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キャリア教育の定義

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
※ 「キャリア」とは、⼈が、⽣涯の中で様々な役割を果たす過程
で、⾃らの役割や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

（平成23年1⽉中央教育審議会「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）」より）



激変する社会⼈⼝減少と第四次産業⾰命



人生１００年時代
“100‐Years Life Society”

ＡＩ ×データ時代
“Era of Artificial Intelligence”

働き方が変わる
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1.46
(201５)

12,710万人

11,913

3,716

6,875

1,321

8,808

3,381

4,529

896

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

⽇本の⼈⼝の推移
我が国の⼈⼝は確実に減少し続け、2065年には9,000万⼈を割り込み、約40％の⼈が65歳以上
となる。
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 ⽇本は世界ＧＤＰのうち、14％程度を占めていたが、今は8.5％程度まで低下
 将来、アメリカ、中国、インドが⼤きく経済成⻑するが、⽇本経済は伸び悩み
 新興国・地域の中間層は増加傾向
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（出所）World Bank

主要国のＧＤＰ予測世界における主要国のＧＤＰシェアの推移 （兆ドル）

ＧＤＰで⾒る世界における⽇本

新興国・地域の中間層推移（予測）

通商⽩書（2011）第3-1-1-2図
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第４次産業⾰命 ① 〜技術のブレークスルー〜

• 実社会のあらゆる事業・情報が、データ化・ネットワークを通じて⾃由にやりとり可能に（IoT）

• 集まった⼤量のデータを分析し、新たな価値を⽣む形で利⽤可能に（ビッグデータ）

• 機械が⾃ら学習し、⼈間を超える⾼度な判断が可能に（⼈⼯知能（AI））

• 多様かつ複雑な作業についても⾃動化が可能に（ロボット）

→ これまで実現不可能と思われていた社会の実現が可能に。

これに伴い、産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性。

データ量の増加 処理性能の向上 ＡＩの⾮連続的進化

世界のデータ量は
２年ごとに倍増。

ハードウェアの性能は、
指数関数的に進化。

ディープラーニング等
によりＡＩ技術が
⾮連続的に発展。



第４次産業⾰命 ② 〜新たなビジネスモデル〜
この技術のブレークスルーは、

① ⼤量⽣産・画⼀的サービスから、個々のニーズに合わせたカスタマイズ⽣産・サービスへ（個別化
医療、即時オーダーメイド服、各⼈の理解度に合わせた教育）

② 社会に眠っている資産と、個々のニーズを、コストゼロでマッチング（Uber、Airbnb等）
③ ⼈間の役割、認識・学習機能のサポートや代替（⾃動⾛⾏、ドローン施⼯管理・配送）
④ 新たなサービスの創出、製品やモノのサービス化（設備売り切りから、センサーデータを活⽤した稼

働・保全・保険サービスへ）、データ共有によるサプライチェーン全体での効率性の⾶躍的向上
（⽣産設備と物流・発送・決済システムの統合）を可能にする

⑤ 第4次産業⾰命の技術は全ての産業における⾰新のための共通の基盤技術であり、様々な各分
野における技術⾰新・ビジネスモデルと結びつくことで、全く新たなニーズの充⾜が可能に(ゲノム編集
技術×バイオデータ=新規創薬、新種作物、バイオエネルギー等)

第１次産業⾰命 第２次産業⾰命 第３次産業⾰命 第４次産業⾰命

動⼒を獲得
（蒸気機関）

動⼒が⾰新
（電⼒・モーター）

⾃動化が進む
（コンピュータ）

⾃律的な最適化が可能に
（⼤量の情報を基に⼈⼯知能が
⾃ら考えて最適な⾏動を取る）



全ての分野で、⾰新的な製品・サービスが創出
（共通基盤技術×産業コア技術×データ）

共通基盤技術
⼈⼯知能、

IoT、
ロボット

運転制御技術

⽣産管理技術

バイオインフォマティクス

エネルギー需要
設備制御技術

事故データ、
カメラ情報データ

事故・
ヒヤリハットデータ

⽣物データ

顧客データ

無⼈⾃動⾛⾏による移動サービス
無⼈⾃動⾛⾏⾞ 等

異常・予兆の早期検知等による安全性・⽣産性
向上、保険・格付けの⾼度化 等

新規創薬、機能性⾷品、先端材料製造、
バイオエネルギー 等

エネルギーディマンドリスポンス、
⾒守りサービス 等

技術 関連データ ⾰新的な製品・サービス

ゲノム編集

医薬品開発技術
介護に係る技術

健康医療データ
介護データ

個別化医薬品
⾃⽴に向けた介護ケアプラン 等

⾦融技術 購買・商流データ、
⾦融市場データ

取引・決済データによる与信、
資産運⽤アドバイスサービス⾼度化 等



第４次産業⾰命による就業構造変⾰の姿（イメージ）

市場喪失し、仕事の量は減り、質も低下
グローバル市場を獲得し、
質・量ともに十分な仕事

現状放置 ⽬指すべき姿

（例）グローバル企業の経営戦略策定
トップレベルのデータサイエンティスト・研究開発 等海外に流出 内外から集積

（例）
・様々なビジネスの企画⽴案
・データサイエンティスト等のハイスキルの仕事の
サポート業務（ビジネスプロセスの変化をオペレー
ションレベルに落とし込む橋渡役）

・今後激増するカスタマイズ化された商品・サービスの
企画・マーケティング

（例）ヒューマン・インタラクション
・⼈が直接対応することがサービスの質・価値の向上に
つながる⾼付加価値な営業・販売やサービス

多くの仕事が低賃⾦化

新たな雇⽤
ニーズに対応

⼤きく減少
従来型のボリュームゾーンである

低付加価値な製造ラインの⼯員・
営業販売・バックオフィス等は

AIやロボット等で代替

AIやロボット等を創り、新たな
ビジネスのトレンドを創出する仕事

AIやロボット等を使って、共に働く仕事

AIやロボット等と住み分けた仕事

AI やロボット等に代替されうる仕事



政府の検討状況
働き⽅改⾰と⼈⽣100年時代構想



政府における検討の全体像
安倍政権発⾜〜 「アベノミクス三本の⽮」 （①⾦融・②財政・③成⻑戦略）
2015年9⽉ 「新・三本の⽮」（①強い経済、②⼦育て⽀援、③社会保障）

2016年6⽉ 産業競争⼒会議
「⽇本再興戦略」2016
⇒名⽬ GDP600 兆円」の実現

2017年6⽉ 未来投資会議
「未来投資戦略」2017
⇒Society5.0の実現に向けた改⾰

2016年6⽉ ⼀億総活躍国⺠会議
「⼀億総活躍プラン」策定 （保育・介護に⼒点）

2017年3⽉ 働き⽅改⾰実現会議
「働き⽅改⾰実⾏計画」策定
（⻑時間労働是正、同⼀労働同⼀賃⾦に⼒点）

2017年9⽉
「⼈⽣１００年時代構想会議」発⾜

• 「働き⽅改⾰」に焦点

• 「⽣産性向上」への回帰
• 「LIFE SHIFT」への注⽬

2017年9⽉25⽇ 経済財政諮問会議 安倍内閣総理⼤⾂発⾔
この内閣の経済政策の最⼤の柱は、⼈づくり⾰命であり、安倍内閣が⽬指す⼀億総活躍社会をつ

くりあげる上での本丸。もう⼀つの柱は、⽣産性⾰命であり、⼒強い賃⾦アップと投資を後押しするた
め、2020年度までの３年間を集中投資期間と位置づける。この２本の柱の施策を具体化するた
め、内閣をあげて、年内に新しい政策パッケージを策定する。



働き⽅改⾰ 第１章

⻑時間労働への規制強化



働き⽅改⾰ 第２章

⽣産性 愛着・思い⼊れ
やる気

⽣産性

エンゲージメント

⾼付加価値



⽣産性

エンゲージメント

・・・低い
• ⽇本の時間当たり労働⽣産性は、OECD35か国中、20位

※2015年OECDデータより

・・・⾮常に低い
• 「熱意あふれる社員」の割合は、6％。139か国中、132位
• 周囲に不満をまき散らしている無気⼒な社員」の割合は、24％
• 「やる気のない社員」の割合は、70％ ※2017年ギャラップ社調査より

成果、⽣産性に基づく評価へ

「労働時間」の問題はボウリングの「ファースト・ピン」。
「⻑時間労働是正」と「⽣産性向上」をセットで。
「何時間働いたか」、「何年勤続してきたか」ではなく、
「成果」と「⽣産性」で評価される仕組みへ。



（政府）
議⻑
議⻑代理
副議⻑

議員

英ロンドンビジネススクール教授
世界的ベストセラー「ライフシフト」著
者
早稲⽥⼤学総⻑（教育再⽣実
⾏会議座⻑）
名古屋⼤学総⻑

榊原定征
神津⾥季⽣
宮島⾹澄
樋⼝美雄
⾼橋進
宮本恒靖

品川泰⼀
⽶良はるか
三上洋⼀郎

若宮正⼦

⽇本経済団体連合会会⻑
⽇本労働組合総連合会会⻑
⽇本テレビ報道局解説委員
慶應⼤学商学部教授
⽇本総合研究所理事⻑
元サッカー⽇本代表主将、
現ガンバ⼤阪U-23監督
ユーキャン代表取締役社⻑
READYFOR株式会社代表取締役
GNEX代表取締役CEO、
慶応⼤学総合政策学部2年
1935年⽣まれ。⾼卒後、定年まで
銀⾏勤務。定年後パソコンを購⼊、
82歳でスマホ⽤ゲームアプリ開発

（有識者）
リンダ・グラットン

鎌⽥薫
松尾清⼀

安倍晋三 内閣総理⼤⾂
茂⽊敏充 ⼈づくり⾰命担当⼤⾂
林芳正 ⽂部科学⼤⾂
加藤勝信 厚⽣労働⼤⾂
⿇⽣太郎 副総理 兼 財務⼤⾂
菅 義偉 官房⻑官
世耕弘成 経済産業⼤⾂
野⽥聖⼦ ⼥性活躍担当⼤⾂
松⼭政司 ⼀億総活躍担当⼤⾂

＜⼈⽣100年時代構想会議 メンバー＞



Explorer

“ LIFE SHIFT “ （ 2016年 リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著）

⼈が100年も“健康に”⽣きる社会が到来する時、従来の3つの⼈⽣のステージ（教育を受ける
／仕事をする／引退して余⽣を過ごす）のモデルは⼤きく変質する。

＜100年ライフにおいて必要性が増すもの＞
・教育（専⾨技能を⾼め、世界中の競合との差別化が必要）
・多様な働き⽅（７０才超まで働くことを想定し、独⽴した⽴場での職業を考える）
・無形資産（お⾦だけでなく、経験や⼈的ネットワークなど）

教育 仕事 引退

Independent producer Portfolio stage

⾃分の⽣き⽅に関して考える時
期、知識やスキルの再取得
（職業訓練・学び直しなど）

組織に雇われず、独⽴した
⽴場で⽣産的な活動に携
わる⼈（フリーランスなど）

異なる活動を同時並⾏で⾏う
（例）週３仕事、週１ボラン
ティア、週１NPO活動など

〜２５ ２５〜６０ ６０〜

個⼈の状況に応じて、それぞれのタイミングで３つのステージを⾏ったり来たりするように



求められる資質・能⼒



“９Principles”（2017 伊藤穣⼀、ジェフ・ハウ著）

1.権威より創発

2.プッシュよりプル

3.地図よりコンパス

4.安全よりリスク

5.従うより不服従

6.理論より実践

7.能⼒より多様性

8.強さより回復⼒

9.モノよりシステム

意思決定が各種の従業員やステークホルダーたちの集団で、創発されるようになっ
ており、多くの組織の未来を変えつつある。
ネットワーク時代の⼈的資源の最⾼の使い道は、必要なものだけを、必要とされる
ときだけに使って、⼈々をプロジェクトに引き込むこと。
これから求められるのは、⾏くべき⽅⾓だけを⽰すコンパスであり、抽象的な思考は、
有⽤なコンパスのひとつとなる。
イノベーションの費⽤が低下したことにより、リスクの性質が変化。アジャイルであり続
け回復⼒を維持できるよう、リスクを活⽤し、環境の変化に応じて⾃らも変化する。
イノベーションには創造性が必要で、創造性はしばしば制約からの⾃由を必要とす
る。進歩のためにはルールを破らなければならない。
加速する未来では変化が新しい常態となるので、「失敗」を安上がりな学習機会
として受け⼊れることが普通になっている。
多様性は組織にとって戦略的に重要となりつつあり、認知的に多様な労働⼒を持
つ組織は問題解決に優位性を持つ。
失敗の費⽤が急減しているので、強さよりも回復⼒を重視することで、組織は活
⼒があり、堅牢で、ダイナミックなシステムを発達させることができる。
イノベーションは速度と効率性以上に新技術の総合的な影響についても考慮する
必要があり、そのためには、⾃分たちの活動するコミュニティをもっと理解する必要。

絶え間なく変化する現代の特徴は、「⾮対称性」、「複雑性」、「不確実性」であり、
成功のカギは分化、指針、世界観



第四次産業⾰命による産業構造や就業構造の変化に対応するためには、以下の
４つの知性を備えることが必要。

① 状況把握の知性（精神）―知識を理解し、応⽤する能⼒
 新たなトレンドを予想し、全体像を組み⽴てる能⼒
 多様性のあるネットワークの価値を理解する

② 感情的知性（⼼）―思考や感情を処理し、統合する能⼒。あるいは⾃分⾃⾝とそれら
を関連づけたり、それら同⼠を関連づけたりする能⼒
 状況把握を補完する存在
 ⾃⼰認識、⾃⼰統制、モチベーション、共感、ソーシャルスキルの重要な基盤

③ 啓⽰的知性（魂）―公益のために変化をもたらし、⾏動するための個⼈および共通の
⽬的意識や信頼感、その他の美徳を活⽤する能⼒
 共通の運命感に基づく新たな集団的意識や道徳的意識へと、創造的な欲求を伸ばし、

⼈間性を⾼めることを⽬指す
 連帯によって共通の⽬的意識を持ち、共通利益を⽬指した意思決定を常態化すること

による信頼の獲得・維持
④ 物理的知性（⾁体）―⾃⾝の健康や幸福だけでなく、個⼈及びシステム双⽅の変⾰に

必要なエネルギーを注ぐ、私たちの周りにいる⼈々の健康や幸福の追求と維持をする能⼒
 個⼈の健康や幸福の維持・追及
 健康な体とプレッシャーの下でも動じない⼼

“The Fourth Industrial Revolution“(2016年 クラウス・シュワブ著)



The Center for Curriculum Redesign(CCR)の枠組み

カリキュラム・
リデザイン・
センター

DeSeCo
（OECD）

キー・コンピテン
シー

（EU）
21世紀型スキル
（ATC21S）

知識 道具を相互作⽤
的に活⽤する

外国語によるコミュ
ニケーション
数学、科学技術
デジタルコンピテン
シー
起業家精神

情報リテラシー
ICTリテラシ－

スキル 異質な集団で交
流する

⺟国語によるコミュ
ニケーション

創造性とイノベーショ
ン
批判的思考、問題
解決、意思決定
コミュニケーション
協働（チームワー
ク）

⼈間性 ⾃律的に活動す
る

社会的能⼒と市
⺠としての能⼒
⾃発性
⽂化的意識と表
現

⼈⽣とキャリア発達
シチズンシップ（地
域と世界）
⽂化的意識と⽂化
的能⼒
個⼈の責任と社会
的責任

メタ学習 省察性 学び⽅の学習 学び⽅の学習
メタ認知

メタ認知
どのように省察し、どのように適応するか

知識
何を知り、

何を理解しているか

スキル
知ってることを

どのように使うか

⼈間性
どのようにふるまうか

どのように世界と関わるか

学際的知識
伝統的知識（例：数学）
現代的知識（例：起業家精神）
テーマ（例：グローバルリテラシー）

創造性
批判的思考⼒
コミュニケーション
協働

マインドフルネス
好奇⼼
勇気
レジリエンス
倫理
リーダーシップ

メタ認知
成⻑的思考態度

21世紀の
学習者

出典：C・ファビル他著、岸学監訳「21世紀の学習者と教育の４つの次元」北⼤路書房

CCR(The Center for Curriculum Redesign)：21世紀における幼稚園から⾼校までの教育のスタンダードを再設計することによって、⼈間の能⼒を拡⼤
し、集団的な反映をもたらすことを⽬指した国際的組織、研究センター

CCR（The Center for Curriculum Redesign）では、各国の教育機関や専⾨機関な
どによって作られた既存の枠組みや様々な産業のCEOへの調査を基に、21世紀コンピテン
シーの枠組みとして、「知識」、「スキル」、「⼈間性」、「メタ認知」を挙げている。



経済団体が求める資質・能⼒
 経済団体が求める資質・能⼒としては、「社会⼈基礎⼒」に⽰す資質・能⼒のうち、主

体性と課題発⾒⼒、多様性を尊重し価値観の異なる相⼿との協働が強調されている。
 また、「社会⼈基礎⼒」では⽰されていない、リベラル・アーツ、情報活⽤能⼒、双⽅向

で真摯に学び合う対話⼒などが⽰されている。

「今後の教育改⾰に関する基本的考え⽅」
⽇本経済団体連合会（2016.4.19）

これからの時代に求められる素質・能⼒
 ⾃ら課題を設定し主体的に解を⾒出す能

⼒、⾃らの意⾒を論理的に発信する⼒、外
国語によるコミュニケーション能⼒、リベラル・
アーツ、多様性を尊重して他者と協働して
事業を遂⾏する能⼒

 理⼯系であっても⼈⽂社会科学系を含む
幅広い分野の科⽬を学ぶことや、⼈⽂社会
科学系であっても、先端技術や理数系の基
礎的知識を学ぶこと

 質の⾼い情報を取捨選択し、情報を課題
解決のために使いこなす情報活⽤能⼒

「これからの企業・社会が求める⼈材像と
⼤学への期待」

経済同友会（2015.4.2）

企業が求める⼈材像と必要な資質能⼒
 変化の激しい社会で、課題を⾒出し、チーム

で協⼒して解決する⼒（課題設定⼒・解決
⼒）

 困難から逃げずにそれに向き合い、乗り越え
る⼒（耐⼒・胆⼒）

 多様性を尊重し、異⽂化を受⼊れながら組
織⼒を⾼める⼒

 価値観の異なる相⼿とも双⽅向で真摯に学
び合う対話⼒（コミュニケーション能⼒）



「⼈⽣100年時代」の⼈⽣設計
 第四次産業⾰命による技術⾰新は産業構造を⼤きく変化させるだけでなく、⼈材投資の回

収スピードが速くなることから、教育〜就職〜退職という⼀本槍のキャリアには限界。
 ⼈⽣100年時代においては、キャリアオーナーシップに基づいた⾃律的なキャリア形成とそれ

を⽀援する職場・教育環境の充実が不可⽋。

これまでの
キャリア形
成の課題

結婚・育児
マミートラック
第⼆新卒⼤

学
卒
業

就
職 知識・技術の陳腐化

産業構造の変化

介護
役職定年 定

年
退
職

再就職困難
健康・⽣活不安

・孤独

⼈⽣100年
時代の

キャリア形成

天寿
全う

新たなスキル
の獲得

先端知識・技術
の吸収

知識・技術
の体系化

個々⼈のキャリアオーナーシップに
基づいた⾃らのキャリアの⽅向性

⼤
学
卒
業

知識・技術を活かした多様で柔軟な働き⽅
⼦会社や海外での修羅場経験

社内外での転職
起業
留学

知識・技術を活⽤した
中堅・中⼩・ベンチャー企業や
地域活動の⽀援

就
職



これから必要となる能⼒・資質

出所：経済産業省新産業構造部会の議事等より作成

第四次産業⾰命で求められる能⼒・スキルのイメージ

産業・ビジネス固有の専⾨的知識 機能的な専⾨知識
（例：経営戦略、マーケティング）専⾨知識 X

基幹能⼒ マネージメント創造性 ヒューマンタッチ・
コミュニケーション問題発⾒・解決

マインド チャレンジ精神 多様性・異⽂化理解⾃⼰研鑽意識

リテラシー ⾔語⼒（⺟語）・数的能⼒
（いわゆる「読み書き算盤」）

これまでも重視

英語によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの基盤となる⾔語⼒
情報・データやITに関するリテラシー

（問題発⾒・解決のために情報・データやITを使いこなす⼒）

新たに重視

知

識

⾏

動



キャリア教育推進に向けた
経済産業省の取組み



産学協働によるキャリア教育の推進
キャリア教育推進のための表彰・シンポジウム
 地域⼀体となったキャリア教育の取組、企業・経済団体による教育⽀援を奨励するため、以下の表彰制度を実施。

『キャリア教育推進連携表彰（⽂科省・経産省連名表彰）』
『キャリア教育アワード（経産⼤⾂表彰）』

 「キャリア教育推進連携シンポジウム」の開催（⽂科省・厚労省・経産省合同開催、平成24年度〜）

第８回キャリア教育アワード受賞結果（平成２９年1２⽉）※応募総数43件

経済産業⼤⾂賞
○阪急阪神ホールディングスグループ ＜⼤企業の部＞

○⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協議会＜中⼩企業の部＞

○富⼭県中学⽣ものづくり教育振興会＜コーディネーターの部＞

キャリア教育コーディネーターの育成⽀援
 地域・社会の持つ教育資源の活⽤のため、地域・社会

と学校との仲介役として「キャリア教育コーディネーター」の
育成を⽀援（平成17〜22年度）。

 コーディネーターの育成・認定等を担う⺠間団体として
「⼀般社団法⼈キャリア教育コーディネーターネットワーク
協議会」が設⽴（平成23年1⽉）され、現在約270名
のコーディネーターが全国で活動を⾏っている。

仲介役

キャリア教育
コーディネー

ター

学校教育
⼩学校
中学校
⾼校
⼤学

地域の教育資源
・企業関係者
・教育ＮＰＯ
・⾃治体
・ＰＴＡ

など

協
⼒
依
頼

連
携

◆外部講師の確保・派遣
◆受⼊事業所の確保
◆体験学習先の提供 等

◆実施校との⽇程調整
◆授業時間の確保
◆教育プログラムの策定 等

⽂部科学省連携経済産業省



（参考）キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会認定の
全国のコーディネーター育成機関

①ＮＰＯ法⼈教育プラットフォーム北海道
（北海道⼩樽市）

③(株)ソシオエンジン・アソシエイツ
（東京都港区）

④NPO法⼈スクール・アドバイス・
ネットワーク

（東京都杉並区）⑤NPO法⼈アスクネット
（愛知県名古屋市）

★

⑥(株)キャリアリンク（⼤阪府⼤阪市）

★
⑩(有)オーシャン・

トゥエンティワン
（沖縄県那覇市）

⑦ＮＰＯ法⼈南⼤阪地域⼤学コンソーシアム（⼤阪府堺市）
⑧ＮＰＯ法⼈ＪＡＥ（⼤阪府⼤阪市）

★

★

★★

★

②NPO法⼈ハーベスト
（宮城県仙台市）

⑨(株)Campanula（カンパニュラ）
（福岡県福岡市）

★
★

●団体の活動内容
１．キャリア教育コーディネーター認定事業

キャリア教育コーディネーターを試験し、認定する
２．キャリア教育コーディネーター育成及び研修事業

キャリア教育コーディネーターの質を 担保し、向上させる
３．普及啓発推進・持続可能な協議会運営事業

優良事例の発掘、普及、広報、事例研究、情報収集、発信、研究会の開催

●連絡先
代表理事 ⽣重 幸恵
事務局 〒167-0043 東京都杉並区荻窪5-28-3 1階１号
電話番号 ０３－３３９２－１９８８
FAX番号 ０３－５３３５－７３６６

★



インターンシップの推進
産学協働による実践教育の強化・拡⼤に向けて、⽂部科学省、厚⽣労働省と協働で
インターンシップを推進。

○インターンシップの受⼊に活⽤で
きる各種標準書式
「教育的効果の⾼いインターンシップの普及に関
する調査」(H25)
・エントリーシート
・条件確認書・誓約書
・⽬標設定・プロセス管理・振返りシート
・企業フィードバックシート 他

○成⻑する企業のためのインターンシップ活⽤ガイド
「産学連携によるインターンシップのあり⽅に関する調査」(H24)

企業におけるインターンシップの実践事例やその推進
のポイント、有識者研究会で検討した内容等を掲載。

○教育的効果の⾼いインターンシップ実践のための
コーディネーターガイドブック

「教育的効果の⾼いインターンシップの普及に関する調査」(H25)
専⾨⼈材に求められる役割と機能を整理し、具体的

な実施・運⽤⽅法について掲載。

インターンシップの「量」の拡⼤と同時に、⼈材の成⻑の場に⾼めるための
「質」の強化が求められており、先進事例、受⼊のあり⽅やツール等、全
体の枠組み作りに関わる他、産業界の参加を促進するための調査・研
究および普及を⾏っている。

2014年4⽉8⽇ 「インターンシップの推進
に当たっての基本的考え⽅」 の⾒直し
(⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省)



経産省 ⼈材⼒強化研究会
 「第四次産業⾰命」や「⼈⽣100年時代」の下で、我が国の「⼈材⼒」を強化するため、①リカレント

教育の充実、②（特に⼤企業から中⼩企業等への）転職・再就職の円滑化、それらのベースとな
る、③必要とされる⼈材像の明確化や確保・活⽤や、④産業界として果たすべき役割などをパッケー
ジで検討するための研究会を設置。

 また、⼀⼈⼀⼈がこの問題と向き合い、開かれた幅広い議論を喚起するため、メディアとも連携。

⼈材⼒研究会
●学識経験者
諏訪康雄（法政大学 名誉教授）

今野浩一郎（学習院大学 名誉教授）

●リカレント教育／転職・再就職関係者

小城武彦（日本人材機構 代表取締役社長）

宇佐川邦子（リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター長）

水谷智之（一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム 代表理事）

宮島忠文（社会人材コミュニケーションズ 代表取締役）

米田瑛紀（エッセンス 代表取締役）

●企業／働き手

垣見俊之（伊藤忠商事株式会社 人事・総務部長）

西村創一朗（HARES 代表取締役）

●主なゲスト（今までの実績）

落合陽一（筑波大学 学長補佐）、高濱正伸（はなまる学習会 代表）

熊平美香（昭和女子大学 学院長）、山田久（日本総合研究所 理事）

佐藤昌宏（デジタルハリウッド大学大学院 教授） など他多数

※オブザーバーとして、経団連、日商、全国連、中央会や関係省庁等が参加。

連携

メディア等

その他
各種メディア

人材室
Facebook

ページ

発信

発信



議論の概要（⼈材⼒強化に向けた３つのポイント）

何を
学ぶのか

どのように
学ぶのか

学んだ後、どのように
活躍するのか

 「何を学ぶのか」を考えることが最初の学び
 OS（社会⼈基礎⼒、EQ、マインドセット等）を常にアッ

プデート
 ニーズの⾼いアプリケーション（ＩＴ、産業分野別のスキ

ル等）を明確化

 「タフアサインメント」や「（社内）兼業・副業／出向」
で、「体験総量」をあげる

 企業と個⼈の対話を充実させ、「学ぶ」環境を整える
 企業の役割は「雇い続ける」から、「活躍し続けるための

⽀援（キャリア開発⽀援）」に

 多様なポジションの獲得・創出／新陳代謝の促進によ
り、⾃由なキャリアの実現

 スキルや成果に基づく処遇の実現
 （⼤企業から中⼩企業等への）転職・再就職の円滑

化（中⼩企業の求⼈機能強化、マッチングの仕組み構
築 など）

●何を学ぶのか

●どのように学ぶのか

●学んだ後、どのように活躍するのか

政府、社会、企業、個人が
それぞれの立場から、好循環を
作り出すために取り組むことが重要



「社会⼈基礎⼒」提唱の背景

【ビジネス環境の変化】
 国内産業の成熟化による右肩上がりの成⻑の終焉、市場ニーズの多様化、商品サイクルの短期化
 ＩＴ化の進展による単純作業の機械化
【教育環境の変化】
 家庭や地域社会の教育⼒の低下、⼤学進学率の上昇と⼤学全⼊時代の到来

90年代以降のビジネス・教育を巡る環境変化

若者が学校卒業後にスムーズに職場に定着できないことが社会問題化
（いわゆるニートなどの「学校から職場への移⾏」の問題）

【企業の経営課題の変化】
既存の成功モデルの踏襲 新しい価値の創出

【求められるようになった能⼒】
 新しい価値創出に向けた課題発⾒、関係者からのアイディア収集、実現のための試⾏錯誤
 多様な⼈々との協働による課題解決活動など、チームワークが求められる度合いの⾼まり

職場等で求められる能⼒の明確化

従来、⼗分に意識されていなかった「職場等で求められる能⼒」をより明確にし、意識的な育
成や評価を可能としていく必要。



「社会⼈基礎⼒」の定義
平成18年１⽉に経済産業省が主催した産学の有識者による委員会（座⻑：諏訪康雄法
政⼤学⼤学院教授（当時））により、職場や地域社会で多様な⼈々と仕事をしていくため
に必要な基礎的な⼒を「社会⼈基礎⼒(＝３つの能⼒・1２の能⼒要素）」として定義。

意⾒の違いや⽴場の違いを理解する⼒

⾃分と周囲の⼈々や物事との関係性を理解する⼒

主体性
物事に進んで取り組む⼒

働きかけ⼒
他⼈に働きかけ巻き込む⼒

実⾏⼒
⽬的を設定し確実に⾏動する⼒

創造⼒

課題発⾒⼒

新しい価値を⽣み出す⼒

現状を分析し⽬的や課題を明ら
かにする⼒

課題の解決に向けたプロセスを明
らかにし準備する⼒

計画⼒

前に踏み出す⼒ （アクション）
〜⼀歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む⼒〜

考え抜く⼒ （シンキング）
〜疑問を持ち、考え抜く⼒〜

チームで働く⼒（チームワーク） 〜多様な⼈々とともに、⽬標に向けて協⼒する⼒〜
発信⼒ ⾃分の意⾒をわかりやすく伝える⼒
傾聴⼒ 相⼿の意⾒を丁寧に聴く⼒

柔軟性
情況把握⼒
規律性 社会のルールや⼈との約束を守る⼒

ストレスの発⽣源に対応する⼒ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ⼒



「社会⼈基礎⼒」の
⾒直しの⽅向性



「⼈⽣１００年時代」の「働き⽅」と「⽣き抜く⼒」
• 「⼈⽣１００年時代」において、キャリア・オーナーシップや「成果」を出

すマインド、そのための社会⼈基礎⼒は必要不可⽋な⼟台。
• 付加価値を発揮し続けるためには、「⼀億総学び」社会の下で、絶えず学び
直しを通じたアップデートや新たなスキルの獲得が必要不可⽋。

社会人基礎力

専門スキル

社内スキル

キャリア意識、マインド

パフォーマンス

年齢

• 全ての基盤
• 絶えず持ち続けることが必要

• 社会⼈としての基礎スキル
• 初期に⾝につけておく必要

• ⼈材としての付加価値の源泉
• 絶えず新たなスキルの獲得や

アップデートが必要

• 職場によって異なる

専門スキル

社会⼈として
の共通能⼒
（随時メンテナ
ンスが必要）

業界等の特性
に応じた能⼒
（絶えず学び直
しが必要）



「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」について
• 「⼈⽣100年時代」や「第四次産業⾰命」の下で、2006年に発表した「社会⼈基礎⼒

（＝3の能⼒／12の能⼒要素）」はむしろ重要性を増しており、有効。
• ⼀⽅で、「⼈⽣100年時代」ならではの切り⼝、視点が必要となってきている。

発信力

傾聴力

柔軟性

情況把握力

規律性

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

チームで働く⼒（チームワーク）

⾃⼰実現や社会貢献に向けて、企業内外で主体的にキャリアを切
りひらいていく

どう活躍するか
Work As Life

協業⼒、ネットワーキング⾏動、多様な⼈たちとの繋が
り、パートナー⼒、相⼿との壁を越えて多様性を活かす対
話⼒、⼈間関係資本、関係構築能⼒、異⽂化集団に⾶び込
み（混沌、未知、異⽂化を受け⼊れ）信頼を勝ち得る（周
囲を巻き込む）⼒

学び続ける⼒、「OS」と「アプリ」、マインドセットとキャリア
オーナーシップ

何を学ぶか

課題発見力

計画力

創造力

考え抜く⼒（シンキング）
考え抜く⼒、問題発⾒能⼒、システムとして
物事を考える⼒、ソーシャルとビジネスを融
合する⼒、⾒えないものが⾒える⼒

抽象思考⼒、価値判断⼒

⾼い倫理観を持ち正しい選択をする⼒、詰め
る⼒、⾦融的投資能⼒、未来を予想する⼒

主体性

働きかけ力

実行力

前に踏み出す⼒（アクション）

協業⼒、ネットワーキング⾏動、多様な⼈
たちとの繋がり、パートナー⼒、相⼿との壁を越
えて多様性を活かす対話⼒、⼈間関係資本、関係
構築能⼒、異⽂化集団に⾶び込み（混沌、未知、
異⽂化を受け⼊れ）信頼を勝ち得る（周囲を巻き
込む）⼒

変化に前向きに対処する⼒、範囲を限定せずに主
体的に動く⼒

詰める⼒、やり切る⼒、組織に隷属せず⾼い志を
持ちピンで⽴てる⼒、チャレンジする⼒

新たに考慮すべき視点

感情を学ぶ、EQ（Emotional Intelligence 
Quotient）、情緒的資本
シチズンシップ、⾼い倫理観を持ち正しい選
択をする⼒

（※）

（※）

変化に前向きに対処する⼒、

リフレクションと体験・実践、多様な能⼒を組み合わせる
どのように学ぶか



「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」の概念
「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」は、これまで以上に⻑くなる個⼈の企業・組織・社会との関わり
の中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる⼒と定義され、社会⼈基礎⼒の３
つの能⼒／12の能⼒要素を内容としつつ、能⼒を発揮するにあたって、⾃⼰を認識してリフレクション
（振り返り）しながら、⽬的、学び、統合のバランスを図ることが、⾃らキャリアを切りひらいていく上
で必要と位置付けられる。

どう活躍するか
【⽬的】

⾃⼰実現や社会貢献
に向けて⾏動する

３つの視点

⼈⽣100年時代の
社会⼈基礎⼒

リフレクション （振り返り）

３つの能⼒
12の能⼒要素

前に踏み出す⼒
主体性、働きかけ⼒、

実⾏⼒

考え抜く⼒
課題発⾒⼒、

計画⼒、
想像⼒

チームで働く⼒
発信⼒、傾聴⼒、

柔軟性、情況把握⼒、
規律性、ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ⼒

どのように学ぶか
【統合】

多様な体験・経験、能⼒、キャリ
アを組み合わせ、統合する

何を学ぶか
【学び】

学び続けることを学ぶ



就学前教育
幼稚園教育要領
保育所保育指針

初等中等教育
学習指導要領

⾼等教育
⼤学設置基準等

新⼈ 社会⼈
社会⼈基礎⼒

（2006）
中堅 社会⼈ 中⾼年 社会⼈

何を
学ぶか
【学び】

・学びに向かう⼒が
ついているか

・主体的に⾃⼰を
発揮しながら学
びに向かう態度
はついているか

・どんな専⾨分野
を修めて社会で
活躍するための
礎とするか

・⾃らが付加価値
を⽣み出すため
の学びはなにか

・学びの広さや深
さを得らえるか

・強みを伸ばし、
弱みを克服する
学びはなにか

・社会や技術の
変化に対応す
るための学びは
なにか

・持続的に活躍し
続けるために必
要な学びはなに
か

・経験等を引き継
ぐための学びはな
にか

どのように
学ぶか
【統合】

・⼤⼈との触れ合
いは⼗分か

・他者との関わりは
⼗分か

・学校種間の連携
や交流は⼗分か

・共に尊重し合い
ながら協働して
⽣活していく態
度はついているか

・年代、地域、⽂
化などを超えた多
様な⼈と関わって
いるか

・多様な⼈と出会
い、視野を広く
持ち、多様な機
会を得ているか

・多様な⼈との関
係性を構築し、
価値の創出に
向けて組み合わ
せているか

・多様な⼈との関
係性を活⽤し、
活躍の場や活動
の領域をこれまで
より広げているか

どう
活躍するか

【⽬的】

・よりよい⽣活を営
もうとしているか

・⾃分のよさや可
能性を認識して
いるか

・得⼿不得⼿を踏
まえて、企業・社
会とどのように関
わりたいか

・組織や家庭との
関係でどんな⾃
分でありたいか

・⾃⼰実現するた
めにどのような⾏
動が必要か

・これまでの経験を
踏まえ⾃らが社
会に提供できる
価値はなにか

３つの能⼒
12の能⼒要素

「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」の「気づき」の設定
個々⼈がキャリアオーナーシップにもとづき、⾃らが持つ・持たざる能⼒や体験をリフレクション（振り返り）
するため、ライフステージの各段階で意識することが求められる“問い”を⽰すことが有⽤。

教
育
と
社
会
と
の
関
係
の
接
続

(
こ
れ
ま
で
の
重
点)

教育や体験活動を通じた育成／育成の⽀援 仕事や地域での実践を通じた深化／研鑽環境の整備

・主体的・対話的で深い学び
・キャリア教育の充実

・多様な経験の積み重ね
・リフレクションと多様なフィードバックの積み重ね

リフレクション（振り返り） リフレクション（振り返り）



⼈材⼒研究会の報告書（⼈材像WG部分）の概要

何を学ぶか
１．「ＯＳ」をアップデートする
（「⼈⽣100年時代の社会⼈基
礎⼒」を⾝につける）

（１）他者との関わりの重要性

（２）マインドセット／主体性
／仕事観

（３）キャリア・オーナーシッ
プ

（４）リーダーシップ

２．アプリケーションをアップ
デートする（産業分野別の成⻑
戦略と⼀体となった⼈材像）

（１）総論

（２）産業横断的に必要なＩ
Ｔ・デジタルスキル

（３）産業・企業全体を俯瞰し
た際に必要なスキル

どのように学ぶか
１．「体験総量」をあげる
（１）多様な体験・ストレッチな経験
（２）「兼業・副業（複業）・出向など」による経験・キャ

リアの複層化
（３）リカレント教育による必要な能⼒の獲得
（４）実践の中での学び
２．「学ぶ」環境を整える
（１）キャリア・オーナーシップ醸成とキャリア開発⽀援

の充実
（２）「企業の成⻑」と「個⼈の成⻑」の⽅向性のすり合わ

せ（対話の充実）
（３）リフレクション（⾃らを振り返る機会）の機会充実
（４）「学ぶこと」への周囲の理解の獲得（社会環境の整

備）
３．リカレント教育の担い⼿
（１）様々な主体による学びの場の提供
（２）産業横断的／産業・企業全体での取組
（３）「実務家教員」の充実と「ティーチング／コーチン

グ・スキル」

学んだ後に、どの
ように活躍するか
１．主体的なキャリアの実
現

（１）多様なポジショ
ン・キャリアの獲
得・創出／新陳代謝
の促進

（２）スキルや成果に基
づく処遇の実現（学
びへの社内インセン
ティブ）

（３）転職・再就職の円
滑化

（４）会社と個⼈の新た
な関係性の構築

２．個⼈が働き続けられる
環境の整備

「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」とは
１．「社会⼈基礎⼒」の重要性
２．⼈⽣100年時代の羅針盤（「社会⼈基礎⼒」を⾝に付け、
発揮するためのポイント）

３．Work as Lifeの実現 〜⼀⼈ひとりが価値を発揮する社会へ〜
４．企業と個⼈の新たな関係性（⼈材⼒強化のために企業がなす
べきこと）



「個⼈の成⻑」と「企業の成⻑」について
 「キャリアオーナーシップ」を持つ個⼈は、主体性を向上させ、⾃らの「持ち札」を増やすことでキャリ

アを切りひらいていく。⼀⽅で、企業や組織は、効果的な⼈材確保を通じて多様な⼈材が活躍
する場を提供するプラットフォームとなることではじめて成⻑し続けることが可能になる。

 個⼈の成⻑と企業の成⻑のベクトルを合わせることにより、はじめて⽣産性の向上が実現可能
に。これが「働き⽅改⾰第２章」で求められること。

どう
活躍するか

【⽬的】

何を
学ぶか
【学び】

どのように
学ぶか
【統合】

３つの視点

個 ⼈ 企業・組織
 キャリアの棚卸し、リフレクション
 継続的な学び
 体験総量を増やす
 没頭・越境体験
 リカレント教育
 ⼈的ネットワークの構築

キャリアオーナーシップ
／キャリア権の確⽴

優秀な⼈材の確保
競争⼒の向上

主体性・モチベーションの向上

エンゲージメントの向上

 適所適材の⼈事配置・評
価報酬システム

 個⼈のキャリア⾃律への強
⼒な⽀援・理解

 柔軟な⼈事制度、⼈材活
⽤⽅針

 オープンイノベーションのため
の社内外の活躍の場の提
供

 ⾃社魅⼒の⾒える化
 タスク分解などの経営・業務

改⾰

成⻑ベクトルのすり合わせ
による⽣産性の向上

リフレクション
（振り返り）



「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」育成の担い⼿
各レイヤーでの気づきに応じて、教育機関におけるプログラム開発・展開や、企業・組織による⼈事配
置・⼈事施策の充実等が求められる。

 専⾨職⼤学院
（MBA、ロースクール等）

 ⼤学院
（修⼠課程、博⼠課程）

 専⾨職⼤学/短⼤
※2019年度開学

 ⼤学
（学⼠課程等）

 専修学校
（専⾨学校等）

 研修・教育事業者、学会
（e-Learningを含む）
・資格取得講座
・ITスキル習得講座
・派遣等に伴う研修
・マインドセット など

 ＯＪＴ
 企業内の配置等

海外経験や重要職務などへのアサインメント等
 ⼈事評価・報酬制度の設計

職務の明確化等
 学びへの⽀援

サバティカル、学習への費⽤⽀援・理解、
柔軟な勤務時間等

 出向、社内起業
⼦会社などでのマネジメント経験
資本関係のない会社での「武者修⾏」等

 兼業・副業（複業）、起業、社内兼業
越境経験、オープンイノベーション等

 インターンシップ、海外留学・留職、他社留学
異⽂化体験等

教育機関 企業、組織、現場
伸ばす場

能⼒の発揮、⾃⼰実現、⽣産性の向上、イノベーションの創発

キャリアの棚卸し、体験のリフレクション（振り返り）による気づき

•本質を⾒極める
•学習共同体への参加
•学位取得

•専⾨知識の更新
•汎⽤的スキルの習得
•理論的な理解

⇒ ・実践的知識や技能の
習得

•知識や技能の
獲得・更新

•⾃分の再認識



必要な能⼒に関する企業・学⽣の意識のズレ

出典：経済産業省「大学生の『社会人観』の把握と『社会人基礎力』の認知度向上実証に関する調査」平成21年度

「社会に出て活躍するために必要な能⼒」の認識については、⼤きな相違はない。
しかし、「不⾜していると思う能⼒」の認識には、企業と学⽣の間にギャップがある。
産業界が期待している能⼒が何か理解する必要。

Ｑ．⾃分が既に⾝につけていると思う能⼒は？（対学⽣）
学⽣が既に⾝につけていると思う能⼒は？（対企業）

Ｑ．⾃分に不⾜していると思う能⼒は？（対学⽣）
学⽣に不⾜していると思う能⼒は？（対企業）

粘り強さ
チームワーク⼒

（学⽣の認識）
「⼗分出来ている」
（企業の認識）
「まだまだ⾜りない」

ビジネスマナー

主体性
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ⼒

語学⼒

PCスキル
業界の専⾨知識

（学⽣の認識）
「まだまだ⾜りない」
（企業の認識）
「出来ている
（これからで良い）」



【問い合わせ先】
経済産業省産業人材政策室
ＴＥＬ：０３－３５０１－２２５９

ご参加ありがとうございました。
産業⼈材政策に関する情報はこちらをご覧ください

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/index.html

Facebook もあります！
FBで「⼈材政策」で検索


