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は じ め に

■本書のねらい
　本書では、学生時代に体験した様々な活動を振り返ることで、自分自身のキャリアを考え、開発

することを主なねらいとしています。

　本書の内容は、第 1章および第 2章を大学・短期大学における初年次教育等で活用し、第 3章か

ら第 5章を自己理解および大学・短期大学で体験した様々な活動（授業や課外活動など）の振り返

りを行うテキストとして活用することを意図しています。

■本書の使い方
　そのため、第 1章から第 5章の全てに、演習用ワークシートやケースによる学習などを取り入れ、

自己理解や体験の振り返りを効果的に行えるように配慮しています。また、さらに学習を深めたい

人のために、追加教材としてケース教材（演習シート付）も用意しています。

　これらの演習用ワークシートや追加のケース教材は、実教出版のWeb サイトからダウンロードで

きます。ダウンロード方法は、本ページの「ワークシート・追加教材のダウンロード方法」を参照

してください。

　本書を活用して、大学・短期大学で体験した様々な活動（授業や課外活動など）をじっくりと振

り返り、これらの体験を通して得た気づきから、自らのキャリアについて考えてみましょう。

　なお、本書は一般財団法人全国大学実務教育協会が認定する資格「実践キャリア実務士」の必修

科目「実践キャリア考」にも対応しています。この「実践キャリア実務士」についての詳細は、一

般財団法人全国大学実務教育協会のWeb サイト等でご確認ください。また、本書の教員用指導マニ

ュアルも用意しています。巻末に記載したお申し込み先をご覧の上、お申し込みください。

 編集委員代表　

 高崎経済大学副学長・教授　大宮　登

http://www.jikkyo.co.jp/download/ から「実践キャリア考」を検索し、ダウンロードしてください。

ワークシート・追加教材のダウンロード方法
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職業とキャリア1-1

■自分で生活を設計する時代
　なぜ、いま、キャリアを考えるのでしょうか。受験も終わって、大
学・短期大学にやっと入学したのに、いまなぜ、すぐに、キャリアにつ
いて考えなければならないのでしょうか。大学生・短期大学生になった
ら、自分で自由になる時間が持て、のんびりと過ごしたいと思っている
学生も多いかもしれません。短期大学生でも、2年間、ましてや大学生
は 4年間もあります。1年生の時ぐらいはのんびりと過ごしたいと思う
のは無理もないと思います。
　しかし、入学したての最初からキャリアを考えたほうがいいのです。
大学生の場合には、1年生のうちからこの 4年間をどのように過ごすの
かを考え、1年間の目標を定めて過ごしたほうがいいのです。4年間は
漠然と過ごしているとあっという間に終わります。卒業はしたものの何
を学んで、何を獲得したのかわからないまま社会に出ている人も決して
少なくないのです。短期大学生はもっと短い期間であっという間に終了
します。目的意識をしっかり持って過ごさないと就職も失敗します。
　ところで、大卒男性で、正規社員として定年の 60 歳まで働けば、生
涯賃金は約 3億円と試算されていることを知っていますか。正社員にな
れないまま非正規社員で働けば、どんなに頑張っても年収 200 万円稼ぐ
のはやっとで、それで 40 年間働いても生涯賃金は 8,000 万円です。一
般的には、コンビニや工場で働く非正規労働者は年齢が高くなると雇い
止めが起きます。なかなか働くところが見つかりにくくなります。だか
ら、低収入の人は非婚の割合が非常に高いなどという結果になります。
もちろん、人生カネだけが生きがいではありませんが、お金がなければ
生活が成り立ちません。多くの人は仕事について社会人としての役割を
果たし、その結果収入を得て、生きていくのです。どのように働くか
は、どのように生きるかに直結するのです。
　他方で私たちの社会は、就職が難しい就職氷河期、最初に勤めた職場
をすぐにやめてしまう早期離職、働く人のうち非正規雇用が 3人に一人
というフリーターの増加、若年失業者が約 1割などというような、厳し

1 なぜ、いま、キャリアを考えるのか
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第1章　職業とキャリア

１　

章

い就労環境があります。今の時代は会社が一生を保証してくれません。
自分で働く場所を選んで、働き方を考えていくことが必要なのです。そ
れがキャリアデザインを推し進めている理由なのです。
　さあ、今から 1年生の目標、2年生の目標、3年生の目標、4年生の
目標を考え、その目標に向かって歩みだしましょう。キャリアは歩んで
きた道のりです。歩んできた足跡が私たちのキャリアを形作り、これか
らの歩んでいく道筋を指し示すのです。そして、学生時代をどう過ごす
のかということの先に、社会人になって何をやるのか、どういう生活を
送るのか、30 歳くらいまで何を目指すのか、50 歳になった時の暮らし
をどう描くのか、なども視野に入れるようにして、人生設計をしてみま
しょう。

■キャリアデザインの背景
　日本でキャリアやキャリアデザインが注目されるようになったのはご
く最近のことです。いわゆるバブル崩壊後の 1990 年代以降、特に、
2000 年代に入ってからです。その背景には、グローバル経済などと呼
ばれる世界的な規模での市場競争社会の出現が、日本の社会や企業を揺
さぶり、終身雇用、年功序列賃金などを基盤とする日本的経営のあり方
が大きく転換したことにあります。
　グローバル経済は世界中を駆け巡ってビジネスを展開するグローバル
企業や金融資本に支えられています。安い土地、安い賃金、安い原材料
を求めて世界のどこにでも進出する企業。日本企業も中国、ベトナム、
タイ、インド、ブラジルなど、より安い生産地や大きな消費地を求めて
海外進出を展開しています。こうした世界全体を相手にした過剰な競争
社会の中で、日本では働き方や生き方を見失い、仕事をめぐる深刻な問
題が次々と出現しています。若年者の失業やフリーター化、早期離職や
ワーキングプア問題、ニートや引きこもりの増加、そして中高年者のリ
ストラや活動の場の喪失、過労死、精神疾患、自殺、ホームレス化など
の問題は、グローバル化と無関係ではないのです。
　現代は自分で生き方や働き方を考えるキャリアデザインの時代なので
す。私たちはどのような職場に就職し、どのようなキャリアを積むの
か。同じ職場で可能な限り働き続けることを選ぶのか、あるいは、何年
かの後に起業し転職することを選ぶのか、常に自己決定力が必要となり
ます。また、社会はグローバルな競争に対応できる付加価値の高い人材
とともに、地域を担う人材を求めています。仕事と家庭生活、それに地
域活動などのバランス（ワークライフバランス）の大切さも求められて
います。私たちはどのような働き方や生き方を選んでいくのでしょう
か。定年を迎える 60 歳まで、あるいはそのあとまで、キャリア形成に
関する問いは一生続くのです。
　自分の価値観を確立し、自分の強みと弱みをしっかりと把握して、自
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分の強みを磨きながら、これからの生き方や働き方を考え、より良い生
活設計をすること、それがキャリアデザインの基本といえます。

■キャリアの定義①

　ここでキャリアについて、基本的なことを学んでみましょう。キャリ
ア（Career）は、ラテン語の「Carrus」（馬車）または「Carraria」（車
の轍）を語源としています。キャリア（career）は「車が通った道」を
意味し、歩んできた道のり（実績）がキャリアなのです。車が走った後
に残る軌跡、これが「歩んできた人生」につながり、キャリア（career）
という意味になります②。自分がどのような人生を歩んできたのか（過
去）、そして、今、何をしているのか（現在）、そして、これからどのよ
うに生きていこうとしているのか（未来）、その過去・現在・未来を通
じる歩み・道のりがキャリアなのです。
　キャリア（career）の定義は、専門家によって異なります。ダグラ
ス・ホール（Hall,D.T.）は、キャリアは仕事を通して積み上げてきたプ
ロセスであり、仕事に関する経験の連続であると考えました。また、日
本のキャリア研究の第１人者、神戸大学の金井壽宏先生は、「長い目で
見た仕事生活のパターン」「長期的な仕事生活への意味づけ」というよ
うに仕事がポイントではあるが、キャリアは人生全体の問題であり、仕
事以外の生活も重要であることを指摘しています③。

■ライフキャリアとして考える
　金井壽宏先生やドナルド・Ｅ・スーパー（Donard E.Super）の考え
方を参考にして、ここでは、キャリアをライフキャリアとして考えま
す。ライフキャリアとはキャリアを仕事における問題だけに限定しない
で、人生全体の設計として考えようという立場です。ダグラス・ホール
のように、一般にキャリアは、職業紹介、職業適性の発見、仕事の能力
開発、人材育成や人材活用等の目的で、仕事中心に考えられてきまし
た。しかし、ライフキャリアの考え方では、仕事生活を基本にして、趣
味やレジャー、家庭生活やボランティア活動など、生活全体の設計とし
てキャリアデザインを考えます。
　ライフキャリアを提唱したスーパーは、キャリアは生涯にわたって発
達すると考え、生まれた時から死ぬまでのキャリアの発達段階を想定
し、キャリアステージを設定しました。図表 1-1 のように、人の一生を
「成長期→探索期→確立期→維持期→衰退期」の５つの段階に分けてキ
ャリア全体を示したのです。私たちは年齢とともに、徐々に力をなくし
て老いて死んでいくのではなく、様々な経験を積み重ねて成長し続けて
いくと考えるのです。そうすれば、キャリアは着実に発達していくので

2 ライフキャリアを基本にする
①キャリアの定義
ここに示したキャリアの定義
は、大宮登編著（2010）
『キャリアデザイン講座』の
第 1章と第 5章をもとに加
筆修正したものである。

②キャリアの意味（補足）
キャリアに関連する言葉の
carrier は、物を運ぶ人や荷
台を意味し、航空会社や電話
会社、細菌等の保菌者も
carrier といわれます。いず
れもモノを運ぶことに関連
し、キャリア（career）と
意味が近い言葉なのである。

③金井壽宏（2002）「働く
人のためのキャリアデザイ
ン」PHP出版より
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す。

　大学生・短期大学生の皆さんは、第 2ステージの「探索段階」にいま
す。子ども時代の成長段階を経て探索段階に入り、その後、社会人にな
って大人として社会生活を送るための最後のステージなのです。探索と
は、考え、学び、行動し、内省し、そしてまた学び続けることを意味し
ます。ボーと過ごしていては探索にはなりません。学生時代は目的を定
め、試行錯誤を繰り返すことが大事なのです。
　スーパーはまた、ライフキャリアの視点から、キャリア発達は職業を
含む様々な役割の組み合わせの結果実現するものであると考え、人生の
各段階における人生役割（ライフロール）を重視しました。実際に私た
ちは、「家庭」「地域社会」「教育機関」「職場」の現場で、いろいろな役
割を引き受けています。スーパーは、①子供、②学生、③余暇人、④市
民、⑤労働者、⑥配偶者、⑦家庭人、⑧親、⑨年金生活者、の９つの人
生役割を演じると考えました。
　確かに私たちは、人生の各段階に応じて複数のライフロールを同時に
演じます。親が生きている限り子供の役割が続きます。学生の皆さん
は、子供、学生、余暇人、市民の役割を担っています。アルバイトをす
れば、労働者の役割も担いますし、学生結婚をすれば、配偶者、家庭人
の役割も生じます。ライフロールは生活の在り方の変化に伴って変わっ
ていきます。
　ライフキャリアの考え方を取るということは、仕事だけを行えばいい
のではありません。仕事も含めて、趣味、家族役割、社会活動など、生
活全般にわたって成長し、学び続けることになります。結婚し、子供を
産めば、子育てに参加し、家庭人や親の役割を担いながら、市民として
活動すると同時に、職業人としての生活を送ることにもなります。まさ
に、独身生活とは異なって、ワークライフバランスをいかに保つことが
できるかが課題になります。ライフキャリアは、人間としての総合的な
成長や成熟を持続的に目指すことを意味するのです。

■ 図表 1-1　ドナルド・スーパー（Super,D.
E.）によるキャリアステージ（career stage）

ステージ 年齢

1 成長段階 ０～14歳

2 探索段階 15～24歳

3 試行期を経て確立段階へ 25～44歳

4 維持段階 45～64歳

5 下降段階 65歳以上
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■職務適応と職場適応
　ライフキャリアの考え方に立ったとしても、キャリアデザインにとっ
て、仕事は重要な要素です。仕事の意味や意義は色々あります。仕事は
生活を支える経済的基盤であり、仕事は知識や技術を覚えることによっ
て成長する機会であり、仕事は組織に所属することによって居場所を確
保する場であり、仕事は社内外から社会的な評価を受けて自尊心を満た
すものであり、そして、仕事は自己実現の道をも用意するものでありま
す。私たちは仕事をしなければ、社会の中で自立して生きることは難し
くなります。
　とても意味や意義が多い仕事ですが、私たちは大学・短期大学を卒業
して仕事に就きます。その際、私たちは二つのことを要求されます。職
務適応と職場適応の二つです。この二つの適応を果たさないと仕事を続
けていくことはできません。
　まず、職務適応です。職務適応とは簡単にいえば、仕事を覚えること
です。配属された職場の仕事を覚えて、毎日の仕事を行わなければなり
ません。銀行の窓口に配属されたら、電話応対や来客応対、預金や振
込、国債や為替などを扱う知識が必要になります。同じ銀行でも入金窓
口業務と融資窓口業務、あるいは秘書業務では職務内容が異なってきま
す。配属された職務の仕事を覚え、職務適応すること、これが職業人と
しての第１歩になります。
　次に、職場適応です。私たちが職業人となるためには、職場への適応
もとても大事なのです。職場適応とは職場の人間関係への適応です。職
場の人々に受け入れてもらえることと言ってもいいでしょう。仕事は一
人でするものではありません。職場の上司、先輩、同僚、部下などと、
協働して行うものです。分業による協業が仕事の基本です。一人ひとり
の個人が、それぞれの役割を担いながら、ともに協力して組織全体が動
いていくのが仕事なのです。
　仕事を覚えることと、職場の人間関係に受け入れてもらうこと、この
二つはどちらが重要なのでしょうか。答えは「どちらも同じくらい重
要」ですが、例えば、心理学者のアドラーは、「仕事の失敗の 9割は人
間関係の失敗に原因がある」などという格言を残しています。専門的な
仕事の知識や技術を覚えることは重要ですが、職場の人から愛されるこ
ともとても大事なのです。最近の人事担当者が、挨拶を含めた ｢コミュ
ニケーション能力｣ を採用の際の重要なポイントとしている理由は、最
近の若者が挨拶ができない人が多くなったことにも原因がありますが、
本来、仕事は職場適応ができて初めて始まることに起因しているので
す。

3 キャリアと仕事
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■信頼されるリーダーとは
　職場に慣れ、仕事も覚え、30 歳前後になると、チームリーダーにな
ります。組織によって、もっと早くなる場合と、公務員のように、40
歳くらいでやっとチームリーダーになる場合と色々ですが、ある年齢に
なると、必ず、リーダーとしての役割を期待されます。それでは、信頼
されるリーダーとは一体どのような人なのでしょうか。
　図表 1-2 は、アメリカで素晴らしいリーダーとして評価されている属
性です。それによると、リーダーは正直であり、前向きの姿勢があり、
一緒にいるとわくわくする人であり、有能な人です。この順位に関し
て、皆さんはどのように思いますか。成果主義や能力主義が原理であ
り、新自由主義が普及するアメリカ社会では、有能な人物がリーダーと
して評価されると考えられがちですが、１位は ｢正直な｣ 人です。仕事
をバリバリできることが一番ではなく、一緒に仕事をしても信頼できる
正直な人が最も愛されているのです。職場では、人としての総合力、人
間力が試されているのです。
　こうしたリーダーに成長していくためには、知識や技術を磨くことと
同時に、人間力を磨く必要があります。人間力を磨くためには何が必要
なのでしょうか。色々な方法があります。多くのビジネス書は、仕事力
や人間力を磨くための方法や考え方を示してくれています。先人の知恵
を学ぶことも大事です。

　ここでは、「他者と出会う」ことをお勧めします。私たちの社会は、
「個人化する社会」という言葉に象徴されるように、他者とあまりかか
わらないで、個人で生活できる社会になっています。コンビニエンスス
トアが日本中にできて、24 時間、買い物ができるようになりました。
インターネットや携帯電話が普及し、個人がそれらのツールを保有し、
世界中と情報交換することができるようになりました。スマートフォ
ン、SNS、ツイッター、ブログ、フェイスブックなどという機器やソフ
トが開発され、個人がインターネットでつながるようになりました。

■ 図表1-2　すばらしいリーダーの特性として頻度高くあげられた言葉

出所：金井壽宏（2005）『リーダーシップ入門』日経文庫 p102

1993年調査 1987年調査 2002年調査 日本サンプル

正直な（honest） 87% 83% 88% 67%

前向きの
（Forward-looking）

71% 62% 71% 83%

わくわくさせてくれる
（inspiring）

68% 58% 65% 51%

有能な（competent） 58% 67% 66% 61%



12

そして、もっとも、弱くなってしまったのが、他者との出会いであり、
対話なのです。生の人間との対話、会話が急速に減っています。｢他者
は自分を映す鏡｣ です。他者と出会って自分の特徴が見えてきます。年
齢の異なる大人と対話をすれば、生き方や考え方の違いがわかります。
なぜ、そんな風に考えるのか、生きるのか、話してみないと分かりませ
ん。正直に向きあわなければ、相手を信頼することはできません。人間
力を磨くために、多くの人と出会い、多くの人と対話することをお勧め
します。



13

第1章　職業とキャリア

　それでは実際にキャリアをデザインすることを考えてみましょう。ま
ず、PDCAサイクルでデザインすることを学び、その後、キャリアデ
ザインのポイントについて確認をします。

　学生生活を有意義に過ごすためにキャリアをデザインしましょう。計
画するときは色々な方法がありますが、ここでは最もオーソドックスな
方法として PDCA サイクルを紹介しましょう。① Plan →② Do →③
Check →④Action のサイクルです。
①Plan（計画）

　４年間（大学生の場合）もしくは 2年間（短期大学生の場合）の計画
を立ててみましょう。学生生活で何をやりたいのを明らかにしましょ
う。目標がないところに、効果的な行動も起きません。4年間もしくは
2年間の大きな目標や計画を練った後で、特に 1年間の計画をできるだ
け具体的に定めてみましょう。
　ライフキャリアの考え方に沿って、大学・短期大学の専門的な勉強、
クラブ活動やサークル活動、ボランティア活動などの社会活動、趣味や
特技を伸ばすこと、アルバイトや奨学金などの経済的な基盤づくりな
ど、より人生全般にかかわることを意識して、4年間（大学生）もしく
は 2年間（短期大学生）の目標を考えてみましょう。
　例えば、高校まで剣道を 12 年間も続けてきた人は、大学・短期大学
でも部活動として続けるのか、それとも、自分の趣味の領域として保つ
ためにサークルに入って楽しむのか、しばらくはまったく遠ざかるの
か、決めなければなりません。あるいは、英会話力を伸ばすために、サ
ークルに入るのか、留学を選ぶのか、語学学校に通うのかなど、どれか
を選ばなければなりません。
　年度計画、半年の計画、1ヶ月の計画などを立ててみましょう。
②Do（実行）

　計画に従って、実行します。毎日毎日の積み重ねが大事です。アスリ
ートは基礎練習の大事さを知っています。イチローや長友のように名選

1 PDCAサイクルでデザインする…計画性・合理性・予測性

キャリアを
デザインする1-2




