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高等学校普通科における職業教育についての検討

一インターンシップ拡大にみる高校普通科の特徴を通して一

丁　　岡　　哲　　朗

1　課題と研究の背景

1．1　課題の設定

　本稿は、高校における進路意識を高めるための学習の実施状況や、インターンシヅプを含んだ職

業体験的学習への認識に関わる調査結果の実証的な検討を通して、高校普通科における「進路のた

めの学習」が進学指導に部分化しているのではないかという仮説を検証し、あわせて、普通科の職

業教育観が専門学科とは比較的に狭いものであるかを検証する。特に、同じ教育段階である商業科、

工業科との比較、そして同じ普通科にあってもインターンシップ実施の有無別に比較する方法で検

討を進める。

1．2　研究の背景と視点

　1．2．1　米国におけるSTWの動向

　インターンシップは米国で生まれ、大学レベルではすでに100年の歴史を持つ。現在は高校・大

学ともにひろく実施されているのであるが、特に、高校教育段階においては1994年のSTWO法（1）

（学校から職業への機会法）立法化前後で大きくその意義付けに変化がもたらされている。つまり、

90年代以前はSTWの核となるWBL（2）（職業体験的学習）は特定の職業に結びつく職業教育のおま

けのように扱われてきたのであり、WBLがアカデミック能力向上や高等教育機関への進学準備と

して有効となる可能性は認められていなかったのである。しかし、90年代以降、WBLは、単なる

職業スキル取得の目的から、幅広く人格形成、産業社会の認知、アカデミックな科目の理解深化ま

でにその目的を拡げた。

　あわせて、米国はグローバルな市場において国家の未来における経済的成功上、特に、中等教育

後の継続学習の必要性の観点から、従来の若年者雇用における不安定さの解消のねらいも含めて、

労働力教育や、新しい知識・技術そして職業観への準備を発達させることが不可欠であることを認

識するとともに、今の高校がこれらの変化に対応していないことを実感した。その結果、高校生に

3つのC（カレッジ、キャリア、シチズンシップ）を準備させるための手段としてSTWを導入し、

全ての高校生にWBLの機会を保証した（3）。つまり、職業体験を含む職業専門的学習とアカデミック

な学習とを統合する学習（Integrated　Learning）を推進することで、進学準備トラックの生徒に

も、アカデミックな科目の履修だけでなく、現実社会に適応するための知識を、また職業トラック

一　163　一



福　岡　哲　朗

の生徒にも、よりアカデミックな素養を身につけさせようとすることをねらいとしている。

　この時点で、米国はSTWO法のもと、トラッキングの概念を捨てたのであるし、あわせて高校生

が「大人」になるための自立への方策としてのWBLに注目したのである。

　1．2．2　日本の高校におけるインターンシップの位置づけ

　90年代後半までの日本においては、一部、大学工学部や職業専門高校において伝統的に取り組

まれてきた経緯はあるが、インターンシップが普及していなかった。その理由として、米国と日本

の雇用習慣や国民的なメンタリティの差異を指摘することができる。例えば、福地（1995）は、

「雇用習慣に関して、米国では日本企業のようなOJT重視を背景とする新規一括採用というような

慣行はなく、新卒採用期間が分散していることがあげられ、また、自立を前提とした家族環境、学

校やボランティアで創造性を育てる自主的教育が充実していることもその理由であろう」と論じて

いる（福地1995，pp．256－8）。

　しかし、日本においても、経済のグローバル化は急ピッチで進行しており、人材市場を取り巻く

環境も米国に近づいている。周知の通り、90年代はバブル崩壊の帰結として、日本的経営の見直

しと長期的な経済不況により雇用システムは更に変貌を遂げた。これまで、学校から職業への移行

においてOECD諸国の中でも優良な国のひとつであった日本でも、例えば、平成13年9月末にお

ける来春卒業予定の高校生の就職内定率は37．0％であり（厚生労働省調査）、高卒就業の環境は、

悪化の一途である。これまでの日本の雇用制度の特徴であった新卒一括採用を支える「終身雇用制」

は高度成長を前提としなければ、成り立たなかったのである。あわせて、若年者の離職率、中途就

業の増加、職業観の変貌など、日本における若年者の社会への移行の課題について多方面からの警

鐘がある。例えば、吉本（1998）は、「高等学校在学中に、職業や職場に実際に接し、働くことの

意味を考える経験に乏しいことや、企業の「リストラ」が若年者の職業生活に対する認識や価値観

が変化させてきたことなどが要因である」（吉本1998，p．ll）と指摘する。

　こうした中、高校生から社会人（大人）への移行過程を円滑化することが重要であるという見方

が広がり、その有効な手段として、米国のインターンシップが文部科学省を中心とする行政が先導

する形で高校において推進されている。平成10年7月の「理科教育および産業教育審議会答申」

を受け、平成10年10月に「高校生のインターンシップ推進のための関係省庁連絡会議」が設置さ

れ、関係省庁が連携して推進する体制も構築された。また、中央教育審議会等で論じられた青少年

の社会的な体験の不足とそれにひきつづく主体的な進路選択能力の育成の観点から、平成11年3

月に告示された新高等学校学習指導要領においても、就業体験機会の確保について「第1章　総則」

「第3章　専門教育に関する各教科」「第4章　特別活動」において多岐に記載しており、これら文

部科学省を中心とする行政の後押しにより、高校での実施率は、平成12年度において31．9％まで

拡大している。

　高校段階のインターンシップには、中小企業庁が推進する「ものづくり力」強化のために工業高

校生の製造業インターンシップに的を絞った推進策などもあるが、むしろ日本の高校において90
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年代後半以降、インターンシップが輸入される主要因は、ミスマッチによる離職や職業観の不足に

よるフリーターを減ずる事がねらいである。ただし、文部科学省や労働省が推進において「青田買

い」への危惧を表しているように、米国のWBL導入ねらいの一つである直接的な雇用効果を念頭

に置くものではない。

　また、あわせて高校生の社会体験不足を補い、アイデンティティの確立やコミュニケーション能

力を高めることも主要因の一つであり、つまり、「大人」への移行効果にも着目して輸入されてい

るのではないだろうか。

　しかし、高校学科別に現状の文部科学省の推進策や学科別の実施状況をみると、まず、平成11

年9月の「教育改革プログラム」において「専門高校の生徒は全員、普通科、総合学科の生徒もで

きる限り多くの生徒がインターンシヅプを経験することを目標として推進を図る」と記してあり、

文部科学省の普通科実施に対する消極性を示しているように読みとれる。次に、平成12年度の’イ

ンターンシップ実施率をみても、商業科・工業科では6割、普通科は1割（文部科学省職業教育課

調査結果）と、その差は歴然であり、多くの普通高校にとってインターンシップは現実味のない現

状である。

　一方、受け入れ事業所である企業側には、一部、積極的な受け入れを表明する企業もあるが、

「青田買い」への配慮や、米国に比べ税制上の優遇措置などが無いなど、実施メリットが見えにく

くなっており、また、これまで若年者の人材育成において高校と企業間に活発な連携がなかったこ

となどから、多くの企業において導入機運は学校側ほどには高まっていない現状にある。

2　本稿の枠組みと方法

　そこで本稿では、特に他と比較的にインターンシップ実施率が低い高校普通科に焦点をあてるこ

とにより、①普通科教職員のインターンシップを含んだ職業体験的学習への否定的態度の有無、②

普通科における職業体験的学習導入と専門教育への代替性の関連、③高校から大学等への接続にお

ける普通科と専門学科の課題をみたい。そのためには、a）普通科と商業科・工業科等の専門学科

とのインターンシップの教育効果観や進路意識向上のための学習実態の比較と、b）普通科におけ

るインターンシヅプ実施有無の規定要因、c＞インターンシップ〈実施中〉の普通高校のインセン

ティブ、d）〈実施しない〉普通高校の推進上の障害と推進条件、　e）〈実施しない〉普通高校にお

ける進路意識向上のための学習実態、f）「高校インターンシップ否定派」の普通高校および「イ

ンターンシップ自体否定派」の普通高校の進路特性を明らかにすることが必要である。

　本稿の分析は、文部科学省の調査報告および2000年10月から12月にかけて高校・大学インター

ンシップ研究会（吉本圭一代表）が実施した全国高校教職員を対象とした調査デーダ4）（回収数

433）の自由記述欄をも含めた結果分析を行う。

　なお、本稿の分析は、高校・大学インターンシップ研究会調査報告書「高校・大学・企業におけ

るインターンシップの展開と課題」（5）に拠るものであり、報告書の分析を発展させ、加筆修正を加
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えたものである。また、企業側の受け入れに関わる諸問題や企業文化については、今後この研究を

進める上での課題としたい。

3　職業専門学科と高校普通科のインターンシップによる教育的効果への期待度の比較

　90年代後半より、大学とともに高校段階においてもインターンシップの実施は拡大している。

特に、商業科、工業科では等比級数的な伸びを示している（文部科学省職業教育課調査）。しかし、

普通科では、拡大はしているものの商業科、工業科に比べ実施率は低いままである。その主要因の

一つとして、本節では、普通科におけるインターンシップの教育効果観を取り上げよう。

　図表1から、普通科のイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図表1　　高校学科別で有意差がある凶冷効塁項且
ターンシップ実施に向けての

教育効果面でのインセンティ

ブが低いことが明らかになっ

た。勿論、商業科・工業科に

比べ高卒就業率が低く、専門

教科を実施していない普通科

は、「専門科目での学力向上」

効果や「企業等の実態に対す
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊p〈Ol（Turkey－b多重比較検定）
る理解を深める」効果、「就　　　注1）図表中の数値は、「ヵ、なり期待できる」。3，fある程度期待できる」．2，

職先を見つける手助け」の効　　　　　「それほど期待できない」ニ1，「まったく期待できないj＝oとし・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その平均値を算出し、商業科平均値からの差を示した。
果への期待が低い。しかし、　　注2）学科不明の回答は除いた。

進路実績や専門教科の実施の

有無とは別次元で、「学校での学習を学外で応用する」ことへの期待や、「欠席・遅刻の減少」「責

任感・自尊心等の修得」「チーム・ワークなどの社会的スキル修得」効果などのインターンシップ

実施による人格形成的期待も一部の普通科で低い。

　次に、普通科と商業科・工業科で展開されている「進路意識を高めるための学習」の実施状況を

見てみよう。普通科では「進学のための実力をつけさせる学習（94．6％）」の実施割合が最も高い。

つづいて「普通教科やアカデミックな理論の学習（65．5％）」、「大学・専門学校との連携を通した

学習（24，0％）」など、主に進学を直接的に意図した内容の実施率が高い。一・方で、インターン

シップの実施率は他の学習形態に比べ最も低い。同様に「企業人等の外部講師による授業

（28．9％）」や「将来の職業に即した学習（26．9％）」、「学習としての職場見学（26．5％）」など職

業社会を意識させる取り組みも低い。「現実の課題に即した学習（41．1％）」により、普通教育が

いかに社会において役立つのかを知る機会の提供、「課題研究（25．0％）」など他の教科活動から

の応用的な内容の実施も商業科、工業科に比べ低調であることが特徴となっている。（図表2）。あ

わせて、普通科の特徴で注目される点は、学外リソースの利用の点では、「学校近隣での奉仕活動」
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の実施率（61．4％）が他の学習形態に比べ最も高いことである。

図表2　進路意識を高めるためのカリキュラムや学習形態の実施率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（o／o）

学習・方法 普通科 商業科 工業科

進学のための実力をつけさせる学習 94．6 79．1 76．8

普通教科やアカデミックな理論の学習 65．5 37．3 29．5

専攻分野や授業の自由な選択 64．1 70．2 62．7

学校の近隣での奉仕活動 61．4 67．0 68．8

現実の課題に即した学習 41．1 56．9 64．8

企業人等の外部講師による授業

l間関係・コミュニケーション能力

28．9

Q7．4

69．9

S8．7

75．9

Q0．2

将来の職業に即した学習 26．9 88．7 80．7

学習としての職場見学 26．5 619 94．6

課題研究・卒業論文・卒業研究 25．0 922 982
大学・専門学校との連携を通した学習 24．0 15．7 81

｝

在学中の就業体験（インターンシップ） 111 64．7 68．8

注）学科不明、無回答を除いた。

　普通科では、大学等との入学試験を媒介とした接続手法は商業科、工業科に比べ発達している。

他方、商業科・工業科においては、袋小路にならないための大学等への進学経路を強化することが

課題とされている。これに対して、進学後の職業社会への移行の展望を持たせることが、工業科、

商業科では重要な課題となっているが、普通科はそうではない。

　ただし、一枚岩で普通科、商業科、工業科それぞれを論ずることへの注意が必要である。普通科

の約12％はインターンシップを実施しており、また、本調査において約24％の普通科は今後イン

ターンシップを検討する事実があることや、先行研究においては、工業科・商業科においても大学

等とのi接続において専門教育を先取りすることでの進学後の専門学習へのモチベーションを向上さ

せ、普通教科の学習不足を補う効果があるなどのメリットがあることの実証もある。

4　インターンシップの実施有無別に見た普通科の特徴

　そこで、次に高校普通科をインターンシップの実施有無別に分け、①諸属性、②インターンシッ

プによる教育効果への期待、③計画・推進上の課題、④進路学習の実態、⑤広くインターンシップ

を含めた職業体験的学習についての認識の比較分析を行い、それぞれの差異を明らかにすることで、

普通科におけるインターンシップの実施有無の規定要因を検討する。また、⑥〈実施しない〉普通

高校の中でも、特に、「高校インターンシップ否定派」の特徴を明らかにすることを試みることで、

高校インターンシップを材料に一部の普通科教職員に潜在する職業教育観を検討しよう。
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4．1　　普通科のインターンシップ実施有無の規定要因

　4．1．1　学校規模とインターンシップの実施

普通高校におけるインターンシップ実施の有無を

学校規模と進路特性という属性から見ておきたい。

各高校の学校規模や進路状況とインターンシップ実

施にどのような関連があるのか。

　調査に回答した普通高校の各生徒数とインターン

シップの実施有無についてみると、図表3のように

インターンシップを〈実施中〉一〈検討・計画

中〉一〈実施しない〉の普通高校順に卒業者数が多

くなっており、学校規模とインターンシップの実施

有無間に相関がある。

　関連して、受け入れ企業開拓の困難性をあげる以

下の自由回答があり、大規模普通高校の未実施理由

の一つとなっている。

図表3　卒業者数別に見た実施状況効果項目
　　　　　　　　　（2000年4月現在）

（人）

350

300

250

200

150

100

50

　0

囚卒業者数

〈実施中〉　〈計画・検討中〉〈実施しない〉

注）無回答を除いた平均値

「この地域には大企業がなく又生徒が目指すような仕事は極めて少なく、現在生徒数1学年

400名（10クラス）という大人数では全体的に実施することは不可能に近い状況である。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈実施しない〉普通高校・進路指導部長）

4．1。2　進路実績とインターンシップの実施

図表4は2000年3月卒業者の同年4月時点での進路特性である。

　インターンシップ〈実施中〉の

普通高校の特徴として専門学校進

学者数、就職者数の割合が他に比

して高い。インターンシップを

〈実施しない〉普通高校は、大学・

短大進学者が6割以上を占め、浪

人の割合も多くなっている。〈計

画・検討中〉の普通高校はいずれ

の項目においてもその中間に位置

する。よって、進路特性もイン

ターンシップの実施に相関がある。

　この点に関して、自由回答からも

図表4　進路特性別に見た実施状況
　　　　　　（2000年4月現在） （o／o）

インターンシップを・ ●　　　　o　　　　●

進路状況
①実施中

②計画・

@討中
③実施

ｵない
大学・短大等進学者割合 32．2 438 61．3

専門学校等進学者割合 276 245 14．6

浪人割合 54 96 142
就職者数割合 307 190 103
無業者数割合 67 4．8 45

注D無回答を除いた

注2）設問によりNが異なるため計は100％にならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　1進学校」でのインターンシップの必要性認識が低いこと、つ

まり、進学希望者に職業体験的学習は不要であるとする認識が未実施理由の一つとなっているが浮
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かび上がる。

「本校では就職希望の生徒はほとんどいないので、会社関係の実情を知らせる必要性はあまり

ありません。進路を考える上でのことなら必要かもしれませんが、実際の進路指導（大学・短

大・専門学校）に追われているのが現状です。（女子校というのも関係していると思われます。

職業意識は低い。）」　　　　　　　　　　　　　　　　（〈実施しない〉普通高校・進路指導部）

　4．1．3　インターンシップ〈実施中〉の普通高校におけるインセンティブ

　次に、実施へのインセンティブとして「インターンシップ実施により期待される諸効果」に着目

し、インターンシップの実施有無別にその認識の差異を分析しよう。

　インターンシップ実施により生徒に対して期待できる教育効果として用意した13項目中、3項

目において〈実施中〉一〈実施しない〉普通高校問に有意な差が生じており、いずれもく実施中〉

普通高校の期待がよりも高い（図表5）（6）。

図表5　〈実施中〉・〈実施しない〉普通高校間で有意差がある教育効果項目

＊＊　企業実態の理解　’

　＊　職業適性を知る

＊　学外で授業の応用

一◎一〈実施中〉
　　　　　　　　　　　　　　　　一一2；一1・一一一　一一　一i（　）一一2一．6一一一
一×一〈実施しない〉

　　　　　　　，玄縮7；冊

　　o
全く期待できない←

1　　　　　　　　　　2

【0～3までの4段階評価】
　　　　　3
→かなり期待できる

注）「＊」「＊＊」は、グループ間での期待差がそれぞれ5％、1％水準で有意な項目（t検定）

　「企業実態の理解」「職業適性を知る」の2項目で有意な差を生じていることから、同じ普通科

においても職業社会に生徒を触れさせることに対する意欲の差が実施の有無につながっているので

はないだろうか。また、〈実施しない〉普通高校は、通常の普通科目授業と　「学外で授業の応用」

ができる場としての・インターンシップとを統合する意識が薄い、もしくは意志がないものと理解で

きる。

　次に、実施により期待される学校改善効果への期待度の差異を見てみよう。〈実施中〉一〈実施

しない〉普通高校間に有意な差が生じている項目であり、全13項目中2項目であった（7）。いずれも

く実施中〉の普通高校の期待がより高い（図表6）。図表4の結果とあわせて考察すると、〈実施中〉

の普通高校は、インターンシップを通して、上記教育効果の「企業実態の理解」や「職業適性を知

る」ことにより、「職業意識の形成」を達成しようとする意識が、〈実施しない〉普通高校に比べて
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高い。また、「学校では提供できない教育」を実現することで、多様なカリキュラム提供が可能に

なることを〈実施しない〉普通高校よりも期待していることもわかる。

図表6　〈実施中〉・〈実施しない〉普通高校間で有意差がある学校改善効果項目

＊＊　学校では提供できない教育

　　　　＊＊　職業意識の形成

　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　全く期待できない←

　　　注）図表5に準ずる

十〈実施中〉
黷w一〈実施しない〉

』　一

　　　　1

奄P禽1
r’

1　　　　　　　　　　　2

【0～3までの4段階評価】
　　　　　3
→かなり期待できる

4．2　〈実施しない〉普通高校におけるインターンシップ推進上の障害と推進条件

　4．2．1インターンシップ計画上における〈実施しない〉普通高校教職員の危惧

　〈実施中〉一〈実施しない〉普通高校の教職員間におけるインターンシップを計画する際の対生

徒、対カリキュラム編成、対企業、対保険等についての困難さや煩雑さの捉え方の差異を見ていこ

う。

図表7　〈実施中〉・〈実施しない〉普通高校間で有意差がある計画上の問題点

　　　無報酬だと参加生徒が少ない

　保険の手続きやコスト負担が大変

　　　　　対応科目の用意が大変

ライバル社との扱いを公平にする苦労

1週間程度だとアレンジするのが困難

　　必修科目としてのアレンジ困難

　　　　　　　　事前指導が煩雑

XqN 　　　　　　＋〈雲施中＞

　一〇．8　一〇．6　一〇．4　一〇．2　O　O．2　O．4
（一）問題にならない←　　　　【一1から＋1までの3段階評価】

O．6　O．8
→問題になる（＋）

注）図表5に準ずる

　図表7は、インターンシップ計画上で考え得る14項目の障害の内、〈実施〉一〈実施しない〉普

通高校間に有意な差がある7項目を示している（8）。いずれの項目においてもく実施しない〉普通高

校は〈実施中〉の普通高校に比して問題になるとしており、対生徒への「事前指導の煩雑」さや

「無報酬だと参加生徒が少ない」ことなどの対生徒へ向けた困難iや、カリキュラム編成上における
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「対応科目の用意が大変」さ、「必修科目としてアレンジするのが困難」、「1週間程度だとアレンジ

するのが困難」、そして「保険手続きやコスト負担が大変」なことなど、障害の側面が多岐に渡っ

ている。

　裏返すと、〈実施しない〉普通高校は、〈実施中〉の普通高校よりも実務レベルにおけるハードル

を高く設定しており、いざ実施してみると、想像しているほどには困難iではないと認識するにいた

るのではないだろうか。

　関連して、これまで企業等との連携の実績が少ない普通高校において、実施へのハードルを超え

るための、「高等学校コンソーシアム京都」（9）に見られるような幅広く高校と企業、行政のパート

ナーシップをはかる諸団体の充実が望まれている。以下の自由記述が示している。

「高校生のインターンシップは必要と考えるが本校の近くには企業が少ないのが現状である。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈検討中〉の普通高校・教頭）

　4．2．2　〈実施しない〉普通高校を推進させるための条件

　推進条件として最も重視する内容は、〈実施中〉一〈実施しない〉普通高校問で共通して「公的

な仲介機関」の充実を重視する割合が高いが、〈実施しない〉普通高校の特徴として、「文部省から

の法的な枠組み、指導」の割合が次いで高くなっている　（福岡2001）。つまり、実施拡大に向けて

はく実施しない〉普通高校への行政からの働きかけも重要であることを示している。

　関連して、自由記述欄には以下の意見もあった。

「兵庫県では全公立申学校で1週間の職場体験（トライやるウィーク）を実施している。知事

の強力な後押しなどがあった。普通科高校でも、長期実施したいが、大学進学のための授業の

遅れが問題だ。全公立高で実施することなどに対する国の後押しがないと無理だろう。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈実施しない〉普通高校・教頭）

「インターンシップの主旨は分かるが実際にやるとなると問題は多い。まずは環境を整えるこ

とを考えるべきだと思う。こういう調査は続けられて行政が積極的に動き出すのに期待しま

す。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈実施しない〉普通高校・進路指導部）

　また、〈実施中〉高校のなかには、行政のリーダーシップについて米国の制度の参考を薦める意

見もあった。

「企業と学校の連携、企業がどれだけ主旨に理解を示してくれるか？法制化なども考えるべき。

アメリカで導入しているschoo1－to－workなどの導入を考えてはどうか？文部省の主導で。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈実施中〉の普通高校・進路指導部）
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4．3　インターンシップを〈実施しない〉普通高校における「進路意識を高めるための学習」の

　　　　特徴

　インターンシヅプを〈実施しない〉普通高校が、他に「進路意識を高めるための学習」として

行っている学習形態や、〈実施しない〉普通高校の中でも、高校インターンシップ自体を否定する

グループの特徴を明らかにしよう。

　4．3．1　インターンシップを〈実施しない〉普通高校の進路学習

　インターンシップを〈実施しない〉普通高校の91．6％は、「進学のための実力をつけさせる学習」

を行っているのではあるが、インターンシップ〈実施中〉の普通高校に比して、「普通教科やアカ

デミックな理論の学習」の内容を進路ガイダンスとして意識し、行っている割合が低い。例えば、

社会においてその学習内容が如何に役立っているのかを示すような内容となっている割合が低いこ

とも考えられる（図表8）。

　また、職業社会

を知るための「将　図表8　進路意識を高めるためのカリキュラムや学習形態の実施率（普通科）

来の職業に即した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

学習」や「学習と

しての職場見学」

などの実施率が低

くなっている。他

の項目についても

く実施中〉の普通

高校に比べてすべ

て低い実施率であ

る。

　特に、「学校近

隣でのボランティ

ア活動」において

は、〈実施中〉の普通高校は〈実施しない〉普通高校よりも3　7．1％ポイント高く、さらに商業科

（67．0％）、工業科（68．8％）よりも高い割合で実施している。あわせて「学習としての職場見学」

の実施率もインターンシップ〈実施中〉普通高校の実施率（57。9％）は、商業科の平均実施率

（61．9％）と大差はない（図表2）。進路意識向上のための位置づけとして「ボランティア活動」

などの実施率も低い。

インターンシップを…・

学習・方法
〈実施中〉

〈計画・

ｫ・中〉

〈実施しな

@い〉
進学のための実力をつけさせる学習 94．7 91．1 91．6

専攻分野や授業の自由な選択 68．4 64．4 58．8

普通教科やアカデミックな理論の学習 73．7 64．4 55．5

学校の近隣でのボランティア活動 84．2 778 47．1

現実の課題に即した学習 52．6 48．9 31．9

企業人等の外部講師による授業 42．1 31．1 23．5

課題研究・卒業論文・卒業研究 26．3 20．0 23．5

将来の職業に即した学習 52．6 267 202
大学・専門学校との連携を通した学習 263 24．4 19．3

学習としての職場見学 57．9 31．1 16．8

人間関係・コミュニケーション能力 36．8 37．8 16．0

4．3．2　インターンシップを〈実施しない〉普通高校の職業体験的学習観

では、「進学のための実力をつけさせる学習」に特化した、インターンシップを〈実施しない〉

一　172　一



普通高校における職業社

会を知るなどの職業教育

的な要素の導入可能性に

ついて検討してみよう。

【生徒に体験させたくな

い職業体験学習】の設問

回答結果（図表9）にお

いて、今後もインターン

シップを〈実施しない〉

普通高校の結果に着目す

ると、インターンシップ

を〈実施しない〉普通高

高等学校普通科における職業教育についての検討

図表9　普通科の実施有無別にみた生徒に体験させたくない

　　　　職業体験学習

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（普通科）　　　（％）

インターンシップを・…

職業体験学習
〈実施中〉

〈計画・

｢
〈実施しな

@い〉

会社経営者等の出前授業 5．3　　　　　　　　2、2　　　　　　　14．3

職場見学 0．0　　　　　　　　0．0　　　　　　　　3．4

アルバイト 78．9　　　　　　　68．9　　　　　　　　79．0

短期、無報酬インターンシップ 0．0　　　　　　　　　6．7　　　　　　　　21．0

長期、無報酬インターンシップ 63．2　　　　　　　62．2　　　　　　　59．7

有報酬インターンシップ 94．7　　　　　　　86　7　　　　　　　82．4

N 19　　　　　44　　　　116

注）多重回答

校の21％は、高校生インターンシップとして典型的な「短期、無報酬インターンシップ」を生徒

に体験させたくない否定派である。「企業経営者等の出前授業」についても、〈実施中〉の普通高校

に比べ否定的傾向が9％ポイント高い。これは外部の者が校内で授業を行うことに対して、〈実施

しない〉普通高校に排他的な傾向がより強いことを示しているのではないか。しかしながら、「職

場見学」を否定している割合は〈実施しない〉普通高校においても3．4％と低い。しかしながら、

「企業経営者等の出前授業」や「短期・無報酬インターンシップ」を生徒に体験させたくないと考

えている〈実施しない〉普通高校が2割前後にとどまっていることを裏返せば、8割弱の普通高校

は職業教育的要素を導入することに否定的でないことになる。

　インターンシップ等を実施する時間・労力があるならば、それを受験準備対策の訓練にあてるこ

とを優先する高校や、日々の受験指導に追われ、インターンシップを検討するための知識を得る余

裕のない高校があることも要因の一つである。例えば、以下の様な自由記述がそのことを如実に示

している。

「週5日制完全実施、総合的学習の時間の導入など、進学のための勉強にしのぎをけずってい

る中、インターンシヅプなどを実施するだけの時間的ゆとりなどない。そのようなことをして

いては国公立大入試の「5教科7科目」などできるわけがない。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈実施しない〉普通高校・教務）

「本校では、インターンシップについては現在考えておりません。インターンシップのあり方

についてはよくわかりません。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〈実施しない〉普通高校・進路指導部）

4．4　普通科における「高校インターンシップ否定派」の特徴

では、図表9でみた〈実施しない〉普通高校の中で「短期、無報酬インターンシップ」 自体を否
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定している21％のグループをさらに詳細

にみていこう（図表10）。

　この21％のグループの2000年3月平

均卒業者数は308．9人であり、〈実施しな

い〉普通高校群における平均値316．4人

（図表3）をわずかに7．5人下回る。同様

に、このグループの進路特性も、大学・短

大進学率でみても66。2％であり、やや全

〈実施しない〉普通高校平均よりも4．9％

ポイント高くはなっているが、その差は小

さく、このグループが〈実施しない〉普通

高校群の中でも特に進学率の高いグループ

として位置づけることはできない（図表10）。

図表10　インターンシップ否定グループの

　　　　進路特性

　　（2000年4月現在）　　　　　　　　　（％）

進路状況
インターンシップを・…

〈実施しない〉＆〈否定〉

大学・短大等進学者割合 66．2

専門学校累進学者割合 12．1

浪人割合 15．5

就職者数割合 8．2

無業者数割合 2．0

N 23

注D無回答を除く。

注2）設問によりNが異なるため計は1000／oにならない。

　つまり、図表3および図表4でインターンシップの実施有無と単年度平均卒業者数および大学・

短大進学率との間に相関を見たが、〈実施しない〉普通高校群の中では、高校インターンシップ自

体への否定・肯定と卒業者数および大学・短大進学率との相関はなく、単純に高校教育段階におけ

る職業教育の否定派であるとみることもできよう。高校インターンシップ自体への否定はこの2つ

の変数以外の要因により規定されるのである。

　つまり、〈実施しない〉普通高校が他の職業体験的学習においても実施率が低いことを考えると、

そもそも職業体験的要素が高校普通科に必要であるのかという議論に戻っていくのである。

　この21％のグループにさらに着目すると、卒業生が大学在学中に「短期、無報酬インターン

シップ」を体験することについては、このグループの4割は賛成しており、これを教育段階の問題

であったと解釈することもできるが、1／3は引き続き否定しており、インターンシップ自体を否定

する普通高校が一定数存在することも明らかになった（福岡2001）。

5　結論と考察

5．1　普通科のインターンシップ観と職業教育観

　本稿での高校インターンシップに関わる調査結果の検討の結果、高校普通科の特徴として、商業

科・工業科に比べ、広くインターンシップをも含んだ職業体験的学習の効果への評価が低いため、

進路学習としての実施率も低く、かわりに大学等への入学試験を介した接続の手法が発達している

ことが明らかである。この傾向は、普通科の6割を占め、在籍者数が多く、大学等への進学率が高

い「インターンシップを〈実施しない〉普通高校」に強い。しかしながら、普通科の約8割は、イ

ンターンシップの教育的意義を否定してはいない（図表9）ことが重要な知見であり、未実施の主

要因は、進学校における多様な制約や実情により、実施できないことにあろう。

一　174　一



高等学校普通科における職業教育についての検討

　この職業体験的学習導入の是非の問題は、新しい学習指導要領の根幹になっている「新しい学力

観」「生きる力」「ゆとり」の教育と、この教育行政の動向に一部の数学や教育学等の研究者から危

惧されている「学力低下論」間の議論に通ずるのではないだろうか（10）。つまり、普通科生徒に修得

させるべき基礎・基本に着目した場合に、これからのミニマム・プラットホームとしての普通高校

のあり方として、それは従来の主要受験科目に特化した一元的な評価基準に基づく教育であるのか、

それとも受験学習の時間をある程度犠牲にしても学外のリソースを利用し、社会を少し早く知るた

めの体験的学習を取り入れることにあるのかという議論に結びつくのではないだろうか。

5．2．普通科における職業体験的学習と高校の2つの目的

　インターンシップはWBL（職業体験的学習）の一部である。その認識にもどれば、ことさらイ

ンターンシップのみの拡大に着目する意義も薄まる。むしろ、日本の高校教育段階における職業社

会を知るWBLの実施状況や実施可能性について確認することがより重要であろう。つまり90年代

後半以降のインターンシップ拡大は、学校教育法第41条で規定された2つの目的を継続もしくは

廃棄を含めた再検討のための枠組みを提供したのではないだろうか。インターンシップを含めた

WBLの導入を通して、これまで学校教育法における高校教育の2つの目的や、学校における系統

的な学習と体験的な学習の組み合わせを達成できず、日本の3／4を占めるにいたった普通高校に法

制定時の教育理念を再考させる契機になるqD。

　高校教育のこの2つの目的を前提とするならば、インターンシップ等のWBLの専門教育への代

替可能性について今後議論が必要であり、同時に、日本の全高校生へWBLが保証される必要性の

有無についても今後の議論が必要であろう。

　また、インターンシップを〈実施中〉の普通高校における奉仕活動の実施率が、商業科、工業科

よりも高く、今後、普通科においては、むしろ職業的要素の少ない学外リソースの利用に傾いてい

く可能性もある。この点についての良否の議論もあわせて必要になるであろう。

5．3．高校から大学等への接続から見た普通科の入試準備偏重の進路学習と専門高校の袋小路性

　単に、大学入学準備の側面を取ってみても、新世紀となり、大学のユニバーサル化が加速する中、

無試験に近い形で誰もが大学へ入学できる時代が近づいているならば、市民社会からの教育内容の

要求は高校の普通科・専門学科ともに変貌するであろう。大学等への進学面でも、高校の普通科・

専門学科のあり方が各学校内外部から見直される好機が到来している。専門高校においては、就職

指導のみが重視され、進学への袋小路性の課題が発生している問題がある。普通科、特にインター

ンシップ等のWBL的要素の少ない普通科においては、高・大接続のための入試準備に偏った、特

定の受験主要科目の指導に重点をおく教育活動が展開され続けている。その結果、生徒の進路意識

未成熟に由来する進学先の大学とのミスマッチや、受験勉強へのモチベーション自体の低下の問題

も指摘されている。近年、これらの対策として高大連携の諸行事を通じた進路学習としての取り組

みを通して、生徒の進学先の大学とのミスマッチや、受験勉強へのモチベーションを高める戦略が
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成果を表し、脚光を浴びる普通高校もある。しかし、そこに将来の職業を自覚的に意識させる強固

な仕組みがない場合には、従来の偏差値による輪切り的進路指導からの脱却策という機能しか持た

ず、往々にして大学の学部ガイダンスに終始する。その場合には高大連携システムの評価は慎重に

あるべきである。

　他方、専門高校側への対応として、進学準備の取り組み不足を解消するためにも大学等における

専門高校特別推薦枠やリメディアル教育などの取り組みがなされ、専門高校においても進学コース

の設置や進学補習の実施などが進んでいる。しかしながら、接続手法としての従来の普通科的進学

対策手法の導入に過ぎない。つまり、普通科を基準とし、時間量の少なさを補う発想であり、問題

である。例えば、専門教育における高校から大学への連続性や、青年期の早い段階で専門教育に触

れるメリットを生かし、進学後の専門教育学習への動機付けの向上や、専門教育における既履修内

容の重複回避などの大学等への接続手法が具体策としてある。

　真の長いスパンでの進路指導とは、生徒一人一人に各自のライフ・コースを意識させることにあ

る。そうであるとすれば、インターンシップは高校という時点において高校生に社会への帰属感を

与え、将来「大人」、つまり「自立した市民」に移行するために自覚されるべき権利と責任を伝え

る方策として位置づけることができる。その可能性の追求を通して、高校教育における2つの目的

を検討する時期に来たのではないか。

〈注〉

（1）米国におけるアカデミック学習と職業教育との統合的学習の展開は、まず、デューイ

　　（1916）が統合学習の理念を提言したことから始まる。しかし、デューイの提言は当時の政

　　策に対して影響を及ぼさなかった。翌年、1917年にスミス・ヒューズ（Smith　Huges）法

　　が成立した。これは職業につくためのスキル確立という狭い意味での職業教育コンセプトの

　　確立を示すものであった。その後、アカデミック・トラックの生徒は進学準備を、職業教育

　　　トラヅクの生徒はもっぱら職業準備を行う状況が続いた。大きな変化は1990年に起きた。

　　情報技術の進展により、職業教育コースにもアカデミック・スキルや知識が必要となったた

　　め、パーキンス（Parkins）職業教育法改定に見られるように職業教育と普通教育を統合す

　　る政策へと変化した。1994年にはSTW機会法（School－To－Work　Opportunities　Act）が

　　制定される。この法は、パーキンス職業教育法とは逆に、全ての学生に統合的学習を保証す

　　るものである。

（2）Work－Based　Learning。　STWOAの中核となるものであり、例えば校内での模擬企業

　　（school　based　enterprise）体験、サービス・ラーニング（service　learning，多くはボラ

　　ンティアで地域に根ざし社会の益になる仕事を通じて学習する。）、インターンシップ、コー

　　プ教育、メンターリング（mentoring）ジョブ・シャドウ（job　shadow，社員等に影のよ

　　うにくっついてその行動をみる。もとは法律関係。）徒弟訓練（apprenticeship，熟練を要
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　　する仕事での正式な訓練機関で生徒・学生が仕事をしながら技術を身につける。）、工場見学

　　等を含んでおり、以下の目標を持つ。①特定の職業や業種に関連した知識・技術の習得、②

　　キャリア拡大・計画、③全産業領域の学習、④個人及び社会的一般的職業能力の向上、⑤学

　　生のモチベーションやアカデミック到達度の向上。

（3）STWの背景については、「Rilley，　R，　W．　and　Reich　R．　B．1996，“Implementation　of　the

　　School－To・一Work　Opportunities　Act　of　1994”，　Report　to　Congress」に詳しい。

（4）回収数の学科別内訳は、商業科117校、工業科113校、普通科190校、その他が11校であり、

　　普通科のうち、インターンシヅプを〈実施中〉の高校は19校（10．0％）、〈計画もしくは検

　　討中〉の高校は45校（23．7％）、〈実施しない〉高校は119校（62．6％）、〈不明もしくは無

　　回答〉の高校は7校（3．7％）であった。また、分析においては同じ高校内においても職業

　　体験的学習に対する考えは教員間で多様であろうが、回答者の多数が職業体験的学習を舵取

　　る立場の者（管理職（15．3％）進路指導部（61．1％）教務部（16．3％））もしくはインター

　　ンシップ等の実施責任者担当者であることから自校を代表する意見として取り扱うことにさ

　　　しっかえないと判断した。

（5）高校・大学インターンシップ研究会（吉本圭一代表）が2000年10月から12月にかけて全国

　　の高校、大学、企業を対象におこなったアンケート調査の報告書。この報告書は高校・大学

　　インターンシップ研究会の吉本圭一、福岡哲朗、宮本京子、岡本信弘、稲永由紀の5名によ

　　　り執筆されており、本稿は、著者が分担執筆した第3部第1章「高校普通科とインターン

　　シップ」に該当する。本稿でのデーター利用については研究会メンバーの承諾を得た。この

　　場を借りて謝辞を申し上げたい。

（6）統計的有意差が生じなかった教育効果項目は以下の10項目である。①最新の知識・技術に触

　　れる、②問題発見・解決能力修得、③責任感・自尊心修得、④チームワーク等の社会的スキ

　　ル修得、⑤アカデミックな学力の向上、⑥専門科目の能力向上、⑦欠席・遅刻の減少、⑧就

　　職先発見の手助け、⑨就職のためのスキル修得、⑩職業資格取得。

（7）統計的有意差が生じなかった学校改善効果項目は以下の11項目である。①欠席・留年・中退

　　率の減少、②問題行動発生率の減少、③進学率向上、④フリーターの減少、⑤社会人講師の

　　招丁丁易化、⑥アカデミック理論と職業体験との関連、⑦教育経営点検評価視点の拡充、⑧

　　学校評価の向上、⑨求人活動の円滑化、⑩企業との実績関係強化、⑪教員の資質向上

（8）統計的有意差が生じなかった障害の項目は以下の7項目である。①学生の目的意識の明確化

　　が大変である、②服装の指導が面倒だ、③県や国からの適切な助成金やサポートを受けにく

　　い、④単位にすることでやる気のない学生を送り出し、学校の評価を下げてしまう、⑤実習

　　への報酬があれば、アルバイトと区別がつかず学生指導上困る、⑥学校職員担当者による巡

　　回等が大変である、⑦企業とのトラブルが発生したら面倒である。

（9）経済団体関係者、大学関係者、京都市立高校長、教育委員会・観光産業局、民間企業等の関

　　係者19名の運営委員のほか、ワーキングメンバー一一　11名、オブザーバー5名から構成され、

一　177　一



福　岡　哲　朗

　　①京都市立高校におけるインターンシップの推進、②産業界との連携および情報交換の推進、

　　③大学との連携および情報交換の推進を事業内容とする平成12年3月に設立されたインター

　　　ンシップ支援組織。平成12年度は、高校生インターンシップに関する企業への調査、京都市

　　立高校（職業専門高校3校）のインターンシップ推進、実施後の報告会の開催、生徒・教職

　　員向けのインターンシップ要綱の作成を行っている。

（10）「ゆとり教育」をターゲットの中心にした学力低下論が展開されているが、そもそも学習と

　　は一方向のものではなく、例えば、専門分野の学習の中で、あるいは職業に従事する中で、

　　その基礎・基本を修得する必要性を痛感することも多い。また核となる職業遂行上の諸能力

　　　も学校外にあるのではないだろうか。むろん積み上げ式の教育観が否定されるものでもない

　　　し、受験勉強で得た知識も将来役に立つであろう。しかし、それだけでは多方向な自然な学

　　習スタイルとかけ離れたものになる危惧があるだろう。

　　　いま、社会から求められているのは膨大な知識を詰め込み、それらがいつか役に立つであ

　　ろうという能力観ではなく、主体的に学習を行うための態度や方法を学ぶことにあるならば、

　　それはこれまでの学校教育に不足していたものではなかろうか。その点で、系統的な学習と

　　体験的な学習の組み合わせにより、バランスの取れた能力が育まれることになる可能性があ

　　る。

（11）日本の高校は周知の通り、1948年、旧来の複線型の学校体系から、単線型へと転換し、同

　　時に高等学校は学校教育法第41条「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の

　　発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」にみられるように2つ

　　の目的を持つものとして規定された。この理念を実現するための総合制の原則が、進学準備

　　教育と完成教育の両立を目指す仕組みである。しかしながら、その後高校総合制はその実質

　　を確立しえず、普通科単独の高校が拡大をして、現在普通科は全高校の3／4を占めるに至っ

　　ている。また、普通科は、その存在を大学等への進学準備を前提とし、旧制中学のコンセプ

　　　トを模倣しようとしてきたのではないだろうか。

　　　90年代以降も普通科のこのシェアに変化はないが、新しい高校教育改革の一つとして職業

　　教育の要素を含むインターンシップが90年代後半より拡大傾向にあることを、高校教育の2

　　つの目的の達成に結びつけることも可能である。つまり、これを機に、専門教育が皆無であ

　　　る普通高校においてインターンシップ等を実施し、生徒に勤労観、職業観を育成していくこ

　　　とは、学校教育法の理念に照らせば、本来の統合的学習の場としての高校という理念への回

　　帰の一策としてみることもできよう。
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　　　A　Consideratgon　of　Vocationag　Education　at　GeneraR　High　Schooas

－Pecugiarities　of　Generag　High　SchooRs　in　the　Expansion　of　Japanese　internships一一

FUKUOKA　Tetsuro

　The　use　of　internships，　imported　from　the　United　States，　has　expanded　at　Japanese

High　Schools．　However，　their　use　at　general　high　schools　is　low　compared　with　their　use

at　vocational　high　schools　（commercial　high　schools　and　technical　high　schools．）　This

paper　attempts　to　determine　whether　”career　guidance”　in　general　high　schoois　is　unduly

biased　towards　university　examination　guidance．

　1　did　this　by　examining　careers　guidance　given　to　students　and　through　a　survey　result

of　the　recognition　levels　of　WBL　（work　based　learning）　involving　internships　amongst　high

school　teachers　at　each　of　the　three　types　of　school　mentioned　above．

　1　then　compared　the　results．　1　also　compared　the　results　across　general　high　schools

which　operated　internships，　which　planned　to　operate　internships　but　which　currently　did

not，　and　those　which　did　not　operate　internships　and　had　no　plans　to．

　Five　characteristics　of　general　high　schools　in　regards　to　WBL　became　clear．

　　1）　Evaluation　of　the　educational，　subsequent　employment　and　other　effects　of　WBL　was

low　in　geReral　high　schools　compared　to　commercial　and　technical　high　schools．　2）　WBL

was　less　often　used　in　general　high　schools　than　in　the　other　two　types　of　schools．　3）

General　high　schools　generally　regarded　entrance　examination　guidance　as　being　most

important．　4）　800／o　of　general　high　school　teachers　did　not　deny　that　WBL　had　a　place　in

student　development。5）At　general　high　schooIs，　educational　resources　foゼ「out　of　school

activity”　favoured　volunteer　activities　rather　than　WBL．

　When　1　compared　general　hlgh　schools　which　had　WBL　programs，　those　that　planned

them　and　those　that　neither　had　nor　planned　them，1　found　that：

1）　Large　and　very　large　high　schools　had　low　WBL　activity．　2）　General　high　schools　with

high　rates　of　student　entrance　to　university　had　low　levels　of　WBL　activity．　3）　Some　gen－

eral　high　school　teachers　denied　the　relevance　of　WBL　at　both　school　and　university．

　My　conclusions　lead　me　to　raise　the　following　three　questions．　First，　what　should　be　the

basis　of　high　school　education？　Second，　is　integrated　learning　necessary　in　the　high

school　education　stage？　Third，　how　do　we　deal　with　the　problem　that　it　is　often　impossi－

ble　for　students　to　move　from　vocational　high　schools　to　higher　educational　institutions？

一　180　一


