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参考資料３

中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

（答申）」（平成２３年１月３１日）（抄）

第４章 高等教育におけるキャリア教育・職業教育の充実方策

４．職業実践的な教育に特化した枠組みについて

（１）職業実践的な教育に特化した枠組みの必要性

○ これまで述べたとおり、雇用・労働を巡る環境の変化、知識・技能や人材需要の高

度化、職業の多様化等が進む中、高等教育機関においては、職業教育を通じて、自立

した職業人を育成し、社会・職業へ円滑に移行させること、また、学生・生徒の多様

な職業教育ニーズや様々な職業・業種の人材需要にこたえていくことが求められてお

り、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育を展開していくことが必要とな

っている。

○ また、若者や就業者等、職業に必要な能力の獲得・向上を目指す人々の中には、生

涯の中において、実務経験を主な基盤とした実践的な知識・技術・技芸の教授を中心

とする職業教育を受けることにより、様々な可能性をより一層切り開いていくことが

できる者が少なからず存在すると考えられる。特に、後期中等教育の段階で専門高校

等における職業実践的な教育を選択した者にとっては、その先に続く高等教育の段階

に職業実践的な学びの場があることは、キャリア形成の上で重要な意味を持つ。この

ため、下記に述べるような新たな枠組みを整備することにより、人々が自らの能力、

志向、適性にふさわしい学習の場を選択して学び、職業に必要な能力を修得できる環

境を、高等教育において充実していくことが必要と考えられる。

○ 高等教育における職業教育の環境を充実することは、職業教育に対する国民の意識

や社会の評価を変える契機になるとともに、中等教育から高等教育までにわたる職業

や就業に重点を置いた修学の道筋として、「職業教育体系」を鮮明にすることとなる。

ひいては、人々にとって、学びと自らの将来とを強固につなぎ、自分の力を最大限に

いかして人生を切り開いていく、新たな夢や希望をもたらすものとなることが期待さ

れる。

① 現在の高等教育における職業教育の位置付け

○ 高等教育における職業教育は、学術研究の成果を主な基盤として教養に裏打ちさ

れた専門的な教育を行うことが求められる場合や、卓越した又は熟達した実務経験

を主な基盤として実践的な知識・技術等を教授することが求められる場合等があ

る。

○ 大学は「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授



*1 「新成長戦略」では、「グリーン・イノベーション」「ライフ・イノベーション」「アジア経済」「観光・地域」を成

長分野として掲げている。
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研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させること」を目的とし、また、短期

大学は大学の目的に代えて「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必

要な能力を育成することができる」こととしており、大学・短期大学で行われる教

育活動は、学術研究の成果を基盤とすることが本来的な目的とされ、その中におい

て職業教育が行われている。

戦後の我が国における単線的な学校体系においては、幅広い職業教育を含む多様

な機能を大学制度に期待したが、ともすれば専門の学芸の教授研究に関心が集中す

る中で、結果として、職業教育の意義や位置付けが不明確になり、職業実践的な教

育が十分に展開されてこなかったとの指摘がある。

こうした中で、若者の過半数が進学する大学・短期大学においては、これまでの

取組や、前述のように、人材育成に対する社会的要請、現在の厳しい雇用情勢、学

生の多様化に伴う卒業後の移行支援の必要性等を踏まえ、平成２３年度から、すべ

ての大学・短期大学において社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培う

ための体制を整えることとしている。

○ 高等専門学校は、「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成すること」

を目的とし、中学校卒業者を対象として、一般教育と専門教育が効果的に組み合わ

された、５年一貫の職業教育を行う機関であり、高い就職率や求人倍率等、優れた

実績を上げ産業界から高く評価されている。

現状では、全国的に配置され、高等教育機関として大きな役割があるが（工学系

新規学卒技術者の約１２％を高等専門学校卒業者が占める）、高等教育段階にあた

る４年生の在学者は、１８歳人口のうち約１％であり、また、制度上は分野の限定

がないものの、ほとんどの学科が工業系という実情にある。

このような中、前述のように、今後、新分野への展開が期待されており、各高等

専門学校においても学科再編等が行われている。

○ 専門学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を

図る」ことを目的としており、１８歳人口の約２０％が進学している。専門学校に

おいては、実務経験を主な基盤とした職業教育が盛んに行われており、実務家教員

を配した教員組織による実践的な知識・技能の育成、その成果としての職業資格の

取得、学んだ分野に関連する分野への高い就職率等、職業に直結する教育機関とし

ての成果を上げている。

しかし、専門学校は、設置主体の限定がなく、設置運営等に関する法令の定めが

ゆるやかであるなどの制度的特性を有しており、これをいかして産業界等のニーズ

に即応した柔軟な職業教育を展開できるという強みを有している反面、全体的な質

の担保の面で課題があり、その教育の質について各学校ごとの差異が大きいという

指摘がある。

② 人材育成ニーズと高等教育機関が行う職業教育への期待の高まり

○ 我が国では、「新成長戦略」(平成２２年６月１８日閣議決定）に掲げられている

とおり、産業構造の変化に対応し、成長分野
*1
をはじめとして実践的な能力を有す



*1 （株）三菱総合研究所「我が国の企業等における中堅人材の人材ニーズに関する調査研究」（平成２２年２月）の

概要については、ｐ．２０４参照。
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る人材の育成が急務とされており、また、将来にわたって付加価値を創出し、持続

可能な成長を担っていく人材の育成が強く期待されている。さらに、質の高い人材

の育成・確保や人材育成のスピードが、我が国の経済発展や国際競争力、あるいは

地域の産業振興を決定する重要な要因となっている。

○ このような中、特に、経済・社会環境の変化や技術の進展、生活様式の変化に伴

い、異なる分野の知識・技術等を統合・総合させて、ものづくりや商品・サービス

等を生み出していくことが求められており、経済・社会活動の基幹をなす中堅人材

として活躍する、様々な職業・業種における実践的・創造的な職業人、あるいは卓

越した知識・技能を有するいわば匠の人材を、高等教育機関が育成していく必要が

ある
*1
。

○ また、新規学卒就職者の離職率の高さや、若年無業者・フリーターの数がなかな

か減少しないこと、正規労働者に比較して職場において職業能力開発の機会を得に

くいことが指摘されている非正規労働者の増加、企業の人材育成投資の低下、さら

には学習活動と職業生活の積み重ねにより経済成長を牽引する力を有する人材を育

成していく重要性が指摘される中、高等教育機関が職業教育の場として、積極的な

役割を果たしていくことが期待されている。

③ 職業実践的な教育に特化した枠組みの整備

○ 上述のような、現在の高等教育における職業教育の位置付けや課題、また実践的

な知識・技能を有する人材の育成ニーズや高等教育機関が職業教育において果たす

役割への期待の高まりを踏まえると、高等教育における職業教育を充実させるため

の方策の一つとして、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備することが考

えられる。具体的には、卓越した又は熟達した実務経験を主な基盤として実践的な

知識・技術等を教授するための教員資格、教員組織、教育内容、教育方法等や、そ

の質を担保する仕組みを具備した、新たな枠組みを制度化し、その振興を図ること

である。

○ このような職業実践的な教育に特化した枠組み（以下「新たな枠組み」という。）

が適切に整備されていくことは、各高等教育機関の特性に応じた職業教育の充実を

促し、これまで発展してきた大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の教育とあ

いまって、高等教育機関全体として、職業教育システムを構築・充実していくため

の契機となることが期待される。

（２）職業実践的な教育に特化した枠組みに関して考慮すべき４つの観点

○ 我が国の現状においては、企業内教育や既存の高等教育機関の職業教育の充実に向

けた努力に期待するのみでは、必ずしも十分な対応がとれないと考えられる課題があ

る。具体的には、これまで述べてきた点も含み、下記に述べる４つが考えられ、新た

な枠組みの制度的な整備に当たっては、これらの課題に十分に対応できるような方策



*1 本審議会の議論では、「ハードウェア・ソフトウェアの設計・開発」「デジタルコンテンツの開発」「電子制御・ハ

イブリッドエンジン等の技術進歩に対応した自動車整備分野」「バイオテクノロジー分野におけるソフトウェアを用

いた生命情報の処理」「観光ビジネス、環境マネジメントなど、時代の変化に対応したビジネス実務分野」「知識・技

能の高度化・専門分化への対応が必要とされ、既に職業に就いている者に対して更なる教育プログラムの提供が求め

られる分野」が例示として挙げられた。
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を考慮する必要がある。

○ 新たな枠組みは、職業に関する教育や生涯学習環境を充実するのみならず、これを

通じて、雇用・生活の安定や円滑な労働移動・経済の活性化に寄与するものとするこ

とが非常に重要である。

企業は教育の成果に期待を寄せているが、高等教育機関において、就業に必要な知

識・技能を必ずしも十分に育成できていないと言われる、教育と雇用・労働、経済を

巡る国家的損失ともいえる状況を打破し、社会全体の在り方を好転させるきっかけの

一つとして、新たな枠組みが役割を果たし、効果を発揮していくことが期待される。

また、企業等においても、人々が、新たな枠組みなどを活用して修得した能力を発

揮していく上で不可欠ともいえる、学修成果の適切な評価や、学習活動と職業生活の

両立並びにライフステージに応じた様々な働き方が可能な就業・労働環境の充実が期

待される。このような各界の取組を通じて、我が国全体が、学びと就業の連関により

人々がその能力を最大限発揮できる、活力と成長力に満ちた社会となっていくことが

望まれる。

① 経済成長を支える「人づくり」への対応

○ 我が国においては、新たな経済成長を支える「人づくり」を推進することが急務

であり、社会全体で実践的な職業能力の育成に取り組むことが必要である。具体的

に育成を目指す人材像としては、新たな成長分野をはじめとする各種分野において、

例えば、次の２つが考えられる。

◆地域経済・産業振興に向けて

地域の強みをいかした産業・事業の創出・発展に関して、海外市場も対象に活躍

し、地域の発展に貢献できる人材。

◆先進・創出を目指して

国際的にも高く評価されるような高度な専門的知識・技能を有する人材。

・優れた感性、斬新なアイデア、洗練・熟達した技能で、産業や企業の事業部門

の主力を担いリードしていく人材

・異なる分野の知識・技術等を統合させて、新たな事業手法やシステム等を考案

・導入し、ものづくりや商品・サービス等を創出する人材
*1

○ このような人材の育成を行うに当たっては、特に、経済・産業界の動向・人材需

要を鋭敏に把握し、可能な限りこれに即応した教育を行うことを重視すべきである。

新たな枠組みについては、このような観点から、企業や経済団体・職能団体等と密

接に連携して、最新の実務の知識・経験に基づく実践的な知識・技術等を教授して

いくことに重点を置く必要がある。



*1 第５章４．参照。
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② 生涯にわたる学習活動と職業生活の両立

○ 昨今の雇用慣行や労働情勢の変化をかんがみるに、人々が、学歴や新規学卒時の

就職状況にかかわらず、生涯にわたり、継続して学習活動と職業生活を交互に又は

同時に営みながら、職業に必要な能力を修得・更新・向上し、その成果が適正に評

価され、就業や業種転換、キャリアアップを図ることができる環境を充実すること

が必要である。この観点から、教育機関が教育プログラムを開発・提供するに当た

っては、次の２つの視点を念頭に置くことが重要である。

◆職業への円滑な移行

若者の職業への円滑な移行

（転職者等が対象となることも考えられる。）

・専門分野の基本的知識・技能の修得・更新

・労働者の権利・義務・責任の学び

◆職業能力や起業力の向上

就業者や起業を目指す者の新たな知識・技能の獲得・向上

・専門分野の高度な知識・技能の修得・更新、周辺分野・関連分野の知識・技能

の修得

・管理職や経営者等の態度・思考・行動・責任の学び

・経営、起業等に関する知識・方法の修得

○ このような教育プログラムの提供に当たっては、人々が希望やライフステージに

応じて学びやすい仕組みを備えることが重要である。また、修得した職業実践力等

学修の成果が、学習者や企業等の外部者にも具体的にわかりやすい形で示されるな

ど、評価されやすい工夫も必要である。

なお、分野によっては、学修の成果が国家資格等の取得に結び付くことが重要で

あり、このことに留意が必要である。

併せて、国が、イギリスやヨーロッパの職業資格制度を参考にしつつ検討を進め

ているキャリア段位制度（日本版ＮＶＱ）
*1
との連携を積極的に図っていくなど、

職業に必要な能力とその修得のための教育プログラムとの対応関係を明確化するこ

とも考慮すべきである。

③ 教育の質の保証

○ 中等教育後の高等教育段階に着目すると、実務経験に基づく職業実践的な教育を

提供する教育機関として、これまで、専門学校が大きな役割を果たしてきているが、

その制度的特性から教育の質の面で各学校ごとに相違が大きく、教育の成果に対す

る評価が高等学校関係者等の間で安定していないとの指摘や、専門学校が行う教育

に対して社会からの理解が必ずしも十分に得られていないとの指摘がある。

○ これらのことを踏まえ、新たな枠組みを整備するに当たっては、その質を客観的

に保証する仕組みを備えることが重要である。その際、先に述べたとおり、新たな



*1 高等学校については、生徒の約７２％が普通科、約２３％が専門学科、約５％が総合学科に在籍し、また、高等教

育段階については、約５７％が大学・短期大学、約１％が高等専門学校、約２２％が専門学校に在籍している状況に

ある。

*2 職業実践的な教育に特化した枠組みと他の教育・職業訓練機関との特徴比較のイメージについては、ｐ．１０８参

照。

*3 職業能力開発施設については、ｐ．２０５・２０６参照。
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枠組みは、経済・産業界の動向・人材需要に即応し、最新の実務の知識・経験に基

づく実践的な知識・技術等を教授していく機動性が求められ、そうした要請に照ら

して、適切に教育の質を確保することができる仕組みとすることが必要である。

④ 進路選択の拡大と職業実践的な教育の適切な評価

○ 現在、我が国では、普通教育志向の進学者が拡大しており*1、この中には必ずし

も明確な進路意識・目的意識を持たないまま進学している者がいるとの指摘がなさ

れている。

○ 新たな枠組みを具体化していくことは、子どもや若者が自らの将来を考えていく

上で、また、保護者や教員等が、進路選択について助言を行っていく上でも、大き

な変化を与えるものになると考えられる。具体的には、新たな枠組みは、高等学校

等卒業後の進路として、また、生涯にわたる学習の場として、新たな道を開くこと

から、子どもたちが早い段階から、自らの志向や希望を十分に考慮して様々な進路

を考え選択し、その後も人生の時々で、学習目的に合う教育機関を選択・活用して

いく意識・行動を高めるものになると期待される。

○ また、高等教育における職業教育は、学術研究の成果を主な基盤とする場合や、

職業実践的な知識・技術等を主な基盤とする場合等があるが、新たな枠組みの具体

化を通じて、これらが同等に評価される社会の形成・発展にもつながると考えられ

る。

○ このような進路選択の拡大や職業実践的な教育の適切な評価は、人々が希望やラ

イフステージに応じて、様々な学習の場を活用しながら、職業生活や人生を重ねて

いくことができる、生涯学習社会の確立・発展においても大きな意義を有するもの

である。ひいては、多様な能力を有する人々が協働し活躍する、創造力と実践力の

高い社会の実現へとつながっていくことが期待される。

（３）職業実践的な教育に特化した枠組みの構想

○ 新たな枠組みの具体化を進めるに当たっては、前記（２）の観点に基づき、今後さ

らに、早急かつ詳細な検討が行われることが望まれる。現段階までに検討してきた構

想の概略は以下のとおりである
*2
。

○ なお、今後の検討については、新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、

既存の高等教育機関において新たな枠組みの趣旨をいかしていく方策も検討すること

が望まれる。また、その際、ものづくり分野における中核的人材、中小企業や地域に

おける人材の育成を担っている職業能力開発大学校等の公共職業能力開発施設
*3
や、



*1 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校・職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校・気象大学校・旧制実

業専門学校のカリキュラム例については、ｐ．２０６～２１１参照。

*2 一授業科目の履修毎に単位を付与し、一定の学修のまとまり（数ヶ月相当の学修）毎に修了認定する仕組み。（修

業年限以上在学し、）全まとまりを修了すると卒業となる。

*3 １学年複数学期制の授業形態。通年制（ひとつの授業を１年間を通して実施）における前期・後期の区分とは異な

り、ひとつの授業を学期（セメスター）ごとに完結させる制度。
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各省の設置法等に基づき設置されている各省大学校等、各種の職業教育・訓練機関と

相互に、各々の利用者から求められている役割を尊重・発揮して、我が国の人材育成

や人々の生涯にわたる学習ニーズに、連携・協力しこたえていくものとなるようにす

ることが必要である。

１．目的と特徴

卓越した又は熟達した実務の知識・経験に基づく高度の専門的かつ実際的な知識・

技術等を教授し、職業に必要な実践的な能力を育成することを目的とする。

また、企業や経済団体・職能団体等と密接な連携を図り、個人が生涯にわたり継続

して学業生活及び職業生活を交互に又は同時に営むことを支援する学習環境を整備す

ることや、最新の実務の知識・経験を教育内容・教育方法に反映した教育の実施を担

保することが望まれる。

２．入学資格・修業年限

入学資格は、高等学校等の後期中等教育修了者とする。

修業年限は、分野の特性や対象者等に応じ、２～４年の範囲内で柔軟に設定するこ

とが考えられる。

また、生涯学習環境の整備の観点から、就業者等の学びやすさを考慮すると、基本

課程（仮称）２年と上級課程（仮称）１～２年とする方法や、修業年限の弾力化、長

期にわたる教育課程の履修を認めることなども考えられる。

３．教育課程、授業方法

教育課程は、企業や地域・全国を単位とする経済団体・職能団体等との連携により、

教育課程を編成・改善する組織体制を確保することが重要である。また、教育課程の

編成に当たっては、例えば、国際社会から見た日本の姿や、国内地域の産業・資源等

の特色・強みを学ぶ科目が含まれるなど、斬新で独創性に富むものとしていくことが

期待される。

授業方法は、職業実践的な演習型授業（実験・実習・実技等）を一定程度（例えば、

おおむね４～５割程度）行うことが想定される
*1
。

特に、産業界や職業人が求める知識・技能や最新の実務を的確に反映した教育を行

うため、企業等が学習活動にかかわり、学習者と企業等が、相互理解を深められる学

習機会（企業内実習、企業参加の学内実習活動等）を設定することが重要である。

４．修了認定方法・卒業要件

修了認定方法は、生涯学習環境の整備の観点から、就業者等の学びやすさを考慮す

ると、学年制ではなく、単位制やモジュール制
*2
を基本とすることが妥当と考えられ

る。併せて、セメスター制
*3
の積極的な活用も考えられる。



*1 例えば、専修学校においては、関係団体が新任教員の研修に係る基準を策定し、全国的に当該基準に準拠した新任

教員研修を実施している。詳細については、ｐ．２１１参照。

*2 例えば、イギリスにおいては、大学教員の教員能力証明を取得するための課程が整備されている。詳細については、

ｐ．２１２参照。

*3 大学（学部）・専門学校の組織・運営体制の例については、ｐ．２１２・２１３参照。

*4 大学等の認証評価については、ｐ．１５８、専修学校の第三者評価の例については、ｐ．２０４参照。
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また、単位認定に当たっては、例えば、就業時に取得した各種資格に関する学修を

評価し、授業科目の履修とみなして、単位を付与することも考えられる。

なお、成績評価の表示方法は、学生が修得した技能が具体的にわかる方法を採り入

れることが望まれる。

５．称号等、他の高等教育機関等との接続

修了した者の能力を対外的に徴表するものとして、何らかの称号等を称することが

できることとする必要がある。その際、我が国の高等教育制度の発達の経緯や現在の

枠組みに留意するとともに、諸外国の実情も参考にしながら、職業教育の学修の成果

を徴表するものとして何が適切であるのか、検討が進められることが望まれる。

また、学習者が、その希望やライフステージに応じて様々な進路を選択できるよう、

他の高等教育機関や中等教育機関の専攻科との接続（編入学、進学）が適切に確保さ

れるよう、検討することが必要である。

６．教員資格、教員組織等

教員資格は、実務卓越性を重視し、併せて、指導力を求める。教育経験等のない者

は、採用後一定期間の研修
*1
や指導力認定資格の取得

*2
を必要とするなどの措置を講じ

ることが必要である。教員の採用に当たっては、公募制や任期制を活用しながら、最

新かつ先進的な知識・技能を有する人材を、海外も視野に入れ確保することも考えら

れる。

教職員の組織体制については、分野の区分ごとに教育上の基本となる組織を置き、

教育上適当な教員組織等を備えることや、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分

担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるようにす

ることが求められる
*3
。

また、就職・進路指導、学生支援のための組織体制や必要な事務組織を確保するこ

とが必要である。なお、事務職員については、企業の人事担当者であった者等職務経

験に長けた者を、公募により積極的に採用するなど、職員の質の確保に努めることが

期待される。

７．自己点検・評価、第三者評価

教育の質を担保するためにも、教育等の状況について自ら点検及び評価を行い、そ

の結果を公表することが求められる。

また、第三者評価については、産業界等の関与を十分に確保しつつ、新たな枠組み

に適した基準・方法等を構築することが望まれる
*4
。評価の観点は、例えば、教育活

動を行う上での組織運営のシステム・体制の妥当性や、目的に応じた教育の成果（就

業状況等）等、職業実践的な教育に適したものとする。
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８．名称、設置者

職業実践的な教育に特化した高等教育段階の枠組みとして、ふさわしい名称を検討

することが必要である。

設置者は、国、地方公共団体及び学校法人とすることが適当である。

○ 上記のほか、具体的な制度の設計に当たっては、現行の学校教育制度の枠組みや高

等教育についての考え方を踏まえながら、全国的なレベルでの教育の水準の維持・向

上を図るとともに、継続的・安定的に教育を実施するために必要な仕組みを整えるこ

とが不可欠である。これを踏まえ、所轄庁による設置認可や審査の体制・手続き、改

善の勧告から廃止命令までを含む法令遵守の担保等の監督、教職員の資格要件や人員

規模、必要な施設・設備、校地面積の水準等を含む設置基準の在り方、教育機関の社

会的責務としての情報公開の在り方、上述の第三者評価の確実な実施、新たな枠組み

を整備・普及するための方策の在り方、新たな枠組みの活用に対するニーズ等、多様

な事項やこれにかかわる課題を検証する必要があると考えられる。

○ 今後、高等教育関係者や学習対象者、産業界、公共職業能力開発施設関係者を含む

各界の意向等を踏まえて、新たな枠組み全般の具体化について、詳細な検討が進めら

れることが適当である。

５．各高等教育機関を通じた職業教育の充実のための方策・質保証の在り方

○ 経済・社会情勢がめまぐるしく変化する中で、高等教育機関には、我が国の産業や

社会をしっかりと支えていく人材を育成することがこれまで以上に期待される。この

ような要請にこたえるため、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校における職業

教育に関する優れた取組等を支援する仕組みなどを検討することが必要である。

○ また、高等教育における職業教育の質の保証・向上を図るため、既存の各種評価シ

ステムとの関係を考慮しつつ、第５章で述べるような、職業に必要な能力とその能力

を修得するために必要な学習内容を明確化し、該当教育プログラムを評価して学習成

果の質の担保を図るシステムを構築することが重要である。


