


本冊子は、高校生向けライフキャリア教育啓発冊子
「mirai book」の指導者用資料です。

○「ライフキャリア」とは、仕事をはじめ、家庭生活、地域社会とのかかわりなど、生涯にわたって自分が果たす役割や経
験の積み重ねのことです。
○進路や将来を考える時に、「男だから・・すべき」「女だから・・してはいけない」など、性別に基づく固定的な役割分担意識
に捉われることなく、自分らしい豊かな人生をデザインする力を持つことができるよう、県は「ライフキャリア教育」の推
進に取り組んでいます。
○「キャリア」と聞くと、どうしても「狭義のキャリア＝仕事」をイメージしがちですが、社会に出る前の高校生の時期から「広
義のキャリア＝ライフキャリア」を意識し、将来起こり得る進学、就職、結婚といったライフイベントについて学びつつ、
自身の個性や適正を生かした働き方・生き方を考えることには、深い意義があります。

○mirai bookは、高校におけるライフキャリアの関連教科【家庭総合（家庭基礎・生活デザイン）/現代社会/保健など】や、進
路について考える時間の副読本として、ご活用いただくことを想定しています。
○「未来の自分の人生にまだなんとなく現実味がなく、どこか他人事に感じてしまう」そんな高校生に、将来おそらく直面
するライフイベントや人生の選択について、Q１〜10の質問を投げかけていくことで、自分の人生を具体的にイメージす
るきっかけを作っています。
○生徒の皆さんが、まずは自分で考え、次に他の人の意見を聞いてみることで、様々な選択肢の中から、自分らしい選択
をする一助になることを願っています。

● ページで扱うライフイベントとテーマ
　  これから起こりうるライフイベントについて記載しています。
● テーマへの質問
　  考えてみたいテーマについて導入の質問を２つ記載しています。
● DATA（データ）
　  テーマについて参考になるデータを記載しています。

● COLUMN（コラム）
　  テーマに関する時事トピックスなどを記載しています。
● 豆知識
　  用語の説明など、テーマを理解するために必要な知識を記載してい

ます。
● 気づいたこと、考えたことを書こう
  　授業を通じて学んだこと、気づいたことを記入します。
● ディスカッションポイント
  　テーマについて考えを深めるためのディスカッションポイントを記載

しています。

★ 「ライフキャリアプランニングシート」
　  すべてのテーマを終えたあと、巻末の「ライフキャリアプランニング

シート」を使って、具体的に未来の自分をイメージしてみましょう。
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○家庭（家庭基礎「生涯の生活設計」／家庭総合「ライフスタイルと生活設計」他）、 公民（現代社会「青年期と自己形成」）、保
健体育（保健「思春期と健康」他）などの授業でmirai bookを利用することを想定しています。
○「Q１：高校生はもう大人?子ども?」を事例に、１コマの授業（50分）を実施する場合の「授業の進行例」を掲載しています。
Q２〜 Q10についても、この進行例を参考としてください。また、テーマに関する補足情報を掲載しています。
○「学習指導要領との関係性」欄を参考に、該当する単元の授業の導入として利用するなど、一部のＱを抜粋して使ってい
ただくこともできます。
○「授業の進行例」は、アクティブラーニングを基本とし、グループ・ペアワークで他の人の意見を知ることができるように
配慮しています。グループワークは４名程度、ペアワークは２名のグループ分けを想定しています。
○mirai bookのP14、15は 「ライフキャリアプランニングシート」を生徒が作成するページとなっています。本誌P23掲載
のとおり、視聴覚教材を併用するなどして、１コマの単独の授業を実施することも可能ですが、Q１〜10までの授業終了後、
又は一部のQを抜粋して授業をしていただいた後に 「ライフキャリアプランニングシート」を作成する授業を実施するとよ
り効果的です。
※記載しているURL情報は、2021年３月時点のものです。

　mirai bookの他に、県は次の教材を作成しています。県内高校には無料で配布※しますので、県人権男女共同参画課（電
話 045-210-3640）へお問い合わせください。
※当該年度の在庫との兼ね合いにより、ご希望に添えない場合があります。

ライフキャリア教育の授業等で活用していただける視聴覚教材です。

ライフキャリアについて考えるきっかけとなるように、様々な職業や生き方を選択した社会人の皆さんを紹介する冊子です。

❶ 高校生向け視聴覚教材（DVD）「自分の『mirai』について考える」

❷ ロールモデル事例集「MEET ME BOOK ～ロールモデル編～」Vol.1、Vol.2

①人生の選択編
（13分）

②先輩の声編
（13分）

高校生のディスカッションやグラフデータを基に、「進学」
や「就職」などの将来の選択肢を考えます。
同じ高校生のリアルな意見を紹介し、より身近な問題とし
て考えられる展開となっています。

高校生にとって少し先輩にあたる20代～30代前半の社会
人のインタビューを中心に、ライフキャリアの考え方やラ
イフキャリアプランニングシートの活用法などを紹介し、
高校生が自分のキャリアを考えるきっかけをつくります。
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大人になるとはどういうことか、青年期について考える
ページです。成長するにつれてどういったことが自分た
ちにも該当してくるのか、法律や権利などの面から理解
を深め、「大人」に伴う責任に気づくことを目的とします。

〔現代社会〕青年期と自己の形成
〔保健〕　　喫煙、飲酒と健康
　　　　　思春期と健康
　　　　　結婚生活と健康

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立

高校生はもう大人？子ども？成人

目的 学習指導要領との関係性

❶

❷

補足情報→

❹

❸

COLUMN

豆知識

2019年参議院議員通常選挙におけ
る年代別投票率
青少年相談支援情報サイト

総務省ホームページ：国政選挙にお
ける年代別投票率について

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_
s/news/sonota/nendaibetu/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/
cnt/soudan/index.html

参議院議員通常選挙における年代別投票率の推
移　R1年

■ mirai book Q1 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

県ホームページ：【青少年センター】
神奈川県青少年相談支援情報サイ
ト（ひきこもり・不登校等で悩んで
いる方への情報）
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○婚姻：現在、婚姻開始年齢に男女差が設けられているのは、男女間で心身の発達に差異があるためとされています。しかし、
今日では、社会的・経済的な成熟度といった観点からは、男女間に特段の違いはないと考えられることから、男女の取扱
いの差異を解消することになりました。

〔出典〕法務省：民法（成年年齢関係）改正Q&A　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html　Q7どうして女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げるのですか？

○各種契約：未成年者取消権行使の年齢も引き下げられるため、契約は慎重にする必要があることを伝えましょう。
＊未成年者取消権…未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、
民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を
保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年に達すると、親の同意がなく
ても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決
めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

〔出典〕政府広報オンライン：18歳から"大人"に！成年年齢引き下げで変わること、 変わらないこと。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html　３成年に達して一人で契約する際に注意することは？

補足情報

授業の進行例

○この授業の目的を、指導者用資料の「目的」欄を参考に伝えます。
○各Ｑに関連する問いかけをしてもよいでしょう。

【Ｑ１の場合の例】子どもと大人の境目は何歳くらいだと思う？　など

○テーマへの質問について、生徒が各自の回答と、その理由を記入します。
○回答は、自分なりの意見で、色々あって良いことを伝えます。

○ディスカッションポイントについて、グループワーク１のメンバーで意見交換を行います。
○自分の考えを発表するとともに、他の人の意見を知ることにより、考えを深め
ます。

○DATA、COLUMN、豆知識を生徒が読みます。
※豆知識は、時間に応じて、後で各自読む形でもかまいません。
○DATAやCOLUMNについてどう思うか問いかけ、何人かの生徒に発表させます。

【Ｑ１の場合の例】10代、20代の投票率を他の世代と比べてみて、どう思う？　など
○指導者用資料の補足情報などを参考に、適宜補足説明をします。

○ペア又は４名程度で、テーマへの質問に対する回答を共有します。

○この授業で気づいたことや考えたことを記入します。

○授業を通しての気づきやグループワークで印象的だったことなどを、数名の生徒に発表
させます。

導入

個人ワーク１

グループワーク
１

講義１

個人ワーク２

グループワーク
２

共有

2分

5分

5分

20分

10分

5分

3分

❶テーマへの
質問

❶テーマへの
質問

❷DATA、
COLUMN、

豆知識

❸ディスカッション
ポイント

❹気づき

ー

展　開 所要時間
（計50分）

mirai book
該当部分 内　容
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卒業後の進路について考えるページです。自分は何を大
切にして進路を決めるかを考え、主体的に進路を選択で
きるようにすることが目的です。

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画

〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立
　　　　　生活における経済の計画

進路はどうする？進路

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

DATA3

豆知識

進路に関する価値観

高校卒業後の入学先別にみた卒業
までに必要な入在学費用

奨学金受給状況

大学・短大・高等専門学校・専門学校
に進学する際の新しい支援制度

（一社）全国高等学校 PTA連合会・（株）
リクルートマーケティングパート
ナーズ：高校生と保護者の進路に関す
る意識調査 （2017年）

日本政策金融公庫：教育費負担の実
態調査結果（2020年）

（独）日本学生支援機構．学生生活調
査（2018年）

（独）日本学生支援機構　奨学金貸
与・返還シミュレーションサイト
文部科学省：高等教育の修学支援新
制度特設ページ

http://souken.shingakunet.com/
research/2010/07/post-7a54.html

https://www.jfc.go.jp/n/findings/kyoiku_
kekka_m_index.html

https://www.jasso.go.jp/about/statistics/
gakusei_chosa/2018.html

https://simulation.sas.jasso.go.jp/
simulation/
https://www.mext.go.jp/kyufu/

Archives過去の調査結果／第８回高校生と保護
者の進路に関する意識調査2017 ／調査報告書／
Ⅱ 進路・将来にまつわる考え／ 17. 進路につい
ての価値観

平成30年度学生生活調査結果／【分割版】／調査
結果の概要等／Ⅱ調査結果の概要／７奨学金の
受給状況　（平成30年度）

教育費負担の実態調査結果（2020年10月30日発
表）／Ⅱ調査結果／１教育費の支出状況（３）高校
入学から大学卒業までにかける教育費用　図-６

■ mirai book Q2 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）
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あまり影響がない

まったく影響がない3.4％

ある程度影響がある非常に影響がある どちらともいえない

無回答
1.8％

32.2％32.2％

影響がある・計 75.1%

42.9％ 11.1％ 8.6％

○学歴による賃金差
　進学にはお金がかかる一方で、社会に出た後、学歴による賃金差があるという調査結果が出ています。学歴別に賃金を
みると、男子では大学・大学院卒が40.05万円、高専・短大卒31.49万円、高校卒が29.29万円となっています。一方、女性では、
大学・大学院卒が29.64万円、高専・短大卒が26.06万円、高校卒が21.46万円となっており、男性より賃金差の開きがありません。

○奨学金について「わからない」が約46%、まだよく知らない生徒も
　貸与型奨学金制度の利用意向について、「ぜひ利用したい」高校生は9.0％、「できれば利用したい」と合わせた「利用したい・
計」は31.9％、「考えたことがないのでわからない」が最も多く46.2％でした。一方、保護者は子どもに「ぜひ利用してほしい」が
13.8％、「できれば利用してほしい」と合わせた「利用してほしい・計」は40.9％、「考えたことがないのでわからない」は23.6％で
した。また、保護者の32.2％が家庭の経済事情は子どもの進路決定に「非常に影響がある」と回答しており、さらに「ある程度影
響がある」と合わせた「影響がある・計」は75.1％を占めています。

補足情報

20

20

40

40

60

60

80

80

100（％）

100（％）

0

0

■ 学歴、性、年齢階級別賃金

■ 貸与型奨学金の利用意向

■ 家庭の経済事情の進路決定への影響  

高校生

保護者

保護者

まったく利用したくない・
して欲しくない

考えたことがないので
わからない

できれば
利用したい・
してほしい

ぜひ
利用したい・してほしい

あまり利用したくない・
して欲しくない

無回答1.8％

無回答4.5％

9.0％9.0％ 22.9％ 15.6％ 4.5％ 46.2％

13.8％13.8％ 27.1％ 23.6％ 7.4％ 23.6％

利用したい計・31.9%

利用してほしい計・40.9%

〔出典〕厚生労働省：賃金構造基本統計調査（2019年）　https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/index.html　
結果の概要／学歴別

〔出典〕（一社）全国高等学校 PTA連合会・（株）リクルートマーケティングパートナーズ：高校生と保護者の進路に関する意識調査 (2017年）
Archives過去の調査結果／第８回高校生と保護者の進路に関する意識調査2017 ／調査報告書はこちら／Ⅱ 進路・将来にまつわる考え／ 19.貸与
型奨学金制度の利用意向

〔出典〕（一社）全国高等学校 PTA連合会・（株）リクルートマーケティングパートナーズ：高校生と保護者の進路に関する意識調査 （2019年）
第９回高校生と保護者の進路に関する意識調査2019 ／全体の調査報告書はこちら／Ⅱ 進路・将来にまつわる考え／ 19．家庭の経済事情の進路
決定への影響 
http://souken.shingakunet.com/research/2010/07/post-7a54.html

20〜24 20〜2425〜29 25〜2930〜34 30〜3450〜54 50〜5435〜39 35〜3955〜59 55〜5940〜44 40〜4460〜64 60〜6445〜49 45〜4965〜69 65〜6970〜（歳） 70〜（歳）15〜19 15〜19

60

50

40

30

20

10

0

60

50

40

30

20

10

0

（万円） （万円）

男性 女性

大学・大学院卒
平均40.05万円

高専・短大卒
平均31.49万円 高校卒

平均29.29万円

高専・短大卒
平均26.06万円

大学・大学院卒
平均29.64万円

高校卒
平均21.46万円
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Q3、Q4は、職業や働き方について考えるページです。働
く理由・目的や、雇用形態による賃金差を知り、自分は何
のために働くのか、どのような働き方をしたいかをイメー
ジすることが目的です。

〔現代社会〕青年期と自己の形成
〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立

どうやって仕事を選ぶ？働く

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

豆知識

その職業に就きたい理由

働く目的は何か

労働問題に直面したら

県：高校生の男女共同参画意識に関
する調査報告書（2014年）

内閣府：国民生活に関する世論調査
（2019年）
県ホームページ：かながわ労働セン
ターの労働相談

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/
pub/p785385.html

https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-life/
zh/z24-1.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/
soudan/

高校生の男女共同参画意識に関する調査報告書
／内容／第２章／Ⅱ調査結果の詳細／２職業に
ついて／問７－１あなたがその職業につきたい
理由はどのようなことでしょうか

■ mirai book Q3 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）
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〔出典〕厚生労慟省：新規学卒者の離職状況　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html 
新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移／表　学歴が高校、大学で2017年3月卒業の３年目までの離職率

〔出典〕内閣府：国民生活に関する世論調査（2019年）　https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-life/　
２ 調査結果の概要／３．生き方、考え方について／ (2)働く目的は何か 図24-1

〔出典〕厚生労働省：若年者雇用実態調査の概要（2018年）　https：//www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h30.html
結果の概要／個人調査／２ これまでの就業状況／ (4)初めて勤務した会社をやめた主な理由 表23

○３年以内の離職率は約３割。どんな仕事か職場か、就職前によく知る必要があります
　国のデータによると、高校や大学卒業３年後の離職率は、それぞれ39.5%、32.8%（いずれも2017年３月卒業者）となっ
ています。また、初めて勤務した会社をやめた主な理由として、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が最も多く、
次いで 「人間関係がよくなかった」、 「賃金の条件がよくなかった」、 「仕事が自分に合わない」 となっています。こうした現
状も、ライフキャリアを考える際には認識しておく必要があるでしょう。

○高齢になるほど、「生きがいをみつけるために働く」が増えます
　年齢別にみると、「お金を得るために働く」と答えたのは、30代が最も多く、その後、高齢になるにつれて減り、「生きがい
をみつけるために働く」が増えています。

補足情報

■ 2017 年 3 月卒の 3 年目までの離職率

■ 卒業後初めて勤務した会社をやめた主な理由（上位 5 つ）

3 年目までの離職率 1 年目 2 年目 3 年目

39.5%高校 17.2% 12.3% 10.0%

11.6%32.8%大学 11.4% 9.9%

ノルマや責任が重すぎた5 位 13.9%
仕事が自分に合わない4 位 20.1%
賃金の条件がよくなかった3 位 23.4%
人間関係がよくなかった2 位 26.9%
労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった1 位 30.3%

■ 働く目的は何か

18 〜29歳

30〜39歳

40〜49歳

50〜59歳

60〜69歳

70歳以上

0％ 10％ 20％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％30％

65.1

72.2

70.6

62.9

52.0

37.3 16.7 7.6

8.9 19.2

27.2 11.2

3.5

2.0

0.4

0.3

0.5

6.1 14.5

6.6 9.5

16.4

14.6

12.9

10.8 8.0 8.7

10.8 13.0 10.6

お金を得るために働く
社会の一員として、

勤めを果たすために働く

自分の才能や
能力を発揮するため

に働く

生きがいを
みつけるために
働く

わからない
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https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/
cnt/f532110/documents/life-h.html

Q3、Q4は、職業や働き方について考えるページです。働
く理由・目的や、雇用形態による賃金差を知り、自分は何
のために働くのか、どのような働き方をしたいかをイメー
ジすることが目的です。

理想の生活をするなら、どんな働き方がいい？働く

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

〔現代社会〕青年期と自己の形成
〔保健〕　　自己実現
　　　　　労働災害と健康
　　　　　働く人の健康の保持増進

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画

〔家庭総合〕人の一生と青年期の自立
　　　　　生活における経済の計画

DATA1　

DATA2

COLUMN

世帯主の年代別にみた勤労者世帯
の消費支出（１カ月あたりの平均）

雇用形態・性・年齢階級別賃金

変化していく働き方

総務省：家計調査（2019年）

厚生労働省：賃金構造基本統計調査
（2019年）

県ホームページ：高校向けライフ
キャリア教育支援

https://www.stat.go.jp/data/kakei/2.html

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/
roudou/chingin/kouzou/z2019/index.html

４.詳細結果表／総世帯／＊年／ 2019年／表番
号４ 世帯人員・世帯主の年齢階級別／総世帯の
うち勤労者世帯

■ mirai book Q4 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

結果の概要／雇用形態別／第６－１表 雇用形態、
性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び雇用形態間
賃金格差
啓発冊子／ MEET ME BOOK　ロールモデル編　
vol.1、vol.2

10



○正規雇用と非正規雇用では、収入面以外にも様々な違いがあります
　神奈川の事業所において、2019年の男性の正社員の割合は80.6%、女性の正社員の割合は47.8%となっています。男性の
非正社員は19.4％ですが女性の非正社員は52.2％であり、女性は非正社員が正社員の割合を上回っています。
　正規雇用（正社員・正職員）と非正規雇用（非正社員・非正職員）は、賃金面だけでなく、任せられる仕事の責任や、経験の
蓄積、能力を高める機会などについても差が出てきます。非正規雇用には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会
が乏しい、セーフティーネットが不十分などの課題があります。

資料のダウンロード
県ホームページ：高校向けライフキャリア教育支援（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/cnt/f532110/documents/life-h.html）
の「啓発冊子」よりPDFデータをダウンロードできます。

補足情報

■ 男性正社員　■ 男性非正社員　■ 女性正社員　■ 女性非正社員　　
100

80

60

40

20

0
2018 2019 （年）

（％）

■ 神奈川県の男性および女性の正社員・非正社員割合

〔出典〕県：神奈川県男女共同参画推進条例に基づく事業所からの届出結果から作成　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/p2564.html
神奈川県男女共同参画推進条例に基づく事業所からの届出結果／平成14年度から令和元年度までの経年推移（表）

90.8 87.8 84.0 82.4 80.1

58.2 52.8

53.0 52.0 53.8

9.29.2 12.212.2 16.016.0 17.617.6 19.919.9

80.6

47.8

19.419.4

52.241.8 47.2

47.0 48.0 46.2 女性
非正社員

男性
非正社員

2006 2009 2012 2015
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結婚を含め、パートナーと一緒に暮らすということにつ
いて考えるページです。共に生きていきたいと思うパー
トナーにいつか出会えたらどうするか、「結婚」や「家族」の
形にこだわることなく、自分の将来についてイメージを
持つことを目的とします。

〔保健〕思春期と健康
〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕家族・家庭と社会

理想の人に出会えたら、結婚を考える？結婚

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2　

COLUMN

未婚者が現在の交際相手と出会っ
たきっかけ

平均初婚年齢の推移

好きになる人が異性とは限らない
よ

厚生労働省（国立社会保障・人口
問題研究所）：出生動向基本調査

（2015年）

厚生労働省：人口動態調査（2019
年）

県ホームページ：性的マイノリティ
（LGBT等）に関する正しい理解を

http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_
Japanese/shussho-index.html

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
jinkou/kakutei19/index.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/
cnt/f430243/

第15回（2015年）／結果の概要／第Ⅲ部　独身
者・夫婦調査共通項目の結果概要／第２章　生活
経験と交際・結婚・出生／２．　交際相手・結婚相
手との出会いのきっかけ 図表Ⅲ-2-2

詳細な統計表はこちらから／人口動態統計／
確定数／婚姻　年次／ 2019年／上巻／表番号
9-12 　都道府県別にみた年次別夫妻の平均初
婚年齢（1）夫、（2）妻（それぞれ全国及び神奈川
県の数字）

■ mirai book Q5 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）
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　晩婚化と同時に、未婚化も進んでいます。生涯独身でいる人の割合を示す指標である「生涯未婚率」は、男性では全国
で23.37％、神奈川で24.93％と、約４人に１人が、女性では全国で14.06％、神奈川で13.77％と、約７人に１人が生涯
独身となっています。（2015年現在）
　国の調査結果によると、25〜34 歳の未婚者に「独身にとどまっている理由」を聞いたところ、「適当な相手にめぐり会わな
い」が最も多くなっています。
　　「結婚しない」理由として、男性では「まだ必要性を感じない」が、女性では「自由や気楽さを失いたくない」が多く、「結
婚できない」理由としては、男性、女性ともに「結婚資金が足りない」が続いています。

○公的に認められることで何が良いのでしょうか？
　日本でも、同性カップルを「結婚に相当するパートナー」として、自治体が認定する制度が2015年に全国で初めて東京都
渋谷区でスタートしました。神奈川県内の９市町でも、証明書等の発行を行っています（2021年３月末時点）。この証明書
等があると、これまで家族にしか認められなかった病院での面会や、公営住宅への入居申込み、保険金の受取人指定など
ができるようになります（ただし、自治体や保険会社等によって対応は異なります）。また、企業でも、同性パートナーが
いる社員に、結婚祝いなど慶弔金の支給や結婚休暇の付与を決めたケースも出てきました。

補足情報

3.8 2.4

29.5
23.9

17.919.1 19.4 20.4

28.531.2

45.3
51.2

14.3 15.8

29.1

17.8

7.2 5.1 2.7 4.8

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

■ 独身にとどまっている理由（25～34歳の未婚者）

男性
女性

○婚姻届を出すことだけが「結婚」ではありません
　「結婚」という言葉は、「多くの出会いの中から、生涯共に歩んでいきたいと思うパートナーを見つけて、家族となる」とい
う意味で使用しています。事実婚や同性同士のカップルの存在などを背景に、家族のあり方も多様化していることを前提
に進めてください。

〔出典〕【生涯未婚率】厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：人口統計資料集(2020年）
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2020.asp?chap=0
Ⅻ．都道府県別統計／表12-37 都道府県、性別50歳時未婚割合：1920 ～ 2015年

〔出典〕【独身にとどまっている理由】厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：出生動向基本調査（2015年）　
http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
第15回（2015年）／結果の概要／第Ⅰ部 独身者調査の結果概要／第１章結婚という選択／３.結婚へのハードルと独身でいる理由 図表Ⅰ-1-11（25 ～ 34歳）
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共に生きていきたいと思うパートナーと良い関係を築き、
どのように自分たちなりの家庭を作っていくのかをイ
メージするページです。特に、「男は仕事、女は家庭」とい
うような性別に基づく固定的な役割分担意識に捉われる
ことなく、仕事と家庭生活の責任を互いに分かち合える
役割分担について考えることが目的です。

〔保健〕結婚生活と健康
〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
〔家庭総合〕家族・家庭と社会

自分の家族と、どんな家庭を作りたい？家庭

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

COLUMN

家庭の役割

男女の役割分担についての高校生
の意識

幸せな家庭を築く夫婦のコミュニ
ケーション

内閣府：国民生活に関する世論調査
（2019年）
県：高校生の男女共同参画意識に関
する調査報告書（2014年）

県ホームページ：幸せな家庭を築く
夫婦のコミュニケーション

https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-
life/2-3.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/
pub/p785385.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/
pub/communication.html

２調査結果の概要／３．生き方、考え方につい
て／ (1)家庭の役割　表23- １（男女別）
高校生の男女共同参画意識に関する調査報告書
／内容／第２章／Ⅱ調査結果の詳細／４男女共
同参画社会について／問11②女性も男性も役割
分担して、家事・育児に積極的に関わるべきだ

■ mirai book Q6 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）
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○家事・育児の担い手は誰？
　神奈川で配偶者のいる人を対象に、家事や育児を主に誰がやっているのか尋ねたところ、家事は 「ほとんど妻」 と 「どち
らかというと妻」 を合わせた 「妻」 が72.1%でした。また、育児は、 「ほとんど子の母親」 「どちらかというと子の母親」 を
合わせた 「母親」 が54.4%でした。 「夫と妻（育児の場合は父親と母親）が同じくらい分担」は10％未満であり、役割が偏っ
ていることが伺えます。

〔出典〕県：県民ニーズ調査（課題調査）（2016年）　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f3489/p1121717.html
調査結果／報告書／課題調査 第３部 調査結果の詳細「男女共同参画社会」／第10章 男女共同参画社会／問54 家庭における役割分担／図表10-4-1 ／ (1)家事、(2)育児

　「アサーティブコミュニケーション」という言葉を聞いたことはありますか？アサーティブなコミュニケーションとは、
自分の気持ちや欲求を素直に、率直に表現しながらも、相手には自分とは異なる気持ちや欲求があって当然と考え、相手
の話にも耳を傾けて聴き、相手の気持ちを共感的に受け止め、２人で話し合って解決していこうとする相互尊重のコミュ
ニケーションのことです。
　県は、夫婦やパートナー間において生ずる様々なストレスを緩和し、末永く幸せな結婚生活を送っていただくことを
願って、アサーティブコミュニケーションのことを分かりやすく解説し、気づきを促すとともに、「I message （「私は」メッ
セージ）」など、具体的な自己表現の仕方や傾聴の方法などを掲載した冊子「幸せな家庭を築く夫婦のコミュニケーション」
を2019年３月に作成しました。家庭生活だけでなく、職場、生徒とのコミュニケーションにも活用していただけますので、
ぜひダウンロードしてみてください。
県ホームページ：幸せな家庭を築く夫婦のコミュニケーション　
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/communication.html

補足情報

20

20

40

40

60

60

80

80

100（％）

100（％）

0

0

■ 家庭における役割分担（家事・育児）

家事

育児

どちらかというと夫　1.9％

どちらかというと子の父親　0.3％

ほとんど夫 　0.3％

ほとんど子の父親 　0.3％

親や子どもなど
夫婦以外　0.7％

子の祖父母など親以外　0.4％

育児を必要とする
子はいない　21.9％

ほとんど妻　
46.1％

ほとんど子の母親
31.7％

どちらかというと妻
26.0％

どちらかというと子の
母親22.6％

妻 72.1％

母親 54.4％

夫 2.2％

父親 0.6％

夫と妻が同じ
くらい分担9.9％

父親と母親が同じくらい分担4.8％

無回答　
15.1％

無回答　
18.0％
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自分の家庭を持った後に、仕事と家庭生活の両立（ワーク・
ライフ・バランス）などを踏まえて、共働きか、どちらか
が専業で家庭の仕事を引き受けるのかを考えるページで
す。共働き、片働きに関するデータなどから考えを深め
ることを目的としています。

〔家庭基礎〕青年期の自立と家族・家庭
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画

〔家庭総合〕家族・家庭と社会
　　　　　生活における経済の計画

結婚したら、仕事はどうする？
結婚
仕事

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

COLUMN

共働き世帯数の推移

共働きと片働きの収支（１ヶ月あ
たり）

年齢階級別労働力率

内閣府：男女共同参画白書（2020
年）

総務省：家計調査（2019年）

県：かながわ男女共同参画推進プラ
ン（第４次）

https://www.gender.go.jp/about_danjo/
whitepaper/r02/zentai/html/honpen/b1_
s00_01.html
https://www.stat.go.jp/data/kakei/2.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/
fz3/4plan.html

第1節　「家事・育児・介護」と「仕事」のバランスを
めぐる推移／ 3 家族・世帯等の状況／（共働き世
帯の増加）／ I－特－11図

プランの内容／２ 現状と課題／２ 個別分野ごとの
現状と課題／ (2)女性の就業をめぐる状況 グラフ８

（2015年の神奈川・男性／女性、全国・女性）

４.詳細結果表／二人以上の世帯／＊年／ 2019
年／表番号3-11「妻の就業状態、世帯類型別」二
人以上の世帯のうち勤労者世帯（有業者は夫婦
のみ（有業人員２人）、夫のみ有業世帯）

■ mirai book Q7 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）
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○高校生の３人に２人以上が「共働き」が理想の家庭
　高校生の結婚後の「理想の家庭」について、全体では、共働き75.1%、専業主婦/主夫は22.7%と回答。３人に２人以上は
共働きが結婚後の「理想の家庭」となっています。女子で「妻は専業主婦となる」を希望するのは18.3％です。また、共働き
の形態について、男子は「どちらかがフルタイム、一方がパートアルバイト、派遣などで働き続ける」が１番多くなってい
ますが、女子は「夫婦ともにフルタイムで働き続ける」が最も多く、「共働き」を男女別にみると、女子の方が14.6ポイント
高くなっています。

〔出典〕リクルート進学総研：高校生価値意識調査(2018年）※未公開資料

○Ｍ字カーブが見られるのは日本と韓国の女性だけです
　COLUMNにも記載のとおり、日本の女性の年齢階級別労働力率は、30代で低下し、その後、再就職することによるＭ
字カーブを描きます。この「Ｍ字カーブ」は日本以外では韓国で見られますが、欧米諸国では、20代後半から50代後半まで
の労働力率は、女性もほぼ一定割合となっており、グラフは台形を描きます。
　日本では出産・子育て期の女性が働き続けにくい理由として、「男は仕事、女は家庭」などの性別に基づく固定的な役割分
担意識が根強くあることや、男性の家事や育児への参画の度合いが違うことなどが考えられます。Q９「仕事と家庭生活を
どう両立していく？」 のDATA １「男性の家事・育児時間の国際比較」にあるとおり、日本の男性は１日の家事・育児時間が
１時間半程度であるのに比べ、海外の男性は２時間半から３時間半程度となっています。日本でも、働き方改革や多様な
働き方の促進により、長時間労働の改善や、通勤時間を短縮できる在宅勤務の広がりなど、男女ともに仕事や家庭を両立
できるような環境づくりが進んでいます。

○神奈川県が企業と一緒に取り組む「かながわ女性の活躍応援団」
　女性の参画は、企業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や新しい発想をもたらし、社会全体の活力にもつながる
ものとして、近年、大きく期待されています。
　神奈川県にゆかりの深い企業等の男性トップと知事により結成された「かながわ女性の活躍応援団」。女性の活躍推進に
は、トップの意識改革とその影響力による取組みの拡がりが特に大切であり、また、県内企業のトップの
約９割が男性という現状から、メンバーはあえて男性のみとし、企業経営者等を対象としたセミナーや
先進的取組紹介冊子の作成などに加え、応援団員企業等から理工系分野で働く女性社員を講師として派
遣する中高生向け出前講座等を積極的に開催し、女性活躍推進の社会的ムーブメントを拡大しています。
県ホームページ：かながわ女性の活躍応援団　https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0050/womanact/

〔出典〕内閣府：男女共同参画白書（2020年）　https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/honpen/b1_s02_01.html 
第１節　就業をめぐる状況／（女性の年齢階級別労働力率（M字カーブ）の状況）／Ⅰ-2-4図

補足情報

■ 主要国における女性の年齢階級別労働力率
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子どもを持つことについて考えるページです。妊娠・出産
についての知識や、子育てにかかる費用などのデータに
触れ、子どもを持つことのイメージを少しでも得ること
を目的とします。

〔保健〕　　結婚生活と健康
〔家庭基礎〕子どもの発達と保育
　　　　　消費生活と生涯を見通した経済の計画

〔家庭総合〕子どもの発達と保育・福祉
　　　　　生活における経済の計画

結婚したら、子どもはどうする？子育て

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2　

DATA3　

豆知識

女性の出産年齢の割合

母親の年齢別にみた周産期死亡率

第1子1人当たりの子育て費用年間
総額
妊娠・出産の本当のこと

厚生労働省：人口動態調査（2019
年）

文部科学省：高校生のキャリア形成
支援教材「高校生のライフプランニ
ング」

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/
kyoudou/detail/1411247.htm

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/
research/cyousa21/net_hiyo/g_mokuji_pdf.html

概要版／３．調査結果／ (1)就学区分別、年齢・
学年別に見た年間子育て費用額／図表3-1-1

県ホームページ：丘の上のお医者さん

内閣府：インターネットによる子育
て費用に関する調査（2009年）

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
jinkou/kakutei19/index.html

https://www.okanouenooisyasan.com/

第２章 様々なライフイベント／３節 子供を育
む／図４「年齢別に見た周産期死亡率（平成19 ～ 
23年の平均値）」

【女性の出産年齢の割合】
詳細な統計表はこちらから／人口動態統計／
確定数／出生　年次／ 2019年／上巻／表番号
4-6 母の年齢（５歳階級）別にみた年次別出生
数・百分率及び出生率（女性人口千対）

【第１子出産時の母の平均年齢】
詳細な統計表はこちらから／人口動態統計／
確定数／出生　年次／ 2019年／上巻／表番号
4-19 出生順位別にみた年次別母の平均年齢

■ mirai book Q8 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）
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○子どもを持つ理由は、「生活が楽しく豊かになるから」
　希望の子ども数を１人以上と回答した未婚者に、なぜ子どもを持ちたいのかたずねたところ、男女とも「子どもがいる
と生活が楽しく豊かになるから」という回答が最も多くなりました。２番目に多かったのは、未婚男性では「結婚して子ど
もを持つことは自然」、未婚女性では「好きな人の子どもを持ちたい」であり、男女で回答に差がみられました。

補足情報

　2019年の国のデータによると、年齢が50歳以上の母親の出生数は56人であり、50歳以上でも出産する人がいることがわ
かります。しかし、これは全体の出生数の0.006％に当たり、極めて少ない数値です。 男女ともに、年齢が上がるにつれて、
妊娠する・させる確率は下がります。 また、妊娠したとしても、母体の死亡率や子どもの染色体異常率が上がり、 無事に
出産できる確率が下がるため、妊娠・出産に適した年齢は、男女ともに20代と言われています。

〔出典〕厚生労働省：人口動態調査（2019年）　https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei19/index.html　
統計表／第４表 母の年齢（５歳階級）・出生順位別にみた出生数／ (1)母の年齢（５歳階級）別

○ほしいと思う子どもの数と、実際は異なっており、背景に経済的な理由などがあります
　理想的な子どもの数と実際に持つつもりの予定子ども数を夫婦にたずねたところ、理想的な子ども数2.32人に対して現在
の子ども数は1.68人、また予定子ども数も2.01人と差があります。理想の子ども数を持たない理由として、「子育てや教育にお
金がかかりすぎるから」が56.3%ともっとも多く、とくに妻の年齢30 〜 34歳未満の若い層では約８割となっています。また、

「高年齢で生むのはいやだから」が39.8%という結果になっており、晩産化が進んでいることも影響していると考えられます。

〔出典〕厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：出生動向基本調査(2015年）　http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
第15回（2015年）／結果の概要／第Ⅲ部 独身者・夫婦調査共通項目の結果概要／第１章 子どもについての考え方／３.子どもを持つ理由／図表Ⅲ-1-11

■ 未婚者（18～49歳）の子どもを持つ理由（複数回答）

■ 妻の年齢別に見た、理想の子ども数を持たない理由（予定子ども数が理想子ども数を下回る夫婦 上位 8つ）（複数回答）

子どもがいると生活が楽しく豊かになるから

結婚して子どもを持つことは自然なことだから

好きな人の子どもを持ちたいから

子どもは将来の社会の支えとなるから

子どもは夫婦関係を安定させるから

子どもは老後の支えになるから

夫や親など周囲が望むから

子どもを持つことで周囲から認められるから

その他

未婚男性
未婚女性

10 5020 6030 7040 80（％）0
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55.1％

21.6％
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〔出典〕厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）：出生動向基本調査（2015年）　http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
【夫婦の平均理想子ども数、平均予定子ども数】
第15回（2015年）／結果の概要／第Ⅲ部 独身者・夫婦調査共通項目の結果概要／第１章 子どもについての考え方／２．夫婦の理想子ども数・予定子ども数と男女児組み合わせ／図表Ⅲ-1-6

【夫婦が理想の子ども数を持たない理由】
第15回（2015年）／結果の概要／第Ⅲ部 独身者・夫婦調査共通項目の結果概要／第１章 子どもについての考え方／４．夫婦が理想の子ども数を持たない理由／図表Ⅲ-1-13

30〜34 歳 40〜49歳 総数81.1

47.7
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39.8
47.2

28.4

10.6
23.5 22.7

15.2 17.5 16.4
24.2

11.8 15.2 18.2 12.1 10.0 10.08.2 11.314.3 17.618.2
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仕事と家庭生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）につい
て考えるページです。「育児休業制度」を理解し、家事、育
児の分担やワーク・ライフ・バランスについて自分の将来
をイメージすることを目的とします。

〔家庭基礎〕子どもの発達と保育
　　　　　高齢期の生活

〔家庭総合〕子どもの発達と保育・福祉
　　　　　高齢者の生活と福祉

仕事と家庭生活をどう両立していく？
家庭
仕事

目的 学習指導要領との関係性

補足情報→

補足情報→

DATA1　

DATA2

COLUMN
豆知識

６歳未満の子どものいる夫の家事、
育児関連時間

介護の担い手について

チームで子育て！

育児休業とは？

県：かながわ男女共同参画推進プラ
ン（第4次）

県ホームページ：パパノミカタ
厚生労働省：雇用均等基本調査

（2019年）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/
fz3/4plan.html

https://c.rakuraku.or.jp/mikata
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r01.
html

■ mirai book Q9 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

結果の概要／事業所調査／Ⅰ 育児・介護休業制
度等に関する事項／１ 育児休業制度／ (4) 育児
休業制度の利用状況／イ育児休業者割合

プランの内容／２　現状と課題／２　個別分野
ごとの現状と課題／ (8)性別による役割分担意識
／グラフ30　介護の役割分担

コラム１　生活時間の国際比較／図表２－２

統計表一覧／調査票Ａに基づく結果／生活時間に関する結果／地域／
表番号７１－４曜日、男女、世帯の家族類型、共働きか否か、６歳未
満の子供の有無・育児支援の利用の状況、行動の種類別総平均時間（子
供のいる世帯の夫・妻）－全国、都道府県／「1 週全体 14_神奈川県・1_
夫・1_夫婦と子供の世帯・0_総数・2_６歳未満の子供がいる」の「07_家
事、08_介護・看護、09_育児、10_買い物」の計（＝家事関連時間）

https://www.gender.go.jp/about_danjo/
whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html

https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/
kekka.html

内閣府：男女共同参画白書（2020
年）
総務省：社会生活基本調査（2016
年）
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○なぜ日本の男性は家事・育児時間が短いのでしょう？
　日本の男性が、海外に比べて家事や育児の時間が短い背景には、長時間労働、長時間通勤などが考えられます。 神奈川
では、男女ともに全国の中でも長時間労働、長時間通勤の傾向が強く見られ、週60時間以上働く雇用者の割合が10.3%（全
国４位 2012年 総務省：就業構造基本調査）、１日当たりの通勤・ 通学時間が105分（全国1位 2016年 総務省：社会生活基本調
査）です。このことが仕事と家庭の両立を困難にしており、解決策のひとつとして、社会全体でテレワークなどの多様・柔
軟な働き方が推進されています。

〔出典〕県：かながわ男女共同参画推進プラン（第4次）　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/4plan.html 
プランの内容／２ 現状と課題／１ 男女共同参画を取り巻く神奈川の状況／ (2)男女共同参画をめぐる神奈川の特徴

○男性が家事・育児に関わるために必要なこと
　神奈川で、男性が家事、育児、介護や地域活動に関わっていけるようになるためには、どのようなことが必要だと思う
か３つまで尋ねたところ、「上司・同僚の理解があること」（54.5%）が最も多く、「休暇が取りやすくなること」（44.9%）、「家事等
は女性が行うべきという意識が変わること」（33.2%）と「職場の人員配置に余裕ができること」（31.0%）が続きました。
　県では、知事をはじめ幹部職員が「イクボス宣言」をして、部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと
人生を応援しながら、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司となることをめざしています。

○男性が育児休業制度を利用しなかった理由
　「男性・正社員」のうち、末子の育児のためにいずれの休暇・休業制度も利用しなかった回答者について、その理由をみると、

「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」が23.4%、「収入を減らしたくなかったから」が22.6%、「職場が育児休業
制度を取得しづらい雰囲気だったから」が21.8%となっています。

〔出典〕県：県民ニーズ調査（課題調査）（2016年）　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f3489/p1121717.html 
調査結果／報告書／課題調査 第３部 調査結果の詳細「男女共同参画社会」／第10章 男女共同参画社会／問55 男性が家事や育児などに関わるために必要なこと 図表10-5-1

〔出典〕厚生労働省：仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業（2018年）　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00001.html 　
概要版／労働者調査結果概要／ II. 労働者調査の結果概要／４．男性の育児のための休暇・休業の取得／ (3)育児のための休暇・休業や育児休業制度を利用しなかった理由

補足情報

■ 男性が家事や育児などに関わるために必要なこと（上位５つ）（複数回答）

■ いずれの休暇・休業も利用しなかった理由（わからない（22.2％）を除く上位５つ）（複数回答）
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20％

40％

40％

60％

上司・同僚の理解があること

休暇が取りやすくなること

家事等は女性が行うべきという意識が変わること

職場の人員配置に余裕ができること

昇進・昇給への悪影響がないこと

会社で育児休業制度が整備されていなかったから

収入を減らしたくなかったから

職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから

男性の社員や育児休業の取得について、会社や上司、職場の理解がなかったから

残業が多い等、業務が繁忙であったから

54.5％

44.9％

23.4％

33.2％

21.8％

31.0％

15.1％

13.4％

23.5％

22.6％
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自分が年を重ね、高齢になった時にどのように暮らした
いかをイメージするページです。現在の延長線上にシニ
アライフがあると感じることを目的とします。

〔保健〕加齢と健康　我が国の保健・医療制度
　　　地域の保健・医療機関の活用　様々な保健活動や対策
　　　労働災害と健康　働く人の健康の保持増進

〔家庭基礎〕高齢期の生活　共生社会と福祉
〔家庭総合〕高齢者の生活と福祉　共生社会における家庭や地域

自分が高齢になったら？シニア

目的 学習指導要領との関係性

国連の世界保健機関（WHO）では、65歳以上の人のことを「高齢者」としています。65 〜 74歳を「前期高齢者」、 75歳以上を「後
期高齢者」と区分し、日本の統計なども同様となっています。

補足情報

テーマへの質問①　何歳からが「高齢者」だと思う？

補足情報

DATA1　

DATA2

COLUMN

神奈川の平均寿命と健康寿命との
比較
高齢者が生きがい（喜びや楽しみ）
を感じているか／現在行っている
社会的な活動

「未病改善」の取組み

内閣府： 高齢者の経済生活に関す
る調査結果（2019年）

県ホームページ：未病について（健
康寿命の延伸に向けた取組）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/
me-byokaizen/index.html
https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/r01/
gaiyo/index.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/
me-byokaizen/index.html

第２章　調査結果の概要／ 1　生きがい、健康状態、社
会的活動に関する事項／（1）生きがいの程度（Q1） 図表
２－１－１－１、（3）社会的な活動（Q3） 図表2－1－3－2

■ mirai book Q10 出典一覧
データタイトル 出典 出典URL 参考情報（データ名など）

県ホームページ：未病について（健
康寿命の延伸に向けた取組）
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mirai book掲載の各Ｑを通じて、自分のライフキャリアについて考えてきた集大成として、未来のライフキャリアプラン
を作成することを目的とします。

mirai の道をライフキャリアプランにしてみよう !
目的

授業の進行例

○mirai bookの各Ｑを通じて、自分のライフキャリアについて考えてきたことを生か
し、未来のライフキャリアプランを作ってみることを伝えます。
○全体の大まかな流れを説明します。
※先生が次の３つの進め方のうち１つを選んで進めてください。

【プラン１】視聴覚教材に収められている２編のうちどちらか１編を選択し視聴します。
【プラン２】ロールモデル事例集を配布し、掲載されているロールモデルの中から、
自分が良いと思う（共感する）ロールモデルを１～２人選び、その理由を考えます。（10
分）その後、数名の生徒に、自分が選んだロールモデルと選んだ理由を発表させます。

（３分）
※ロールモデル事例集は、授業前に生徒へ配布し予め読んできてもらうと、よりス
ムーズに授業を進めることができます。

【プラン３】個人ワーク１から進め、以降の展開を次のとおり変更
　・個人ワーク２の後に、個人ワーク１、２での記載内容をペアで共有（５分）
　・ペアワーク１の時間を４分→8分に延長
　・個人ワーク５の後に、生徒に気づきや感想を発表してもらう（4分）

○mirai book掲載のライフ
キャリアプランシートは、空欄
に書き込む形となっています
が、選択肢に○をつける形で記
入できるシートを県ホームペー
ジ（★参照）で公表しています。
適宜ダウンロードしてご活用く
ださい。
○視聴覚教材やロールモデル
事例集は県内高校へ無料で配
布しています。活用する場合
は、本誌P3を参照し予め入手
しておいてください。

★県ホームページ：高校向けライフキャリア教育支援　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/cnt/f532110/documents/life-h.html 
　啓発冊子／ライフキャリアプランニングシート

〔STEP １～３共通〕
○書き終わった人は次のス
テップに進んでいてもかまわ
ないことを伝えます。
○時間内で書き終わらない場
合は、一旦中止して次のス
テップに進むよう促します。

○総括の言葉は、先生のこれ
までのご経験などを踏まえ、
大切と思うことをメッセージ
として伝えていただいてかま
いません。

《 STEP ２　今の自分について考えてみよう》
○自分が今、興味を持っていることや、熱心に取り組んでいること、これからやっ
てみたいと思っていることを言葉にして、改めて今の自分を見つめ直してほしいこ
とを伝えます。
○STEP １同様、キーワードを記入する形でもかまいません。

《 STEP ３　これからの自分をイメージしよう》
○20歳、25歳、30歳（30代）、40歳（40代）の自分の姿をイメージし、「仕事、勉強」に
ついては何をしているのか、どのようなことをしたいか、「家族、友だち、恋人」とは
どのようにすごしているかなど、具体的に書くよう伝えます。
○STEP１、２同様にキーワードを書いたり、絵で描いてみてもかまいません。
○mirai book掲載の各Qのテーマへの質問に対する自分の回答や、気づきを振り返
る時間を設けても良いでしょう。
○時間が足りない場合は、20歳と40歳の部分だけやってみるなど、記入する部分を
限定してもかまいません。

《 STEP １　これまでの自分について思い出してみよう》
○自分の子どもの頃からこれまでの生活を振り返り、それぞれの時代で印象に残っ
ていることを記入します。「運動会でのリレー」や「ピアノ」など、キーワードでもかま
いません。

〔考えるヒント〕
・どんな遊び・授業・習い事が好きだったか？好きになるきっかけは何だったか？
・嬉しかったこと、頑張ったこと、くやしかったエピソードは？

《 STEP ４　10年後の自分にメッセージを送ろう》
○10年後の自分に向けて「元気に働いていますか？」「あこがれていたユーチュー
バーになって、有名になっていますか？」「○歳までに○○する目標は達成できまし
たか？」など、タイムカプセルレターのように楽しんで書くように伝えましょう。

○ペアで、STEP ３で記入した内容を共有します。

○この授業で気づいたことや感想を記入します。

例えば…
○今日は自分のライフプランシートを作ってみましたが、人生はこの通りに進むと
は限らず、思い通りにいかなかったり、思いがけない出来事が起こったりします。
○皆さん、シートを作成しながら自分が得意なことや好きなこと、大切にしたいこ
とに気づけたのではないでしょうか。思った通りにいかない場合でも、こうした自
分の中の軸をもとにして、違う道を主体的に選び取っていくことができます。
○今後、何かを選ぶ時には「皆がこうしているから、こうするものだから」「これが一
般的には正解」という考え方に捉われることなく、「自分が納得しているか」を大切に
してほしいです。
○これから、多くの経験をし、出会い、皆さんらしい人生を歩んで行くと思います。
ライフキャリアプランは、そんな中で日々変化していくので、折に触れて見直して
書いてみてください。

導入

個人
ワーク１

個人
ワーク２

ペア
ワーク１

総括

個人
ワーク３

個人
ワーク４

個人
ワーク５

16分

3分

3分

12分

4分

5分

4分

3分

STEP1

STEP2

STEP3

STEP3

STEP4

気づき
(ページ下部)

ー

展　開 所要時間
（計50分）

mirai book
該当部分 内　容 参　考
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ともに生きる社会かながわ憲章
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