ちや考えを文章にすることに苦手意識はありますか 

 

項目10：今回のワークショップでは、自分の考えを作文に書きやすかったですか 

 

 図 24に示した項目 9の回答から、事前調査から予測された通り、自分の考えを文章化す

ることが苦手な学生が比較的多いと分かる。それを練習する機会として設計したワーク 2

では、文章を書きやすくするための配慮やサポートはしなかったが、図 25 に示した項目

10の結果から、大半の人がスムーズに作文を書くことができたと分かる。 

 

図 24:終了後アンケートの項目 9の質問と結果 

 

 

図 25:終了後アンケートの項目10の質問と結果 
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【項目11】 

項目 11：ワーク 2 で文章以外での表現をした人は、感想や気づきを書いてください(回答

人数：3人) 

・文章を資格的1にまとめることで内容をはっきりさせることができたと思います 

・小さい頃に何を考えていたかや夢を思い出しました 

・自分のやりたいこと、叶えたいことをチェックリストにすることによって意欲も高ま

り､叶えてやるぞ！という気持ちになります！ 

 

 作文に限定せず自分の考えを図やチェックリストなどで表すことで、自分の気持ちや将

来へのモチベーションを高くできていたことが分かる。作文以外の表現を許容したことで、

それぞれの考えが整理しやすくなり、狙い通りになったと考えられる。 

 

【項目12】 

項目 12：「ユートピア」という言葉を使うことで、常識や一般的な職業観・勤労観にとら

われないで自分の考えを表すことができた 

 

 この設問は、ワークショップの工夫 1「ワークショップでユートピアという言葉を使う

こと」の効果を検証するために設定した。回答結果は図 26の通りで、効果的だったと捉え

られるが、項目 8からも考察した通り、その効果には個人差があった。 

 

図 26:終了後アンケートの項目12の質問と結果 

 
1 正しくは「視覚的」 



 59 

【項目13・項目14】 

項目13：Webホワイトボードや付箋を使用することで、自分の考えをよく整理することが

できた 

 

項目14：付箋を三段階に分類するなど、Webホワイトボードの使い方の工夫によって、自

分の考えをよく整理することができた 

 

 項目13と項目14の結果は、どちらも図 27と図 28で示した通り高い評価だった。この

ことから、工夫 2「Webホワイトボードの使用とその使い方」は効果的だったと考えられる。 

 

図 27:終了後アンケートの項目12の質問と結果 

 

 

図 28:終了後アンケートの項目12の質問と結果 
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【項目15・項目16】 

項目15：他の人の考えを聞くことで、一人で考えるより自分の理想の暮らしについて理解

を深めることができた 

 

項目16：ディスカッションすることで、一人で考えるより自分の理想の暮らしについて理

解を深めることができた 

 

 この 2 つの設問は工夫 3「グループワークやディスカッションを取り入れること」の効

果を検証するものである。図 29と図30で示した結果から、付箋を用いてそれぞれの考え

を共有することやディスカッションをすることで、参加者が自身の考えを深められたと実

感できており、工夫 2も有効だったと考える。 

 

図 29:終了後アンケートの項目12の質問と結果 

 

 

図30:終了後アンケートの項目12の質問と結果 
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【項目17】 

項目17：作文を書くことは、自分の考えの具体化に有効だった 

 

 この項目は工夫4「自分の考えの文章化/作文によるアウトプット」の評価のために設定

した。図31の結果から、全員がこの工夫を有効だったと感じたことが分かった。 

 

図31:終了後アンケートの項目12の質問と結果 

 

【項目18】 

項目18：ワークショップの流れ、設計についてご意見あればお書きください 

・ちょっとホワイトボードのサイズが小さいように感じました 

・近い年齢の方同士はとても話しやすかったです。ですが個人的に、自分の理想の暮ら

しに必要なものを付箋で貼っていくコーナーで、後輩として先輩の方の意見にも興味が

ありました。話を進める側の人が話し合いに入ってしまうとまとめにくくなってしまう

のかもしれませんが、このワークショップ内でなくとも学年間の意見交流の場もあると

良いなと感じました。 

・たくさんひとがいすぎると緊張しちゃうので今回くらいの少ない人数のほうが自分の

考えを話せた 

 

 項目 18はワークショップの流れや設計に関する自由記述で、3人から回答があった。1

つ目の意見については、使用したアプリの機能上Webホワイトボードの広さに対して付箋

が大きくなってしまい、付箋の配置がしづらかったのだと考えられる。背景の設定と付箋
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の使える別のアプリの使用で解決できたと考える。 

 2つ目の意見については、WS4から1・2年生を混ぜてグループ分けを行うことでワーク

ショップの提案に反映した。2 年生がこれまでに受けた授業のことや自身の経験を含めて

話すことで、1 年生にとっては今後の過ごし方がイメージしやすくなったと考えられる。

また、このワークショップに複数回参加することの効果は、後述のリード役へのアンケー

ト結果を踏まえて考察する。 

 3つ目の意見からは、項目2での考察同様、2名から4名程度の少人数で活動することで、

話しやすい状況を作ることができると考える。 

 

【項目19】 

 項目19はワークショップや筆者に向けた自由記述だった。その回答の1つに、参加者が

今回のワークショップと大学入学までのキャリア探究のつながりを感じたと受け取ること

のできる回答があったため、紹介する。 

 

・とてもおもしろかったです。今回話したことは高校３年生の時に奨学金応募のための作

文を書くときに担任の先生と話していたことと一致するようなことが多かったです。先生

と何度も何度も話2自分の将来を話して考える機械3があったのはいいことだったかなと感

じました。 

 

5.5.1 リード役へのアンケートの結果 

 ワークショップにリード役としても参加した Iさんと Hさんに、その感想を尋ねるアン

ケートを行った。その中でディスカッションのリード役として参加したことについて、「普

段なかなか交流の少ない1年生の考えが聞けて面白かった」「リードする側だと、個人的に

みんなの気になるものに触れやすい」という感想が書かれていた。学年を混ぜてグループ

を作ることで、1 年生と 2 年生の両方にとって様々な意見を聞ける状態が作ることができ

た。また、参加者に「リード役」という役割があることで、その役を与えられた人が質問

しやすくなり、両学年の交流がしやすくなると考えられる。 

 リード役の人が話し合いをリードする上で工夫した点として挙げたのは、話の流れから

 
2 正しくは「話し」 
3 正しくは「機会」 
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仕事と趣味に対する考え方を中心に進行したり、参加者の意見を均等に聞けるようにする

ことだった。一方話し合いをリードする上で難しかったこととして挙げられたのは、短時

間でたくさんの意見を取り上げることや、話を膨らませることだった。互いの考えを深め

ていくためには自分の好きなように話すだけでは足りないと感じたようである。また、話

の流れを切らないようにしつつ視点を変えて質問を投げかけることも難しかったそうだ。 

 こうした意見から、このワークショップに複数回参加したり、違う学年と交流したりす

ることで、さらに参加者の考えを広げられると考える。 

 

5.6 ワークショップの成果のまとめ 

 ここでは第5章での成果物についての分析・考察や、アンケートの結果から、このワー

クショップの成果についてまとめる。 

 参加者は理想の暮らしについて普段の生活と結びつけて考えられており、作文の中では

自分が今後すべきことをまとめることができていた。このことから、ワークショップを通

してそれぞれの今後の目標が具体的になり、将来について考えるモチベーションが高まっ

たと推察され、ワークショップの狙いは達成できたと考える。参加者が普段意識していな

い自分の考えに気づき、言い出しづらいような願望についても共有し向き合えている点も、

このワークショップの成果の一つである。 

 また提案内容を参加者の視点で評価してもらうためのアンケートの結果から、個人やグ

ループで自分の将来について考え、それを具体的に表現し、発表するという構成も有効だ

ったと考えられる。ワークショップの 4つの工夫点に対してはその効果に個人差があった

と見られる評価もあったが、4つの工夫に関する全ての項目で高評価を得ることができた。 

 

5.7 ワークショップの手引きの作成 

 ワークショップの今後の運用を考え、これまでの考察を踏まえてその狙いやブラッシュ

アップした流れをまとめた「ぼくの/わたしのユートピア ワークショップの手引き」を作

成した(付録 3)。このワークショップに繰り返し参加することも学生それぞれの考えを深

めるのに有効だという考察から、今後もワークショップ開催の機会を作れるよう、誰でも

運営できる状態にすることが制作の目的である。リード役として参加した2名の意見を踏

まえ、ディスカッションでうまく話を広げていくためのアドバイスなどを掲載した。 
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5.8 今後のワークショップの開催について 

 WS4と WS5での参加者の様子やリード役の学生へのアンケートから、ワークショップへ

の複数回の参加や他学年との交流によってさらに各自の考えを広げられると推測できる。

しかし、今回の研究内容のみでは適切な開催形式や実施するタイミングについて判断する

ことは難しい。そのためここではリサーチで分かった学生の状況や実際にワークショップ

を開催した経験から、今後の開催について一考する。その内容は今後のワークショップの

可能性として、手引きの内容にも反映している。 

 

5.8.1 ワークショップの開催頻度と時期 

 まず、ワークショップの開催頻度について考える。今回短期間で2回ワークショップに

参加した2年生2名は、ユートピアさくぶんでまとめる内容は大きく変わらないとして、1

回目しか作文を書いていない。付箋の内容には2度目の参加で新たに気づいた要素につい

て記述が見られるが、ほとんどの内容は1回目と大幅に変わっていないことも事実である。

そのため、ある程度期間を空けて開催し参加してもらう方がワークに取り組みやすく、参

加者も考えの変化を実感できると考えられる。 

 また次回の参加までの間に、1 回目の参加で考えた目標をもとにキャリアを意識して過

ごしたり、大学のキャリア支援の取り組みに参加したりと、ワークショップとは異なる経

験をすることも学生が考えを広げていく上で重要だと考える。大学の取り組みを踏まえる

と、1回目はキャリア支援の導入である1年生の「デザイン学部 ここだけの話」の後に参

加することが妥当である。2回目の参加は 2 年生のときで、前期のキャリア教育科目「フ

ィールドスタディ」や、7月から 8 月に行われるキャリア支援室との面談を経験した後が

よい。この「フィールドスタディ」の研修や最終発表は、例年 8月から 9月中旬に行われ

ている。こうした状況から、1・2年生のスケジュールが合いやすい 9月末をワークショッ

プの妥当な開催時期だと考える。11月から12月ごろには「2年生向け・ポートフォリオ講

座」も開かれるため、9 月にワークショップを開くことでより自分の進路を意識しながら

参加できるようになる。ワークショップとキャリア支援の取り組みによりコンスタントに

将来について考える機会を設けることで、学生のキャリアへの意識を維持できると考える。

また忙しい学生が多いことを考慮し、9 月末に複数の日程での開催を予定し、そのいずれ

かに参加するよう呼びかけることで多くの学生が参加できるようになると考える。それと

合わせて、開催について早くから呼びかけるなど広報の工夫も必要である。 
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5.8.2 ワークショップの参加者と運営者 

 本研究では札幌市立大学デザイン学部の１・2 年生に広く呼びかけ参加者を募った。一

度の開催で複数のグループが活動することはなかったが、今後は同時に大人数がワークシ

ョップに参加する可能性もある。その場合は1グループあたりの人数が3名か4名になり、

そのうちの1、2人がリード役として参加できるようグループ分けすることで活動が可能で

ある。今回の開催では進行役である筆者が1グループにつきっきりの状態であったが、複

数のグループがある場合は1人がスライドなどを用いながら全参加者に対する進行・タイ

ムキープ役を担う必要がある。ワーク1・2の各グループの活動は、リード役を中心に進め

てもらう。リード役には希望者か2度目の参加となる2年生がふさわしいと考える。 

 このワークショップを安定して継続していくためには、大学のキャリア支援の一環とし

て開催していくことが確実だと考えられる。その場合は有志の学生や2度目の参加となる

学生にリード役として参加してもらうなど、学生の協力も得て進行することが妥当である。

ワークショップの進行については手引きでまとめ、誰でも運営が可能な状態となっている

ため、希望者がいれば学生のみでワークショップを企画し、進行役を務めて開催すること

も可能だと考える。 

 また本研究では、このワークショップを札幌市立大学デザイン学部の1・2年生に向けた

ものとして提案し、それらの対象に向けてのみ開催している。違う学年や大学の学生、社

会人などに向けて開催することも可能であるが、それらの対象に向けたこのワークショッ

プの有効性・必要性について断定することはできない。ただし、ワークショップの運営や

グループワークに 3・4年生、大学の教職員、社会人などがいることによって、1・2 年生

に向けたキャリア探究プログラムとしてより良いものになる可能性はあると考える。今回

の開催時も、進行役である筆者が 4年生という立場で大学生活について話したり、1・2年

生から質問されたりする場面があり、参加者は幅広い意見を聞きながらキャリアについて

考えることができていた。今後開催する際も、進行役とは別にグループに属さないサポー

ト役として 3・4年生などがいれば、各グループを回って話を盛り上げることもできる。ま

た、1・2年生以外を対象にそれぞれの将来像やキャリアについてフランクに話せる機会を

作りたい場合、このワークショップから参考にできる部分があると考えている。 

 

5.8.3 ワークショップの開催形式 

 今回のワークショップはオンラインで開催したが、今後対面で開催する可能性もある。
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その場合は Webホワイトボードの代わりに模造紙と実物の付箋などを使うことも可能であ

る。ただし、Web ホワイトボードの使用には、付箋をコピー＆ペーストで複製しやすく、

付箋の内容にも目を通しやすいというメリットがある。そのため対面開催時は実際に集ま

ってグループワークを行いながら、そのツールとして Webホワイトボード使用することも

検討したい。 
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第6章 結論 

 この研究では、リサーチを通して日本の生徒・学生が自身のキャリアを考えることにつ

いての状況を整理することができた。筆者が周りの高校生や大学生と交流する中で感じて

きた、将来について自分なりに考えて選択していくことも、キャリア教育の方針や支援の

中で十分に考慮されていた。 

 高校までと大学からのキャリア探究に連続性を生み、学生のキャリアについて考える意

識を高めるために提案したワークショップも、その狙いを達成し、有効な提案となったと

考える。理想の暮らしについて話す中では、それぞれの職業観・勤労観だけでなく、人生

観や死生観など、様々な価値観について共有することができた。あらゆる「観」に向き合

い、それぞれの願いや悩みを共有できたことは、このワークショップの大きな成果である。

またオンライン上でも、Webホワイトボードの使用やワークショップの設計の工夫により、

充実したキャリア探究活動ができると示せたことは、他の取り組みの参考にもなる。 

 しかし、学生が自分の将来について考えることは、このワークショップの中だけで完結

するものではない。今回の提案では、参加者のキャリアを探究する意欲を高めた後、実際

に行動していく際の支援まではカバーできていない。また、参加者にはワークショップを

通して自分の考えへの理解を深められたという実感があったが、それが充分な理解かどう

かを判断することはできない。それぞれのキャリアを探究する上では、ワークショップ終

了時の理解で満足するのではなく、その後もその理解度を高めていくことが必要である。 

 こうした要素については懸念が残ったが、実際にワークショップに参加してくれた学生

たちについては、今後のキャリア探究に関して過度に心配する必要はないと考える。これ

は実際に参加者と接する中で、本人にその実感はなくとも、これまでも自分の将来につい

てよく考え行動し、大学選びなど数々の選択をしてきたのだと感じられたからである。ワ

ークショップはそうした学生にとって、これまで考えてきたことを整理し、今後について

考えるきっかけとして有効だったと考える。 

 今回の参加者に限らず、多くの生徒・学生は充実したキャリア教育とキャリア支援の中

で自分の将来について考え行動するための能力を身につけていると考えられる。それでも

将来をイメージすることに難しさを感じる人は多く、そうした学生に対して実際に考える

機会を作ることや、考えやすい方法を提案することの必要性は高い。 

 今回の研究が参加者の今後のキャリア探究の糧となること、そして学生の将来へのモチ

ベーションを高めるための方法の一つを示すことにつながれば幸いである。 
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付録 1 実際に参加者がワークショップで作成した「ぼくの/わたしのユートピアさくぶん」 

 

【Aさん】 
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【Bさん】 

 

 

 

 

  



 73 

【Cさん】 
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【Dさん】 
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【Eさん】 
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【Fさん】 
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【Gさん】 
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【Hさん】 

 

 



 79 

【Iさん】 
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【Jさん】 
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【Kさん】 

 

 



 82 

【Lさん】 
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【Mさん】 
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付録 2 終了後アンケート・項目1に寄せられたワークショップ参加の感想 

 

自分だけが「お金欲しい！時間欲しい！働きたくない！」と考えていたかと思っていたの

ですが、結構みんな思ってたので安心しました。欲にまみれた回答をしてしまいましたが、

実際現実的に考えた時に、自分の理想を叶えるためにどこを妥協してどれを絶対に叶えれ

ばいいかを考えるきっかけになりました。ありがとうございました。 

 

今後の将来を考える活動のいい体験になりました！ 

 

自分が将来どうなりたいかを考え直すいい機会だったと思う。割とリラックスして話を聞

けたし、楽しかった。 

 

今までは自分の将来像を漠然と考えているだけでしたが、このように普段同年代の人とは

話題にならないようなことを話し合うことで自分とは別の考え方を知ることができました

し、将来像が具体的になり、それに近づくための行動が移しやすくなったと感じています。

また、今後もこの方法を参考にして自分のキャリアについて考えてみようと思います。 

 

自分の将来について考えて理想の自分を可視化することによって自分のことを理解するこ

とにつながったのでいい経験になりました。 

 

他の人の考えやを聞いたり、自分の考えを改めるいい機会でした。 

 

改めて自分の将来、先について考えることができ、楽しかったですし、モチベが上がりま

した！ 

 

将来の自分を想像し、自分のキャリアについて考える事ができてよかった。 

 

とても楽しかったです。 

 

人それぞれ思ってることが違うところに個性が出ていてとても面白いなと思いました。 
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願望まみれな感じでまとまりましたが、本音で話せて楽しかったです。みんな働きたくな

いよな〜という内容で共感できてよかったです。 

 

日常生活や普段の授業ではなかなか今後について考える機会がないので再度自分の将来に

ついて向き合えてよかったです。他の人の考えなども聞くことができ、非常に身になる時

間でした。ありがとうございました。 

 

他の人の話も聞いて自分の将来について考えを深めることができて良い機会になりました。 
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付録 3 ぼくの/わたしのユートピア ワークショップの手引き 

(手引き中に記載のページ数は、手引きのもの) 



ぼくの/わたしのユートピア

ワークショップの手引き

人間空間デザインコース

1811060 八田 京子



学生の中には自分の将来をイメージできなかったり、

キャリアについて考えるのは難しいと感じる人がたくさんいます。

様々な価値観や悩みを持つ学生同士で話しながら、

将来について考えるモチベーションを上げることができるのが

「ぼくの/わたしのユートピア ワークショップ」です。

この手引きではワークショップの流れや

参加者の考えを広げていくためのポイントをまとめています。

学生のキャリア探求プログラムとしてご活用ください。

目次

目次    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

「ぼくの /わたしのユートピア ワークショップ」の概要　・・・　２

参加者がこのワークショップを通して得られる効果    ・・・・・　３

ワークショップの構成    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

ワークショップの流れ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

ワークショップの工夫点    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

ワークショップの進め方    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

付録    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

付録：進行役用台本 /ワークシート / Web ホワイトボード用背景 /ディスカッションのポイント付録：進行役用台本 /ワークシート / Web ホワイトボード用背景 /ディスカッションのポイント

１



「自分の理想の暮らしを考えよう！」というテーマは、自分の将来についてあまり
考えられていないと感じる学生が多いことを考慮して設定したものです。「キャリ
アのことを考えるのは難しそう」「そもそもキャリアとは何か分からない」という
学生も、自身のキャリア探求に取り組みやすくなります。

このワークショップは札幌市立大学デザイン学部の１・２年生向けに設計したもの
です。自分の将来やキャリアについて自由に考えられるような設計になっているた
め、違う学年や大学の人を対象に開催しても面白いかもしれません。

ワークショップは参加者を３～４名のグループに分けて行います。各グループでは
１～２名のリード役を決め、ディスカッションの際に積極的に他の参加者の話を聞
いてもらいます。また、可能な場合は３・４年生や教職員がサポート役として参加
することで、参加者が様々な人の話を聞きながら将来を考えることができます。

この手引きではオンライン形式のワークショップとしてまとめていますが、対面で
もWebホワイトボードや模造紙などを使って開催することができます。

「ぼくの / わたしのユートピア ワークショップ」の概要

自分の理想の暮らしを考えよう！

それぞれの将来のイメージや目標を明確化・具体化する

参加者に日頃から自身のキャリアについて考える意識をつくる

札幌市立大学デザイン学部の１・２年生

オンライン (Web 会議アプリ＆Webホワイトボード使用 )

9 月下旬 ( 後期が始まる前 )

90 分

進行役１名、参加者（学年を混ぜ３～４名のグループに分ける）、
サポート役（必要に応じて、３・４年生や教職員など）

テーマ 

狙い 

　

対象 

開催形式 

開催時期

所要時間

必要な役割 

２



・参加者が自分の理想の暮らしを想像することで、
   将来自分がやりたいこと、生活に欠かせないものを考えられる

・参加者が生活の仕事以外の要素を自然に意識しながら、
   自分のキャリアについて考えることができる

・参加者が自分の理想について話す中で、普段言いづらいような
   願望や悩みを共有でき、気持ちに向き合うことができる

・1・2 年生のうちに自分の将来についてよく考えることで、
   参加者が高校までのキャリア教育と大学でのキャリア探究との
   つながりを意識できるようになり、大学の授業や課外活動、
   日常生活の中で自分のキャリアを考える意欲が高まる

高校までの

キャリア教育

その後の大学生活や

キャリア探求活動

提案する

ワークショップ

つながりを強化 モチベーションアップ

この一連の流れで大学でのキャリア探求活動を強化

参加者がこのワークショップを通して得られる効果

学生がキャリアについて考える際、仕事についてばかり意識してしまうこともあり
ます。このワークショップでは「暮らし」について考えることで、自然に仕事以外
の要素を含めながら将来のことを考えられます。

ワークショップでは「働きたくない」「今より友達を増やしたい」など心のどこか
にある願望や悩みを、あくまで理想の話として言いやすくなります。他の人の考え
やリアクションを受けて、その自身の思いに対してどう行動するか、何を優先する
かについて向き合うことができ、気持ちに区切りがつく人もいます。

このワークショップは単体のキャリア探求プログラムとしてだけではなく、参加者
のこれまでの /これからの取り組みとのつながりを意識して設計されています。

３



この３段階で設計することで、参加者が自分の将来についてよく考え、それを具体
的に表し、他の学生と共有することができ、ワークショップの狙いを達成できます。

また学生は就職活動など自分の考え・思いを他者に伝える機会が多く、それに対し
て苦手意識を持っている人もいます。このワークショップはその練習の機会になる
よう、「考える→表現する→発表する」という一連の流れを十分時間を取りながら
進めていきます。

ワークショップには以下の流れで「考える→表現する→発表する」の３段階の構成を
取り入れています。

段階 1：考える（その時点での夢や目標、考えに理解を深める）

段階 2：表現する（考えたことの具体化）

段階 3：発表する（自分の考えを伝える・他の人の考えを聞く）

●

●全体説明

①理想の暮らしの要素を付箋に書く

②書き出した内容の共有・整理

③付箋の内容に関するグループディスカッション

ワーク１：「ぼくの /わたしのユートピア」を考えよう

●口頭発表・まとめ

●ワーク 2：「ぼくの /わたしのユートピアさくぶん」を書こう

段階 1：考える（その時点での夢や目標、考えに理解を深める）

段階 2：表現する（考えたことの具体化）

段階 3：発表する（自分の考えを伝える・他の人の考えを聞く）

ワークショップの構成

ワークショップの流れ

４



ワークショップのタイトルや各ワークの説明でユートピアという言葉の印象やイ
メージにより、一般常識や社会的に望ましいとされる姿勢に左右されず、参加者の
本音を言いやすい状況を作ることができます。

このワークショップでは自分の考える理想の暮らしの要素を書き出し、それについ
て他の人とも共有しやすくするため Web ホワイトボードを使用します。それと合
わせて、参加者が自分の考えを書き出しディスカッションを進めていくやり方や、
付箋を重要度別に並べていくことなど、Web ホワイトボードの使い方も工夫しな
がら進めていきます。

就職活動に向けてキャリアについて一人で考える機会は増えますが、このワーク
ショップでは他の人の話を聞きながら自分の考えを深められるようにします。

エントリーシートの作成など、自分の考えを文章で伝える際になかなかうまく書け
ない学生もいます。このワークショップではその練習として作文を書きます。

ワークショップの工夫点

工夫 1：ワークショップでユートピアという言葉を使う
一般常識や社会的に望ましいとされる姿勢に左右されず、

参加者の本音を言いやすい状況を作る

工夫 2：Webホワイトボードの使用とその使い方
自分の考える理想の暮らしの要素を書き出し、
それについて他の人とも共有しやすくする

工夫 3：グループワークやディスカッションを取り入れる

他の人の話を聞きながら自分の考えを深め、新たな発見をしてもらう

工夫 4：自分の考えの文章化 /作文によるアウトプット
自分の考えたことや価値観を文章にすることで
具体化・自分の考えを文章化する練習

５



オンライン開催のため、Web ミーティングができるアプリを使います。参加者に
事前にアプリのインストールや Web ミーティングへのアクセスについて案内して
ください。

Web ホワイトボードは付箋機能が使えるアプリを使用してください。またWeb ホ
ワイトボードの背景に付録または自作の画像を設定してください。

参加者にワークショップで使う Web ホワイトボードアプリを案内します。事前に
Webホワイトボードへのアクセスや使い方を確認するよう伝えてください。

付録「ディスカッションのポイント」は各グループのリード役に配布し、ワーク 1
のディスカッションの参考にするものです。サポート役がいる場合はこれを配布せ
ず、学生で自由にディスカッションしてもらうこともご検討ください。

対面形式の場合もオンライン開催時と同じ内容で、Web ミーティングアプリを使用せずグループごとに
活動することになります。対面時でも Web ホワイトボードを使用することで、書いた付箋を見やすく複
製もしやすくなります。また、Web ホワイトボードの代わりに模造紙と付箋を用意して活動することも
できます。

ワークショップの進め方

● 事前準備 ●

ワークショップの運営側が用意するもの
・説明用のスライド
・Webホワイトボードの背景画像（付録）
・ワークシート（付録・一人 1枚分）
・白紙（一人 1枚分）
・【任意】ディスカッションのポイント（付録）

参加者が用意するもの
・パソコンやスマートフォンなどのデバイス
・筆記用具

▲ ワークシート

▲ Webホワイトボードの背景

※対面形式で開催する場合
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開催前に参加者や人数が分かっている場合は、運営側で事前にグループ分けするこ
とでスムーズに始めることができます。

リード役はいわゆるリーダーやグループの代表ではなく、ワーク１のディスカッ
ションの際に積極的に他の参加者の話を聞いたり、質問したりしてもらう役割です。
ワークショップの参加に積極的な人の方がプレッシャーも少なく、楽しくディス
カッションを進められるでしょう。２年生など比較的グループワークに慣れている
人がリード役になることも望ましいですが、やりたい人が務めることが一番です。

必要に応じてリード役全員または希望者に「ディスカッションのポイント」を配布
してください。その際、その内容はあくまで話を広げるための参考であり、厳密に
従わず自由にディスカッションしてよいことを伝えてください。

● グループ分け ●

・１年生と２年生を混ぜた、３～４名のグループを作る

・各グループ１～２名、リード役の学生を決める
   希望者がいない場合は２年生や２回目の参加が望ましい

● 全体説明（５分） ●

・ワークショップのテーマや流れを説明する

・「キャリア」について詳しくない人でも問題なく参加できること
   を伝える

スライドの例

ワークショップのテーマを伝える前に、「キャリア」や「職
業観・勤労観」といった、将来を考える際によく目にする
言葉を紹介します。それらの語について細かく説明せず、「ピ
ンとこないよね」という風に学生に共感する姿勢で話しま
す。また、キャリア教育・支援の取り組めで問われるよう
な内容を吹き出しに表示しています。
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①理想の暮らしの要素をWebホワイトボードの付箋に書く（10分）

参加者は自分の考える理想の暮らしの要素を Web ホワイトボードの付箋に書き出
します。付箋の色は各自に決めてもらい、グループ内で色が被らないようにします。

Web ホワイトボードを 3 段階にエリア分けしておき、各自の付箋を重要度の高い
ものほど中央に配置してもらいます。Web ホワイトボードのエリア分けは重要度
の目安であり、付箋を 2つのエリアにまたがるように置くこともできます。

「デザイナーになりたい！」・・・将来の夢、なりたいもの /なりたくないもの
「働きたくない！」・・・・・・・したいこと /したくないこと、言いづらいようなこと
「緑のある郊外に住む！」・・・・どのような場所や環境で暮らしたいか
「1日 30時間ほしい！」 ・・・・非現実的と取れる内容、願望

● ワーク1「ぼくの/わたしのユートピア」を考えよう ●

スライドの例

自由に思いついたことを書いていいことを伝えつつ、いく
つか例を示します。参加者が普段言いづらいようなことや、
非現実的とも取れる内容を例に入れておきます。

Web ホワイトボード上で参加者にしてもらう作業を図で示
します。このスライドでは自分の付箋の色を決め、理想の
暮らしの要素を書き出してもらうことを説明します。

理想の暮らしの要素が書かれた付箋をWeb ホワイトボード
上に重要度順に並べてもらいます。スライドに各エリアの
重要度の目安を書いています。一番外側のエリアについて
「重要度が低くても、思いついたものであれば書いておこ
う！」と伝え、些細な要素でも書き出してもらえるように
します。
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②付箋に書き出した理想の暮らしの要素を共有・整理する（５分）

ディスカッション前に、他の人の付箋を見ながらもう一度各自で理想の暮らしにつ
いて考えてもらいます。全員の付箋に目を通してもらうことで、この次のディスカッ
ションで他者に共感したり、自分の意見を話してもらったりしやすくなります。

進行役はディスカッション中も付箋を増やせることを伝えてください。

・グループの中でお互いが書いた付箋に目を通す

・他の人の付箋を見て新たに思いついたことがあれば付箋に書き出す

・内容に共感した付箋を複製し、自分の色に変えて増やしてもよい

・付箋が揃ったら、自分の付箋の中で「現在叶っていないこと」だと
   感じるものは丸で囲んでもらう

②付箋の内容についてグループディスカッションを行う（25分）

リード役は一つの付箋に対して書き出した本人以外の感想・意見を聞けるよう、積
極的に声かけをしましょう。参加者に気になる付箋を聞くことも有効です。

サポート役は各グループを回り、付箋について質問したり自分の経験を話したりと、
参加者の視点を増やせるよう努めましょう。

・Web ホワイトボードの付箋を見ながら、書き出した本人の意図や
   その要素を実現するために必要なこと、他の付箋との共通点などに
   ついて話す

・話し合いの途中で付箋を増やしたり、移動させたりしてよい

・時間内に全ての付箋について話せない可能性もあるため、重要度の
   高い付箋や、丸で囲まれた付箋を優先して取り上げる

・リード役は必要に応じて「ディスカッションのポイント」を見ながら
   参加者同士の意見交換を促せるよう努める
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ワーク 2のタイトルの最後を「作文」ではなく「さくぶん」とひらがなにすることで、
作文以外の表現も許容していることを示唆しています。

進行役はワーク 2 終了 10 分前に声をかけ、時間までに制作物をまとめてもらえる
ようにします。完成が間に合わなそうな場合はイラストなどより作文を優先するよ
う呼びかけます。

●ワーク2「ぼくの/わたしのユートピアさくぶん」を書こう（30分）●

・ワークシートを使い、ワークショップで考えたことを400字以内
   の作文にする ( 内容は自由 )

・文章以外の形で表す方が自分の考えを整理しやすい場合などは、
   作文と合わせて白紙にイラストや詩などを書いてもよい

● 口頭発表・まとめ（15分） ●

・グループで一人ずつ作文を音読し、他の制作物があれば紹介する

・ワークショップの内容が各自のキャリア探求や今後のキャリア
   支援にどのようにつながっていくか説明する

今回のワークショップの内容とキャリアに関する言葉の対
応を説明します。「キャリア」「職業観・勤労観」などの語
句の説明はあえて省き、このワークショップのように自分
なりに考えることもできるんだと感じてもらいます。

対象の学生（ここでは札幌市立大学の１・２年生）が今後ど
のようなキャリア探求を行っていくのか説明します。スラ
イドでは大学のキャリア支援の取り組みを紹介し、口頭で
はボランティアなど様々な活動がキャリア探求につながる
ことを伝えます。

スライドの例
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付録

● 進行役用台本 ●

これから「ぼくの / わたしのユートピア ワークショップ」
を始めます
（必要に応じて進行役の自己紹介をする）

これまでも中学校や高校のキャリア教育などで将来につい
て考える機会があったと思いますが、皆さんはどのような
ことを考えてきたでしょうか。

（吹き出しを表示）大学生になると、「どんなキャリアプラ
ンを立てているのか？」と、将来についてこれまでより具
体的に聞かれることがあります。
（キャリアの定義を表示）「そもそもキャリアって何？」と
いう人も、調べると様々な説明が出てきますが、なかなか
ピンとこないですよね。

（吹き出しを表示）また「どんな仕事をしようか考えてたけ
ど、自分に合った企業や働き方を考えるうちによく分から
なくなった…」ということもあります。
（職業観・勤労観の定義を表示）自分の働くことに対する価
値観についてじっくり考えるということも、社会に出た後
のことをイメージできず難しく感じる人もいると思います。

「キャリアのことって色々考えることがあってややこし
い！」と感じている人も多く、今日はもっと気軽に将来に
ついて考えていきたいと思います。

セリフやスライドはあくまで例であり、アレンジしてご活用ください。
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主に 2つのワークを通して考えていきたいと思います。

早速ですが「ワーク 1：ぼくの / わたしのユートピアを考
えよう」に移っていきます。皆さんは自分の理想の暮らし
としてどんなことを考えるでしょうか。例えば「デザイナー
になりたい！」とか、逆に「働きたくない！」など、自分
がしたいこと・したくないことを思い浮かべるかもしれま
せん。（吹き出しは一つずつ表示させる）

他には暮らす環境のことを考えたり、「やりたいことがたく
さんあるから一日30時間欲しい！」と妄想も広がりますよ
ね。せっかくの自分の「ユートピア」ですから、自分の好
きなようにイメージを広げていってください。

考えた内容はWeb ホワイトボードの付箋にどんどん書き出
してください。自分の書いた付箋がわかるように、グルー
プの他の人と付箋の色が被らないようにしてください。

書いた付箋はWeb ホワイトボードの色分けを参考に、重要
なものほど中央になるよう配置してください。あまり重要
なことではなくても、思いついたものはとりあえず書き出
して、一番外側に置いておきましょう。
それでは 10分間時間を取るので、作業を始めてください。

実際に今日皆さんに取り組んでもらうテーマは「自分の理
想の暮らしを考えよう！」です。
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これから 25 分間、それぞれが書いた付箋についてディス
カッションしてもらいます。例えば重要度の高い付箋や「今
は実現されていない」と丸で囲まれた付箋について、その
理想の暮らしを実現するにはどうしたらいいかアイデアを
出してみましょう。前のステップで付箋全体をみていて気
になった内容があれば、どうしてそう考えたのか聞いてみ
るのもいいと思います。

お互いの理想の暮らしについて、よく話せたでしょうか。
ここからは「ワーク２：ぼくの / わたしのユートピアさく
ぶんを書こう」に移ります。各自にここまでのワークショッ
プで考えたことを 400 字以内の作文にしてもらいます。も
しイラストや表にしたいという人がいれば、配布した白紙
に書いてください。作業時間は 30分間です。

それぞれの「理想の暮らし」について発表しましょう。
皆さんが書いた作文の内容を一人ずつ音読し、今回考えた
ことや将来への気持ちを共有しましょう。
また、イラストなどを書いた人はそれについても紹介して
ください。

お疲れ様でした！ 2 つのワークを通して、自分の理想の暮
らしについて理解を深められたでしょうか？

キャリアについてあまり意識せず取り組んでいた人も多い
かと思いますが、理想の暮らしについて考える中で実際に
自分がこれからどんな役割を果たしていきたいか、どんな
関係を作っていきたいかイメージできた人も多いと思いま
す。それはまさに自分のキャリアについて考える第一歩で
す。

次に、他の人が書いた「理想の暮らしの要素」を見ながら、
自分の付箋を整理していきます。他の人の付箋を見て共感
したものや新しく思いついたことがあれば、新たに書き出
してください。他の人の付箋をコピーして、自分の付箋の
色に変えてもよいです。一通り書き出し終えたら、自分の
付箋の中で「今は実現されていない」と感じるものを丸で
囲んでください。
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今後も大学のキャリア支援の取り組みで自分のキャリアに
ついて考える機会がたくさんあります。
（全てまたは一部の取り組みについて紹介する）

今回のワークショップの経験も生かしながら、今後も自分
なりにキャリア探求を続けていきましょう。
これで「ぼくの / わたしのユートピア ワークショップ」を
終わります。

働くことについてどう考え、どう向き合うか考えられた人
も、自分の職業観・勤労観に理解を深められたと言えます。
また仕事と趣味の両立について考えた人は、ワーク・ライフ・
バランスについて意識することができています。
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名前：





ディスカッションのポイント

全ての付箋について話そうと焦る必要はありません。重要度が高い位置にある付箋
や「現在叶っていない要素」とされているもの、メンバーが気になっている付箋に
ついて優先的に話すのがいいでしょう。

一つの付箋について丁寧に掘り下げられるよう、内容に対する感想や叶えるための
アイデアを書き出した本人だけでなく他の参加者の意見も聞いてみましょう。

似ていると感じた付箋も、それぞれに聞いてみると違うニュアンスで書き出されて
いる場合もあります。気になったことは積極的に聞いてみるのがいいでしょう。

例：「地元以外で暮らす」という付箋で、「知らない場所に憧れている人」や、
　　「誰も自分のことを知らず過ごしやすい環境を求めている人」がいる

● 基本的な話の広げ方 ●

● より多くの付箋について話すために ●

重要な要素にしたのは
どんなもの？

他の人の付箋で
気になるのものは？

その要素が叶うのは
どんな環境？

学生のうちから
できることは何？

こうしたい！と
考え始めたのはいつ？

それぞれの考え方の
軸は何？

付箋一つ一つについてしっかり考えながら、より多くの付箋の内容を取り上げるため
に、以下のポイントを意識しましょう。

・似た内容の付箋を探し、同時に取り上げる

・内容が違う付箋でも共通点がないか探す
   （例：「建築士になりたい」「英語力をつけたい」などの要素を、
　資格や勉強が必要なものとして取り上げ、「留学する」などの
　意見もあればさらに関連づけて話す）




