
３　教育機関相互の連携
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掲載事例の特 徴 

【事例12】千葉商科大学
大学・学生の教育力を生かした「キッズビジネスタウンいちかわ」

○同大学キャンパス内に設けられた「キッズビジネスタウンいちかわ」において、子どもたちが公共施
　設、銀行、商店、工房等で商品流通の仕組みやビジネス活動のあらましを体験的に学ぶプログラム
○学生スタッフによる企画・準備・運営と、それらを通した学生スタッフのキャリア形成への貢献
○高校を対象とした同プログラムの企画・運営研修会の開催と、愛知・新潟・長野・秋田における商
　業高校による実践の開始

【事例11】東京都大田区教育委員会 
小・中連携で育む職業観・勤労観の学習プログラム 

○大田区教育委員会主催の「進路指導（生き方指導）に関する協議会」が作成した小中連携型
　キャリア教育推進プログラムに基づく実践 
○近隣の専門高校、学校給食業者、中小企業診断士等との連携による中学校職場体験プログラ
　ムの策定 
○区教育委員会、区産業経済部、地元事業主等の連携による中学校職場体験の推進組織の整
　備 

【事例15】沖縄県教育委員会 
小・中・高等学校相互の 

連携による系統的な体験活動 
○県内のすべての公立小学校５・６年
　生による職場見学、すべての公立
　中学校２年生による５日間の職場
　体験・社会体験活動、すべての公
　立全日制高等学校２年生による３
　日以上のインターンシップを軸とした
　小・中・高一貫したキャリア教育の実
　践 
○各学校及び市町村教育委員会の
　キャリア教育担当者による「キャリ
　ア教育連携推進会議」、小・中・高
　校の児童生徒による「未来を語る
　児童生徒フォーラム」等、学校間連
　携を促進する仕組みの構築 
 

【事例14】愛媛県教育委員会 
高校生による体験型学習 
プログラムの提供 

○県立高等学校農業科が提供する
　近隣の小中学校に対する体験型
　キャリア教育プログラムの実践 
○多領域（作物［米作り等］、バイオテ
　クノロジー、野菜づくり、草花づくり、
　食品の製造）に及ぶプログラムの
　提供 
○小学生・中学生にとどまらず、高校
　生に対する効果（学習態度の改善、
　学習意欲の向上等）の検証 
 

【事例13】神奈川県教育委員会・神
奈川県専修学校各種学校協会
専修学校・各種学校との連携に
よる「仕事のまなび場」の実践
○県教育委員会・社団法人神奈川県
　専修学校各種学校協会・県立高校
　の連携による高校生を対象とした
　専修学校・各種学校での多様な職
　業体験講座の実践
○高校での系統的なキャリア教育の
　一環として「仕事のまなび場」にお
　ける体験活動
○講座担当者による実施報告書、参
　加生徒に対する統一アンケート、参
　加高校を含んだ実践報告会等を通
　した多角的なプログラム評価の実
　施
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東京都大田区教育委員会

【事例１１】

小・中連携で育む職業観・勤労観の学習プログラム

《事例の概要と特色》

　本事例は、大田区立小学校及び中学校において小学校から中学校卒業までの 9 年間を見

通したキャリア教育を推進するため、大田区教育委員会主催の「進路指導 ( 生き方指導 ) に

関する協議会」にて、平成 18 年度、平成 19 年度の 2 年間で作成した「小・中連携で育

む職業観・勤労観の学習プログラム」を紹介するものである。

　この事例を紹介するに当たって、平成 18 年度に至るまでの大田区におけるキャリア教育

の実践と大田区立御園中学校の小学校及び高等学校との連携事例を中心に報告する。

　大田区は、東京湾に面しており、埋立地の拡大により、現在も面積が大きく広がっている

東京都 23 区で一番面積の広い区である。羽田空港の国際空港化を目前に控え、観光や商

業、産業的にも国際化が進んでいる。大田区の特色として閑静な住宅街や繁華街、商店、製

造業などを有し、東京都の縮図と言われている。ものづくり製造業が産業の中心を支えてお

り、高い技術力を誇っている。キャリア教育において、大田区の特徴であるものづくり製造

業などにかかわる事例も多い。

１　大田区及び御園中学校区の概要

（１）大田区の状況

　大田区は、東京都 23 区の最も南に位置している。北は品川、目黒、世田谷の各区に

接し、東側は東京湾に面し、南と西は多摩川を挟んで神奈川県川崎市と接している。面

積は約 60 ㎢で、23 区中第１位である。約 69 万人の区民が住み、昼・夜間人口がほぼ

同じというバランスのとれた街となっている。区内に在住する外国人は約18,000人で、

国籍別では東・東南アジアの国が多くなっている。羽田空港は、2010 年 10 月末の新滑

走路の供用開始により、年間発着回数が現在の 1.3 倍の 40 万７千回となることに伴

い、国内線は大幅に増便、国際線も年３万便が割り当てられ、アジア圏を中心に近距離

の定期便が多く就航する空港となることが予定されている。

　産業は、ものづくりが盛んであるが、約 5,000 弱の製造業のうち、従業者９人以下の

企業が約 82％を占める。中でも機械金属工業は、工場数において区内全工場数の 80％

以上を占め、多種多様な技術の集積と企業間ネットワークを生かして、高精度で複合的

な加工技術と短納期に対応できる迅速性を実現し、日本の産業全体の屋台骨となり、先

端的高度技術開発を支えている。

　大田区立学校は小学校 59 校、中学校 28 校、特別支援学校１校の 88 校ある。また、

大田区内には都立の高等学校７校と特別支援学校３校がある。そのほかに、私立小学校
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２校、中学校１校、高等学校５校がある。大田区立小・中学校は、地域と共に子どもを

はぐくむことを大切にしており、学校選択制を採らず、学区域制度を従前より継続して

いる。それにより、地域を基本とした教育の考え方が根付いている。

（２）御園中学校区の概要

　御園中学校は、蒲田駅西口から徒歩２分という交通の便が良い学校である。東京都有

数の繁華街が学区域内に存在するため学区域の大半が商業地である。

　御園中学校の学区域は、道塚小学校と相生小学校の全域と矢口東小学校の一部であ

る。御園中学校を中心とした ｢ あじさい校区連絡会 ｣ があり、毎月１回、学区域内各校

の校長、副校長、教務主任 ､ 生活指導主任、PTA会長、保護司、主任児童委員 ､ 民生

委員による情報交換を行っている。近年、校区内にある私立の高等学校とも連携を進め

ている。

　また、域内小学校３校の開校記念日には、児童・生徒同士がメッセージを交換してい

る。中学校生徒会がそれぞれの小学校に訪問し、中学校の生活等を説明している。その

他３校の教職員による授業参観 ･ 合同研修会等を行い ､ 蒲田西地区を中心とした健全育

成活動が活発な地域である。

２「小・中連携で育む職業観・勤労観の学習プログラム」の策定と展開

（１）小中連携型プログラム導入の背景とねらい

　大田区では、進路指導に関する取組に歴史があり、特に中学校においての進路学習の

様々な研究が進められている。その中の一つに職場体験学習の実践がある。中学校にお

ける職業教育は、職業調べ、職場訪問、職場体験学習と学年ごとに課題を設定し、発達

段階に応じた学習が取り入れられていた。しかし、小学校における取組と中学校の取組

に連携がなく、それぞれ独自に行われていた。

　平成 16 年度にそれまでの中学校進路指導主任を中心とした進路指導協議会を名称変

更し、「進路指導 ( 生き方指導 ) に関する協議会」として、小学校委員を新たに委嘱し

スタートした。主に、キャリア教育の小中連携をテーマとした。小学校での勤労観をは

ぐくむ学習から中学校での職業観をはぐくむ学習へ連携するいくつかの事例を出し合

い、研究するという形であった。当時の小学校委員は、大田区で５名程度であり、様々

な取組をキャリア教育という枠組みの中でとらえ、研究する意義はあったが、大田区全

域にキャリア教育の考え方を広めることや大田区各地域での特性を考えるには不十分と

言わざるを得なかった。

　そこで、小中連携型プログラムの導入は、小学校の教員にも掃除や係活動、各種行事

の特別活動や総合的な学習の時間などで行われる勤労観の学習や学級活動や道徳の時

間、各教科などで行われる生き方の指導である職業観の学習を整理して考え、子どもた

ちの学習意欲の喚起として重要な動機付けの一部になることを認識してもらうため考え

られた。

　また、中学校の教員にも小学校のねらいと同様であるが、特に進学指導の考え方を整

理し、単なる上級学校選びとならぬよう、生き方に関する指導を更に充実し、小学校と

の連携を図るために小中連携型プログラムの導入が考えられた。

－ 151 －



（２）小中連携型プログラムの策定プロセス

　そこで、平成 18 年度から２年間かけて全小学校教員に協議会委員を委嘱し、全小学

校の勤労観、職業観にかかわる学習を抽出、見直しをし、「小・中連携で育む職業観・

勤労観の学習プログラム」を策定することとした。

　平成 18 年度には、大田区を４地区に分け調布地区、大森地区、蒲田 A地区、蒲田 B
地区の４地域の特色を踏まえた「小・中連携で育む職業観・勤労観の学習プログラム」

を小学校 28 名、中学校 28 名を委員として管理職を含め 67 名の体制で策定した。

　平成 19 年度には、平成 18 年度に策定した４地区の「小・中連携で育む職業観・勤労

観の学習プログラム」を基にモデル授業を実施し、成果と課題を検証しつつ、28 校の

中学校の学区域ごとに「小・中連携で育む職業観・勤労観の学習プログラム」を策定す

ることとした。平成 18 年度にかかわった小学校以外の 31 校の小学校教員 31 名に委員

を委嘱し、中学校 28 名、管理職 10 名を含め 69 名の体制で策定した。

　「小・中連携で育む職業観・勤労観の学習プログラム」は、162 ページに御園中学校

区のものが掲載されているが、小学校低学年、中学年、高学年、中学校ごとに育成した

い能力を８領域に分け、ねらいと具体例を表形式で表したものである。

３　小・中連携による体系的な体験活動の実際

（１）校区小学校と連携したキャリア教育プログラム「あじさいプログラム」

　キャリア教育プログラムは、小中連携によりその効果が高まることは、周知のとおり

である。そこで、御園中学校区において地域の小学校と PTA、関係自治会等と進めて

いる健全育成の取組「あじさい運動」という 25 年間の歴史を持つ地域連携の組織を活

用し、小中連携キャリア教育プログラムづくりを進めた。「あじさい運動」は、学校だ

けで子どもの教育をするのではなく、地域で子どもを育てることが重要と、当時の関係

者が強く訴え、小中一貫教育を謳
うた

って始められた。近年、校区内の高等学校においても

様々な協力体制が取られ、実践にかかわり始めた。

①　あじさいプログラムの概略

　御園中学校・相生小学校・道塚小学校の３校では、９年間の義務教育を見通した

「一貫した方向性」を確立していくことに重点を置いた取組を行うこととし、「あじ

さいプログラム」としてスタートさせた。

　　そのために、次の３つの分科会に分けて、具体的な取組を推進していった。

　○　地域に根ざした教育活動 ( 総合的な学習の時間を中心にして）

　○　学習指導 ( 国語、算数－数学、英語を中心にして）

　○　規範意識についての取組 ( 生活指導を中心にして）

　この分科会のうち、地域に根ざした教育活動（総合的な学習の時間を中心にして）

において、小中連携したキャリア教育を考える機会とした。

　小学校と中学校の総合的な学習の時間や社会科の授業などでは、地域にかかわる体

験学習や訪問・地域調査などキャリア教育にかかわる学習が重なることがある。そこ

で、御園中学校の総合的な学習の時間の年間計画のねらいと小学校の総合的な学習の

時間のねらいとの整合性を図ることを中心に、地域学習において「育てたい能力」を
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次の４つに統一して指導に当たることとした。

　・人間関係形成能力　・情報活用能力　・将来設計能力　・意思決定能力

　この上で、小中の連携を考えた活動プログラムをまとめ、あじさい校区の小・中連

携で育む職業観・勤労観の学習プログラム（期待される具体的な能力・態度及び実践

例）とした。

　このプログラムの作成により、小学校の指導が中学校の職場体験を柱としたキャリ

ア教育につながっていることを意識し、また、中学校の指導が、小学校の指導を受け

継いでいることを理解することによって、指導の内容が深まっていくことを確認する

ことができた。

（２）働く人々の姿から学ぶ道塚小学校の実践

　道塚小学校では、６年間の発達段階を踏まえ、様々な体験活動や社会科見学などを通

して仕事をすることの意義を見出し、目的を果たした後の達成感などを感じ、その際、

指導をしてくださる専門の方々や働く人々の姿を見ることによっていろいろな仕事の種

類や働くことの素晴しさなどを知り、中学校の勤労観・職業観の育成につなげている。

　その一例を次に挙げる。

　　①　１・２年生… 「働く消防の写生会」に参加し、消防士の仕事に関心を持つ。これ

は、働くことの情報収集であり、情報活用能力の育成に通じる。

　　②　３年生……… 社会科見学として「地元のスーパー」の売り場や調理室まで見学す

る。

　　　　　　　　　　 矢口消防署に出向き、消防の話を聞き体験する。「消防団」の方から

学ぶ。町工場を見学し、働く人から直接お話しを聞く。地元商店街で

の職場体験活動（約１時間）を行っている。これは、人とのコミュニ

ケーション能力と体験を通して情報を理解する能力の育成に通じる。

　　③　４年生……… 大田区郷土博物館学芸員を講師に迎え「麦わら細工作り」を体験す

る。多摩川清掃工場を見学しゴミの分別から環境問題まで学ぶ。「ア

ルミ缶回収」を全校児童に呼び掛け、毎週金曜日の朝、回収活動を行

い、JRCに募金をする。環境学習を通じて他者に対する理解や自己

の果たすべき役割を認識する能力の育成を図る。

　　④　５年生……… 「米作り体験授業」。自分たちの学年の畑で米を育て、９月中旬に稲

刈りから脱穀・もみすりを

体験し、玄米を精米する。

その際、農林水産省東京農

政事務所の方からお米のお

話を聞き、精米するまでの

仕事を体育館で体験する。

米作りから精米までの体験

や炊飯器で炊いて食べたお

にぎりの味を通して「食」
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への感謝・植物の命をも

らって生きていることに感

謝することを感じる。また

泥んこになりながら田んぼ

の片付けに一生懸命頑張っ

たことは「働くことの喜

び」を実感することであ

る。これは、体験を通じ

て、他者への理解を深め、

学校で学ぶことと社会・職業生活との関連を理解するなどの情報活用

能力の育成に通じる。

【稲刈りをしました】（児童の作文より）

　９月中ごろには稲刈りをしようと楽しみにしていましたが、台風９

号の影響で一気に稲が倒れてしまいました。そこで、あわてて稲刈り

をすることとなってしまいました。

【道塚米～脱穀・もみすり～】（児童の作文より）

　９月に刈り取って、乾燥させていた道塚米を脱穀しました。わりば

しではさんで、結構上手くできていました。すりばちに入れて、ソフ

トボールでていねいにもみすりしました。

　　⑤　６年生……… お世話になっている感謝の気持ちを持って、地域に貢献する姿勢を育

成する。

　　　　　　　　　　 ボランティア活動として毎年地域の行事に６年生全員によるマーチン

グバンド行進で参加。これは、地域の方々との交流につながり人間関

係形成能力の育成に通じる。

（３）職業にかかわる体験活動―相生小学校の実践

　あじさいプログラムを進める中、相生小学校においても発達段階に応じて、勤労観・

職業観にかかわる様々な体験活動を進めている。その代表的な活動を紹介する。　

①　町探検（２年生・生活科）

　相生小の２年生が、地域にある商店等（米屋、八百屋、パン屋、お菓子屋、弁当

屋、畳屋、レストラン、病院、消防署等）に出掛け、取材・インタビューを行い、自

分の町を紹介する活動である。身近な地域について意外に知らないこともあり、地域

再発見の探検ともなっている活動である。

　活動の事前準備として、あらかじめ担任が各訪問先とアポイントを取り、子どもた

ちの質問事項を伝えておいたため、どの活動場所でもスムーズにインタビューするこ

とができた。また保護者ボランティアの方々の協力もあり有意義な活動ができた。各

商店において、子どもたちが明るく自信を持って、コミュニケーションを図る姿は微

笑ましく、人間関係を構築できる素地を養っていると感じた。学習のまとめとして、

お互いの理解を深めるため学習発表会を開き、興味を持って活発に質問し深め合うこ
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とができた。

　　これは、コミュニケーション能力や情報活用能力などの育成に通じる。

②　麦わら細工（３年生・総合的な学習の時間）

　大田区の伝統工芸である麦わら細工について、郷土資料館から学芸員の方を講師に

招き、総合的な学習の時間に学習している。授業では麦わら細工の歴史について話を

聞いてから、商店で実際に売られていた物や有名な作家の作品などを見せていただ

き、その緻
ち

密さや色鮮やかさに驚いていた。

　材料となる麦わらは、４色１セットで市販されていて、とても色鮮やかでつやがあ

る。それをはさみで切って木の箱や写真立てにボンドで貼り付けて模様にしていくの

である。子どもたちはこの体験を通して、伝統的なものの持つ良さに触れるととも

に、自分の作品づくりに粘り強くそして熱心に取り組み、大きな満足感を得ることが

できた。

　これは、情報活用能力や将来設計能力などの育成に通じる。

③　米作り（５年・総合的な学習の時間）

　社会科の学習の関連・発展で総合的な

学習の時間において「米作り」をした。

単に興味・好奇心だけでなく、農家の人

たちの思いや願いに共感したり、日本の

食糧事情や食糧問題に触れることによ

り、子どもたちを「米作り」体験へかき

立てていった。

　米作りはまず「土」作りからと、相生

ミニたんぼの田起こしや代
し ろ か

掻きを行い、

土の力を回復させた。

　すべての児童が土いじりを好きなわけではないが、「農家の人の思いや願い」を常

に思い作業した。田植えのころには、「自分たちの稲」との思いを一層強くし、稲の

成長の観察や水管理・雑草取りなどの栽培活動に熱心に取り組んだ。ついに迎えた収

穫のとき、子どもたちはドキドキハラハラする思いを抑えられない程に興奮していた。

　農家の人の思いや願いは自分の気持ちとなっていた。予想以上の収穫に大満足し、

最後は収穫祭「おにぎりパーティ」を開いた。このように米作り体験を通して農家の

仕事を体感したことで、その人たちの工夫や苦労等を実感したり、食を頂くことの意

味を理解したりすることができ、貴重な経験となった。これは、体験を通じて、他者

への理解を深め、学校で学ぶことと社会や職業との関連を理解するなどの情報活用能

力の育成に通じる。

（４）御園中学校職場体験の特色

　あじさいプログラムにおいて、その中心的な位置付けになったのが、職場体験であっ

た。小学校での地域調べ、インタビューや地場産業における生産活動などの体験は、勤

労観や職業観の基礎をつくっており、その経験を受けて中学校では、職場体験活動の事
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前・事後学習また体験期間中を通じて、

人間関係形成能力、情報活用能力、将来

設計能力及び意思決定能力の育成を図っ

ている。

　平成 19 年９月 10 日～ 14 日の５日間

で実施した本校の職場体験は、様々な課

題を持ちながら「生徒にとって有用性の

高い職場体験」となるよう、「体験あっ

て学び無し」とならないことを合言葉に

進めた。

　参加生徒 161 名、協力事業所 93 カ所

（うち５日間連続 48 カ所）、１事業所当

たり体験生徒２～３名で実施した。

　右図の様に５日間の組合せは様々であ

る。図にあるように５日間の初日に、安

全指導や衛生指導を取り入れた組合せも

あるが、これは、本校の特色と言える。

これを含めて、本校の職場体験の特色を

まとめると次のようになる。

①　全体事前指導における特色

　　　○ 「コミュニケーション能力を高め

る」プログラム（マナー教室）であり高校との連携によるものである。

　　　○ 「職場体験で獲得したい４つの気付き」プログラムである。これは、体験中に何を

学び、何に気付くかを、図のように４つの項目にして事前に学ばせるもので、「体

験あって、学び無し」とならない工夫である。

②　体験内容における特色

　　　○ 地場産業「ものづくり」町工場体験と「安全指導プログラム」

 　　　　　体験初日の「安全指導プログラム」は、工科系の高校との連携である。

　　　○ 食品製造、飲食事業所体験と「食品衛生管理指導プログラム」

　体験初日に食中毒など衛生観念を

高め、体験意欲を高める指導であ

り、学校給食業者との連携によっ

て、講義と実習を基に進めた。

　　　○ 改善提案型職場体験の実施

　「体験あって、学び無し」となら

ない積極的な体験である。中小企業

診断士の方の体験を基にした話を聞

き、商店へのヒアリング調査・分析

を行い、改善提案に取り組んだ。

¥10,000
¥10,000

¥10,000

¥10,000

付
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　　　○ 福祉体験活動・ボランティア型体験

との関連

　本校の「キャリア教育～全体プロ

グラム～」で３学年卒業時の体験活

動に位置付けてある。

③　全体事後学習における特色

　１年生に対する「体験発表会」であ

る。職場体験で得たことを、１年生の

職場訪問に生かすために、２年生全員

が全体験事業所の発表を屋台方式で実

施し、１年生が巡回して学ぶ活動である。

（５）組織づくりにおける連携

①　支援組織「御園中学校の職場体験推進協議会」

　本協議会は職場体験の実施に当たり、事業所開拓の重要性とともに、職場体験が地

域づくり・青少年健全育成に大きな役割を果たすところから、地域の総力を挙げて取

り組むべき事業と位置付けた。本会は、校長・副校長・２学年主任・職場体験担当・

PTA会長・同役員及び PTA学年委員・関係小学校 PTA代表・PTA顧問・町会長等

代表者で構成し、指導・助言者として 2 名の学識経験者がかかわった。

②　研究組織「課題推進委員会」

　課題推進委員会は、各分掌・学年で進めている研究活動を有機的につなげ、内容の

調整や進度を検討し、研究を組織的にまとめていくものとして位置付けた。

　課題推進委員会は、校長・副校長・教務主任・生活指導主任・進路指導主任・研修

委員長・１学年主任・２学年主任・３学年主任・相談学級担当・御園中学校の職場体

験推進協議会で構成した。また、大田区職場体験推進協議会作業部会及び大田区進路

指導に関する協議会のそれぞれの提案を受け入れ、また、関係小学校とも連携し研究

を進めた。

（６）職場体験にかかわる三者（事業所・保護者・学校）の連携

　職場体験を受け入れる事業所、子どもを事業所等に託す保護者、教育活動として依頼

する学校。この三者の在り方を協議し、様々な覚書や体験中のかかわり方や連携の進め

方などを検討した。さらに、受入事業所の進める CSR活動に関する PRとなる証し（あ

かし）や感謝の意を表す方法についても協議し、事業所と保護者、学校との三者の関係

の在り方を検討した。

①　事前の事業所・職場選び

　事業所への協力依頼は、学校として前年度２日間の職場体験を依頼した事業所と新

規に学校から依頼した事業所とともに、保護者や地域の方々に事業所を紹介していた

だくように依頼した。そして、４月下旬から事業所への依頼を開始し、最終的には６

月一杯かけて 95 の事業所に協力を依頼した。
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○ 一つの事業所に何人の生徒をお願いするかという点について、本校では、生徒の自

立心を高める、事業所の負担等を理由に、１事業所に１～２人とした。

○ 事業所の理解を促すために、「職場体験ガイダンス」を作成し配布した。このガイ

ダンスの有無によって、事業所の方の理解に大きな差があった。ガイダンスは業種

ごとに８種作成した。

○ ５日間は無理だが２～３日なら良いという事業所も多く、昨年度の経験を生かし、

２日間、３日間という事業所を組み合わせるなどの工夫をした。

○ 事業所の選定は、できるだけ地元にある商店・工場を中心に飲食店・販売店など多

業種にわたるように心掛けた。

○ 本校の総合的な学習の時間の計画では、３年生の卒業ボランティアとして福祉関係

の事業所へ２～３日間のボランティアへ行くため、福祉関係の事業所は極力少なく

した。

②　保護者への協力依頼

　１年生の保護者会から、学校・学年行事への協力を呼びかけてきた。特に、１年生

での職場訪問では、実際に保護者に職場の巡回訪問をしていただくことで、２年生の

職場体験の巡回がスムーズに行われるよう準備した。

○ 生徒たちは、事前に職場体験先に自己紹介を兼ねて事前訪問しているので道を間違

える心配はないため、保護者には事業所へのあいさつと生徒の様子を見てもらうこ

との二つを目的に職場巡回をお願いした。

○ 保護者が事業所の方とかかわりを持ちやすくするため、保護者の名刺や校長名での

協力感謝の手紙・各職場へのアンケートを渡してもらうこととした。これ以外に、

巡回証も作成した。

③　覚書

　覚書としては、３つ用意した。「学校から職場への依頼状」、「保護者と学校の体験

実施を伴う確認状」、そして、「保護者と事業所との関係からの誓約書」である。

　この「誓約書」の大切なことは、この職場体験が事業所と生徒・保護者の関係で実

施されていることである。そこで、誓約書は保護者・生徒の連名で作成した。校長名

を出していないのは、その関係を明確にするためである。

（７）職場体験を推進するために「先行研究」や「啓発活動」を行う会の存在

　大田区の職場体験は、平成 20 年度に５日間の職場体験を目指しており、文部科学省

キャリア・スタート・ウイークの指定地域として取り組んでいる。平成 17 年には５日

間の職場体験実施における様々な課題を解決すべく、大田区教育研究会進路指導研究部

とキャリア教育に関心の高い地元大学教授とが連携し、さらに地元事業主も加わった研

究会「学職連携ネット・おおた」を発足させた。さらに、同年、区内事業所に広くキャ

リア教育、職場体験を伝える組織である「大田区中学生職場体験を支援する会」を、地

元事業主を中心に設立した。

　これらの組織では職場体験にかかわる様々な提案をし「大田区教育委員会職場体験推

進協議会」や「同作業部会」とともに職場体験について検討を進めている。

－ 158 －



職場体験推進組織図

４　小・中連携の成果・課題と今後の展望

　平成 16 年は「キャリア教育元年」と呼ばれているが、大田区では、同様に平成 16 年度

から、キャリア教育についての研究が進められ、平成 19 年度に区内中学校区ごとに小・

中連携キャリア教育プログラムが作られた。この取組によって、各小・中学校における

キャリア教育への意識が高まり、小学校における体験活動の指導の方向性と中学校の指導

へのつながりが明確になってきた。今後は、教員がこの小中連携キャリア教育プログラム

により、小学校から中学校卒業までの９年間の変容を見据えて指導に当たることが大切で

ある。児童・生徒自身についても９年間の成長を振り返り、自分自身の変容をとらえるこ

とで、将来への思いを発見、再確認していくことができる。また、高等学校との中高連携

のキャリア教育プログラムは、中学校における進路指導の追指導としても役立つものと考

えられる。

　御園中学校区における小中連携キャリア教育プログラム「あじさいプログラム」の成果

は、教師間の連携の強まりと小学生の中学校への期待の高まりとして表れている。また、

御園中学校１年生における学校生活に対する満足度が高まっている。

　さらに、あじさい運動としてキャリア教育を推進するに当たり、職場体験をその柱とし

て考えたとき、小学校とともに高等学校との連携も求められる。校区内の私立高等学校と

は、ものづくりなどの製造業の事業所において職場体験を受ける生徒が、職場体験初日に

工科系高等学校に訪問し、安全指導プログラムによる安全指導を受ける連携を実施してい

る。地域の学校として小・中・高連携のキャリア教育プログラムの一翼を担い、中学校か

ら高校への連携ばかりでなく、地域全体のキャリア教育への認識の高まりと、地域の児

童・生徒、青少年への影響を与える地域力として期待されるところである。
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千葉商科大学

【事例１２】

大学・学生の教育力を生かした「キッズビジネスタウンいちかわ」

《事例の概要と特色》

　「キッズビジネスタウンいちかわ」は、本学が平成 14 年度から実施している地域連携事

業の１つである。

　本事業は、「子どもたちがつくる子どもたちの街」の理念に基づいて、子どもたちが市民

としてキャンパスに設けられた公共施設や銀行、商店、工房で、働くこと、学ぶこと、遊ぶ

ことを体験するものである。子どもたちは、この体験活動を通して、商品流通の仕組みやビ

ジネス活動のあらましなどを学ぶとともに、働くことの楽しさや働くことの大切さを実感し

たり、他者との協調や他者を思いやる心の大切さなどを学んでいる。また、これを企画、準

備、運営する本学の学生には、その過程で生じる様々な問題を解決することを通して、自ら

学び、自ら考え、判断する課題解決能力を培ったり、「共に働く力」としての人間関係形成

能力やコミュニケーション能力を養ったりするまたとない機会・場となっている。

　この取組は、地域の子どもたちや保護者の高い支持を得て、年々参加者が増え、第６回目

の平成 19 年度には、２日間で延べ 2,696 人にも達した。

１　千葉商科大学の紹介

　千葉商科大学は、昭和３(1928) 年２月に文学博士・遠藤隆吉が「治道家」の育成を教

育理念として創設した巣鴨高等商業学校を母体としている。戦災によって現在の千葉県市

川市国府台に学舎を移し、新学制の発足に伴って昭和 25 年に千葉商科大学に移行した。

創設者遠藤博士の教育理念を継承しつつ、実学を重視する学舎として平成 20 年に建学 80

周年を迎えた。現在、商経学部、政策情報学部の２学部４学科及び修士課程、博士課程の

４研究科と専門職学位課程の１研究科で、約 6,500 人の学生・院生が学ぶ社会科学系の大

学である。また、平成 21 年度には、新学部・サービス創造学部を開設し、本学の研究・

教育の一層の充実を図ることとしている。

　本学が所在する市川市は千葉県北西部に位置し、東は千葉県船橋市・鎌ヶ谷市、西は東

京都江戸川区、南は千葉県浦安市そして北は松戸市と境を接している。市内を JR東日本

の総武線・総武快速線、京成電鉄など５本の鉄道と２本の高速道路が東西に走る交通至便

の地であることから、「キッズビジネスタウンいちかわ」には、市川市と江戸川区を中心

に広い地域から子どもたちが参加している。
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２　「キッズビジネスタウンいちかわ」

（１）「キッズビジネスタウンいちかわ」の概要

　「キッズビジネスタウンいちかわ」（以下、「キッズタウン」と略。）は、エクステン

ション部門が所管する公開講座・「キッズ大学」に位置付けられた大学と地域との連携

事業の１つで、平成 14 年度から実施されているものである。

　事業の主な内容は、キャンパスに市役所やハローワークなどの公共施設及び銀行、商

店、工房等を設けた「街」で、小学生らが市民として、学生のサポートを受けながら、

働くこと、学ぶこと、遊ぶことを体験するものであ

る。これを企画し、準備し、運営するのは学生スタッ

フであり、学生の「為すことによって学ぶ」機会、場

でもある。

　第１回の実施以来、地域の子どもたちや保護者から

高い評価を得て、年々参加者が増加し、平成 19 年度

には、2,696 人を数えるに至っている。

（２）「キッズタウン」の仕組み

　「キッズタウン」の仕組みは

左記のように図に表すことがで

きるが、参加する子どもたち

は、概略、次のような手順で活

動に参加する。

① 　市役所（受付）で所属学

校、学年、氏名を登録し、市

民証を受け取る。

② 　ハローワークに行き、街の

中にある仕事を探す。

③ 　仕事が決まったら、仕事

カードを受け取り、仕事に就

き、好きな時間だけ働いて、

退職する。

④ 　働いた時間に応じた給与

を、銀行で、地域通貨である

「リバー」で受け取る。30

分の労働に対して 110 リバー

の給与を得るが、その内の

10 リバーは所得税として徴

収される。

⑤ 　受け取った「リバー」で買い物をしたり、遊ぶことができる。また、銀行に預金す

ることもできるし、さらに他の仕事に就いて増やすことができる。中には、毎年参加

学生が作成した「キッズビジネスタウ

ンいちかわ」のイメージキャラクター
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して銀行預金を増やし続けている子ども少なくない。

　「キッズタウン」では、学生スタッフが重要な役割を果たす。学生は、「キッズタウ

ン」実施の８～９カ月も前からスタッフ会議を組織し、企画、広報、運営組織づくり

（当日必要なスタッフ 200 人～ 300 人の募集や役割分担を含む。）、街の設営、子ども

たちの体験のサポート等の当日の運営など、この事業の一切を担っている。

２　「キッズタウン」の目的と教育的意義

（１）子どもたちの学び

　「キッズタウン」は、「子どもたちがつくる子どもたちの街」の理念の下、子どもたち

が「みんなで働き、遊ぶことを通して、共に協力しながら街を運営し、社会の仕組みを

学ぶ」ことを目的として企画された教育プログラムであるが、このプログラムに参加す

る子どもたちは、体験活動を通して、次のようなことも学んでいる。

　　① 　働くことの楽しさや喜び、そして働くこと

の大切さを知る。

　　② 　仕事や町の運営をするためには他の人と協

調しなくてはならないこと、そのためには、

他者を思いやる心が大切であることを理解す

る。

　　③ 　食べ物や製品などの作り方や売り方を知る

ととともに、物を粗末にせず、大切に扱おう

とする気持ちが育つ。

　　④ 　社会の仕組み、中でも商品流通の仕組みやビジネス（商業）活動のあらましとその

必要性を理解する。

　　⑤ 　予測していない出来事に対応する能力を培う。

　以上のような教育的効果が期待できる「キッズタウン」の活動は、現在、初等中等

教育で推進されているキャリア教育というにふさわしい教育活動であると言えよ

う。特に、後述する子どもたちや保護者のアンケート結果に見られるように、子ども

たちは、ハローワークで紹介された商店や工房等（ブース）で、学校も学年も全く異

なる初めて出会った子どもたちと協力、協働し、かつ、様々に工夫しながら食べ物や

製品などを作ったり、売ったりするわけであるが、このような活動は、今日の子ども

たちに指摘されている未成熟な人間関係形成

能力、中でもコミュニケーション能力を高め

る機会、場となっている。また、視点を変え

れば、「キッズタウン」は、子どもたちが

「他者と協調しながら課題に挑戦する」意

欲・態度を培い、「他者と協力しながら課題

を解決する」能力を養う活動であり、その意

味で「生きる力」の育成に資する教育プログ

ラムであるともいえよう。  
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（２）学生スタッフの学び

　一方、このプログラムの企画から準備、運営までのすべてを担当する学生スタッフ

は、これに参加することによって、次のようなことを学ぶことができる。

① 　プログラムを企画、準備、運営することを通して、イベントの企画、運営の実際を

実践的に学ぶ。

② 　プログラムを企画、運営する過程で生じる様々な問題を解決することを通して、自

ら学び、自ら考え、判断する課題解決能力を培う。

③ 　事業の組織づくりとその運営を通して、学生もまた「共に働く力」としての人間関

係形成能力・コミュニケーション能力を養うとともに、リーダーシップやフォロアー

シップを身に付ける。

④ 　子どもたちにビジネスの仕組みや商店の活動を教えるための準備や、実際にそれら

を子どもたちに分かりやすく説明することを通して、それらに関する自分自身の知

識、理解を深める。

⑤ 　子どもたちに働くことの楽しさなどをより効果的に教えるために、どのように活動

を工夫したらよいかを考え、実践することを通して、自らもまた、働くことの意義、

大切さに気付く。

　これらのことから分かるように、このプログラムは、学生自身のキャリア形成にまた

とない機会・場を提供するものであり、同時に、学生に「生きる力」としての「確かな

学力」や「豊かな心」を育む教育活動ともなっている。

　参加する子どもたちや学生にとって、以上のような教育的意義を持つ「キッズタウ

ン」は、市川市教育委員会並びに江戸川区の後援を受けるとともに、平成 18･19 年度

の文部科学省「現代 GP－実践的総合キャリア教育－」に選定された。

３　「キッズタウン」実施の経緯と現状

（１）「キッズタウン」の始まり

　「キッズタウン」は当初「CUCキッズ商店街」として平成 14 年３月 29 日、30 日に

実施された。この年度の公開講座委員会は、それまで大人を対象としていた公開講座を

小・中学生対象の講座に転換することを提案し、「キッズスクール」の名称（現在は、

「キッズ大学」の名称に変更）で、小学生向けの幾つかの講座を設けた。この講座の１

つとして、本学の教育力、すなわち商業・経済・経営等に関する教育力を生かして、小

学生に商業を教える「キッズビジネススクール」を開いた。

　「第１回キッズビジネススクール」は、毎週土曜日の５週間の講座とし、次のテーマ

で開催した。

１週目（２／ 25）地域通貨とまちづくり。

２週目（２／ 22）税金とまちづくり。

３週目（３／１）ものを売るために考えること。

４週目（３／８）簿記って何。

５週目（３／ 15）ミニさくらの紹介。

　これを企画する過程で、子どもたちが学んだビジネスについて、それを実践させる必

要があるのではないかとの意見が出され、「キッズビジネススクール」終了後に、受講
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した子どもたちを中心に「CUCキッズ商店街」を実施することになった。「CUCキッ

ズ商店街」は、スクール参加者のみならず、地域の小学生を対象として、大学キャンパ

ス内に模擬商店街を構築し、その運営を通じてビジネスを体験的に学ばせようとするも

のであり、今日の「キッズタウン」の原型となった。第２回以降も「キッズタウン」の

実施前に「キッズビジネススクール」を開講し、授業形式でビジネスを学習できるよう

にしている。

　「CUCキッズ商店街」の企画に当たっては、ドイツのミュンヘンで行われている就業

体験及び佐倉市で行われた「ミニさくら」を参考とした。（注　ドイツミニミュンヘ

ン：http://www.mini-muenchen.info/）
　ちなみに、「キッズビジネススクール」「キッズタウン」の母体である「キッズ大学」

は、平成 19 年度では、サマースクールとウインタースクールとに分けて、次のような

内容で実施している。

平成 19 年度「キッズ大学」

  【サマースクール】
 ①　英会話スクール・全５回
 ②　親子でボイストレーニングスクール―コブクロを歌おう―・全２回
 ③　親子で三角ベースボールスクール・１回
  【ウインタースクール】
 ①　大学生と一緒に New Yearコンサートを運営してみよう・全３回
 ② 　「キッズビジネスタウンいちかわ」事前教室・全４回（以下は、４回のテーマ。）
  ・　ビジネスって何？
  ・　e－ビジネス　ホームページを作ってみよう
  ・　お金は大切です　おこづかいゲームを楽しもう
  ・　バーコードって何？　「キッズタウン」とバーコード
 ③　英会話・全５回
 ④　親子で楽しむ卓球・全４回
 ⑤　親子で楽しむ少林寺拳法・全３回
 ⑥　親子で楽しむテニス・全４回

（２）「キッズタウン」の歩み

　「CUCキッズ商店街」から発展した「第１回キッズタウン」は、ハローワーク、市役

所、警察など公共エリア９ブース、うどん、ジュースなど食品製造販売エリア 10 ブー

ス、はた織り、お手玉作りなど手作業（工房）エリア７ブース、合計 26 ブースで実施

した。

　第２回以降は幼児の参加も考え、塗り絵、風船など遊び場部門を設け、第５回からは

職業適性、職業紹介、コンビニ経営などコンピュータを使った学び場部門を設けた。

　第１回から第６回までのブース数の推移は次のとおりである。

ブース数
公共 食品 手作り 遊び場 学び場 合計

第１回 H15.3.29～ 3.30 ９ 10 ７ 26
第２回 H16.3.13～ 3.14 15 13 ６ 10 44
第３回 H17.3.12～ 3.13 12 10 ５ ４ 31
第４回 H18.3.11～ 3.12 14 10 ５ ４ 33
第５回 H19.3.10～ 3.11 18 26 11 ５ ８ 68
第６回 H20.3. 8～ 3. 9 20 26 ９ 12 ７ 74
（注：第１回の実施に当たっては、食品製造販売エリアは地元商店街、手作業（工房）エリア
は市川市登録ボランティア団体の協力を得た。第２回目以降はボランティア団体の協力をお願
いしてはいるが、地元商店街の協力は依頼していない。）
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　また、第１回から第６回までの参加児童・幼児数は次のとおりである。

　以上から分かるように、参加者は年々増加し、平成 19 年度第６回の参加者は延べ数

で約 2,700 人にもなり、保護者も入場するため、当日の大学構内は多くの人でにぎわっ

たが、本学のキャンパスの収容能力を超える人数に達しており、このことが 20 年度以

降の実施についての課題となっている。

（３）「キッズタウン」の今

　平成 20 年３月８日（土）、９日（日）に「第

６回キッズタウン」を開催したが、参加者の増

加に対応して、その規模は大きなものになって

いる。

＜子どもたちが働く場所＞

　第６回キッズタウンでは、子どもたちの働く

場所（ブース）を次のように用意した。

①　公共エリア（19 種、23 ブース）

　市役所（受付）、ハローワーク、福祉局

（新規）、銀行、税務署、警察、病院、新聞社、清掃局、消防署、文化会館、郵便

局、運送、水道局、預金扱い所、教習所、写真館、タクシー（新規）、高校生企画商

品販売

②　学び場エリア（８種、10 ブース）

　算盤・電卓検定、初めてのパソコン、商業・英語教師、名刺作り、職業適性、やっ

てみよう店長、お小遣い帳ゲーム、ボードゲーム

③　食品製造・販売エリア（19 種、24 ブース）

　うどん、やきそば、カレー、フランクフルト、 おにぎり、もち、サンドウィッチ、

お汁粉、ホットドック、 たこ焼き、ホットケーキ、ポップコーン、ジュース、チョコ

バナナ、綿あめ、豚汁、チヂミ、問屋、デパート

④　遊び場エリア（12 種、14 ブース）

　ダーツ、射的、バルーンアート、昔遊び、キックターゲット（新規）、輪投げ・

ボーリング（新規）、風船たたき（新規）、ヨーヨー・スーパーボール（新規）、宝探

し、（新規）、お化け屋敷（新規）、塗り絵、スポーツコーナー（新規）
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⑤　工房エリア（10 種、10 ブース）

　 　紙芝居、折り紙、紙おもちゃ、紙粘土、木工、染め物、ビーズコースター（新規）、プ

ラバン（新規）、花屋、アクセサリー（新規）

＜雇用予定人数等＞

　これらのブースで雇用する予定人数、テント数、学生スタッフの人数は、以下のよう

に想定した。

＜平成 19 年度「キッズタウン」実施計画＞

　 テント数 雇用人数 スタッフ人数

公共 25 215 人 69 人

食品 24 280 人 72 人

工房 １ 139 人 28 人

遊び場 ２ 151 人 40 人

学び場 ０ 53 人 14 人

合計 52 838 人 223 人

　しかし、既述のように、参加した子どもたちの数が予想した人数を大幅に上回ったた

め、その場で「雇用人数」を変更しなければならなかった。

＜高校生や小学生の参加＞

　第５回キッズタウンには、愛知県立岡崎商業高校と千葉県立千葉商業高校が、それぞ

れの学校で開発した商品を販売するために、また、第６回キッズタウンでは東京都立江

東商業高校が、全国の商業高校生が開発した商品を販売するために出店した。これらの

高校生企画商品ブースでは、高校生が子どもた

ちを雇い、指導し、販売した。

　これらに加えて、第５回キッズタウンでは、

新潟県六日町小学校の児童が、自分たちが学校

田で育て収穫したコシヒカリを使い、おにぎり

屋を出店した。

＜近隣小学校での MINI　KIDSの実施＞

　本学に近接する市川市立国府台小学校 PTA
から「小規模なキッズタウンを国府台小学校内

で開催してほしい」との依頼に応えて、2007 年 10 月 27 日（土）に MINI　KIDSを実

施した。当日、学生は１時間目の必修授業を終えて、休む間もなく小学校に向かい、こ

れに取り組んだ。

（４）入場者の属性

　第６回キッズタウンには、本学の所在地である千葉県市川市の小学生を中心に、隣接

する東京都江戸川区（江戸川を挟んで境を接している）、千葉県松戸市・船橋市・習志

野市・千葉市そして遠くは茨城県土浦市や埼玉県などの子どもたちが参加した。

　その学年、性別の属性は次頁のとおりである。
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第６回　１日目（３月８日）入場者 第６回　２日目（３月９日）入場者

学年 男子 女子 合計 学年 男子 女子 合計

６年 65 75 140 ６年 54 91 145

５年 68 94 162 ５年 75 174 249

４年 64 104 168 ４年 79 185 264

３年 71 109 180 ３年 96 146 242

２年 56 118 174 ２年 94 151 245

１年 74 90 164 １年 93 114 207

０年 78 82 160 ０年 90 106 196

合計 476 672 1,148 合計 581 967 1,548

（注：０年は学齢前の幼児を示す。）

（５）人気業種と就業時間

　６回目となった「キッズタウン」では、リピーターの子どもたちも多く、開門と同時

に希望の職に就くためにハローワークに駆け出す姿も多く見られた。参加した子どもた

ちがどのような仕事（ブース）を希望したかを見ると、３月８日、９日ともに銀行、ス

ポーツコーナー、水道局が就労人数の上位３職種となっている。人気職種の人気の理由

を推測すると、概略は次のとおりである。

① 　キッズタウンでは、労働時間に対して地域通貨（リバー）が支払われるが、就労時

間を証明する用紙（市民証に就労時間が記録される）を銀行に持って行き、「リバー」

の支給を受ける。「銀行＝給料の支給」が人気の源になっているのではないかと推察

される。

② 　スポーツコーナーは、テニスやドッチボールなどのスポーツをすることで就労とさ

れる。「スポーツを楽しんで給与が得られる」ことが人気の源になっているのではな

いかと推察される

③ 　問題は水道局である。このブースは、タウン内に複数カ所設けられている手洗い場

のタンクに水道水を補給することが主たる仕事である。大学の水道からポリタンクに

水を入れ、手押し車で運ぶ仕事がなぜ上から３位になるのか、その理由はなぞである。

④ 　食べ物の製造販売ではチョコバナナと綿あめが両日ともに多い。縁日などで身近に

見ることができ、また、購入したい食べ物であるからかと思われる。

　キッズタウンは開場時間を 10:00 ～ 16:00 としている。しかし、16:00 まで働くと、

得た給与を使う時間が無くなる。したがって、学生スタッフは、できるだけ給与を使う

時間を確保するよう子どもたちを指導している。このため、15:00 からの就労は急減し

ている。

４　学生スタッフの組織と活動

　既述のように、「キッズタウン」の活動は学生スタッフによって支えられている。

　学生スタッフは、３年生の教職課程をとっている学生（中澤興起教授のゼミ生）を中心

に組織される。組織の中心である指導部は、学生代表１名、代表補佐２名、各ブース（公

共施設、学び場、食品製造販売、遊び場、工房）の取りまとめ５名から構成される。
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　学生スタッフは、「第６回キッズタウン」を例にとると、25 回にわたるスタッフ会議を

もって準備を進めた。その活動の一端を、スタッフ会議の議事録（これは、毎回、会議後

にスタッフ全員に e-mailで伝えられた）から紹介することとしたい。

第２回 KBT会議・議事録　19.8.29

※国府台小学校で MINI  KIDS  10/27（START  13:00）
　土曜日に授業がある学生は、後日、相談！　中澤ゼミ生は全員出席！

※ MINI  KIDS  の内容

　・公共施設、遊び場、学び場、キッズ工房（食品ブースは衛生上 ×）。

　・KBTの内容やしくみを完全に変更し、国府台小 ORIGINAL ver．として MINI  　
　　KIDSを成功させたいと思います。

※ MINI  KIDS  の目標

　・各ブースの実際の仕事の内容と KBTでの仕事の内容を児童がわかりやすく理解で　

　きるようにする。そのためブース担当者の事前準備がかなり重要！

※ 小学校 PTAに協力をお願いし、部分け（ブースを含め）をしてもらう。それを２部開

催として行う。従来の内容では時間が短く、困難が多いため。

　例：13:00 ～１部目 START  150 名程度の児童を公共・学び場ブースで学ばせる。

　　　30 分で、公共・学び場ブースで学んだ児童を遊び場・キッズ工房で遊ばせる。

　　　14:00 ～２部目 START　新しい 50 名程度の児童で１回目と同じことを行う。　　

　　　15:00 に終了。

※全部で 300 名程度（人数は未定。増減あり）の児童を学ばせ、遊ばせる。

　・全員ブースに入り、学ばせるブースと遊ばせるブースの２つを受け持つ。

　・リバーは、MINI  KIDS では今のところ使わない考え。

※各ブースの担当者は２枚目にまとめてあります。

　 ・簡単な気持ちの持ち方ではダメ！ KBTを知ってもらうために、場を提供してもらっ

ていることを頭に入れて取り組む。

　・公共・学び場ブース担当者

　　（省略）

※担当者になっていない人の担当、遊び場・キッズ工房の担当については後日決めます。

第 24 回 KBT会議・議事録　20.2.20

※小学校まわりについて

　→ 20 日午前中に代表（菅原）と２年近藤で 13 校まわった。

※前回会議内容の確認。

※各エリアでの話し合い。

　→公共は仕事内容の最終確認。食品は検便についてなど。

※各係での仕事。

　→備品係は教室（330C）での作業。人材はブーススタッフについてなど。

※学習エリアの教師ブースで行う英語についての内容。

　→次回（23 日）発表を行う。（担当　斎藤克）

※２月 28、29 日にマニュアル作成を行う。

　28 日 13:00 ～　29 日 10:00 ～

　手伝える人は参加してほしい。３月１日の一般スタッフ説明会に配布するため。

※次回会議　２月 23 日（土）17:00 ～　731 教室
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５　「キッズタウン」の評価

　キッズタウンの評価については、「第６回キッズタウン」に参加した子どもたちとその

保護者及び学生スタッフのアンケート結果に委ねることとしたい。

（１）参加した子どもたちのアンケート結果

回答者の学年別人数
６年 26 名、５年 28 名、４年 37 名、３年 33 名、
２年 36 名、１年 13 名、学齢前９名、合計 182 名。

参加して勉強になったか はい　160 名 いいえ　20 名

楽しかったか はい　181 名 いいえ　０名

次回も参加したいか はい　181 名 いいえ　１名

友達にも参加を勧めるか はい　174 名 いいえ　８名

参加した感想や意見の一部

〈よかったこと〉

・ いろいろと社会のことを知ることができ

ました。

・ 説明がとても分かりやすくて理解でき

た。

・ 働くことの楽しさや学べることがたくさ

んあった。

・ 自分の稼いだお金で買いたいものが買え

てよかった。お兄さんお姉さんが優しかっ

た。

・ いろいろな仕事が体験できて大人になった感

じがしてよかった。

・本当に働いてるみたいでよかった。

・ものを作ることができて楽しかった。

・ お仕事をしているお父さんとお母さんの大変

さが分かった。

・ふだん出来ないことが体験できた。

〈わるかったこと〉

・ 仕事をサボっていたのに給料をもらって

いる人がいた。

・ どのような仕事内容かハローワークでポ

スターなどをはり、分かりやすくしてほ

しかった。

・ お客がなかなか来なくて待ち時間が長

かった。

・店が閉まるのが早い。

・人数が多く仕事が少なかった。

・ 10 分ぐらいでお金がもらえるようにしてほし

い。

・税金を 10％から５％にしてほしい。

・疲れてしまった。

－ 170 －



（２）保護者のアンケート結果

キッズタウンを何で知ったか
ちらし　65 名、HP　1 名、知人から　8 名、
ポスター　1 名、その他　15 名。

次回も参加させたいか はい　92 名 いいえ　0 名

参加させて勉強になったか はい　61 名 いいえ　3 名

○どんなところが子どもの勉強になったか（意見の一部）

・ 実際に商品の売買もでき、皆の協力で

仕事が進むことが学べた。

・ 普段あまり接することのない年代の人

たちと話ができるところ。働かないと

欲しい物が手に入らないこと。

・ 自分で働いたお金で自分の好きな物を

買うことができて、大変さや楽しさを

知ることができた。

・ 片付け等、家ではしないこともしてい

ました。

・ 働くことがどれだけ大変で、お金の大切さも

少しはわかったかも。限られたお金で食べた

いもの、遊びたいことを見付けるということ。

・ 親がいなくても行動でき、自立心ができた。

・ 自分で意思表示をしっかりしないと世の中で

通用しないこと。

・ キッズというより大学生の学びになっていた。

・コミュニケーション。

○キッズタウンに対するご意見・ご感想をお聞かせください。（意見の一部）

・全体の流れの説明がもう少し分かるようにしてほしいです。

・キッズの存在そのものが良い。年を追うごとに良くなっている。

・大学生のお兄さんお姉さん方も寒い中ありがとうございました。

・ とても良い企画だと思います。いろいろご苦労もあるでしょうがありがとうございました。

・ 良い企画ですので、またぜひ !!

・習志野から来ました。もっと育児雑誌とかに載せてください。

・ 料理をさせる場合、包丁等の使い方と野菜の切り方などに、工夫が欲しい。また、保護者

の控え室のアピールがなく、気が付かずに、帰りそうだった。でも学生さんの対応がとて

もよく、子どもに良い一日が過ごせました。ありがとうございました。

・ 側で体験させてくださった学生さんに感謝です。今いろいろと若い人のことを言われます

が、ここの学生さんはいい。大変だったと思います。ありがとうございました。

・幼稚園児でも楽しめました。ありがとうございました。

（３）スタッフ学生の感想等

キッズタウンを何で知ったか
ちらし　2 名、ポスター　13 名、
友達　33 名、授業 24 名、その他　32 名。

スタッフとして何回目の参加か 初めて　82 名、2 回目　13 名、3 回目　10 名

また参加したいか はい　78 名 いいえ　22 名

 ○スタッフになろうとした理由は。（記述の一部）

・ このイベントがどのようなものか直接

知りたかったため。

・やってみたかった。

・友達の手伝い。

・人手が足りないと知ったので。

・ 友達からメールで依頼がきたので。

・授業で言われたからです。

・ ゼミで知り、これを通して自分を高めようと

思った。

・自治会のつながり。

・子どもが好きで接したかったから。

○スタッフとして得たものは何か。（記述の一部）

・ 責任を感じながらも、子どもと触れ合

い子どもの素直さを改めて知ることが

できた。

・コミュニケーション能力の向上。

・人との協力。協調性。

・人に教えることの難しさ。

・ 責任感を持ち、先輩や保護者の方々と協力し

合って一つの目標について達成できたことに

よる充実感と達成感を得ることができた。

・子どもや親への接し方。
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６　「キッズタウン」の広がり

　子どもたちの「生きる力」の育成とともに、スタッフ学生の成長にも役立つこのプログ

ラムは高校教育でも関心を持たれ、これに取り組む学校が出てきている。

　愛知県立岡崎商業高等学校（以下、岡崎商業高校と略。）は第５回の「キッズタウン」

に高校生ブースを出店したが、この経験を基にして、2007 年 10 月 4 日に岡崎商業高校を

会場とした「キッズビジネスタウンおかざき」を開催した。１日の実施で 700 人余の児童

が参加するという盛況振りであった。「キッズタウン」が新しく芽吹いたのである。

　また、岡崎商業高校での成功もあって、以前からこのプログラムを注目していた全国の

高校から、本学の「キッズタウン」の企画・運営方法について知りたいとの問い合わせが

相次いだ。そこで、第６回キッズタウンの開催期間中に希望する高校を対象として研修会

を実施した。研修会には北海道から岡山県までの 60 名余の教諭や生徒が参加した。この

研修に参加した高校の内、以下の高校等が平成 20 年度に「キッズタウン」を開催した。

　新潟県商業校長会は、10 月 25 日、26 日に県立新潟商業高校を会場として「キッズビジ

ネスタウンにいがた」を開催した。長野県小諸商業高校は 10 月 25 日 ､26 日に開催した

「スマイル小商店街（こしょうてんがい）」でキッズワークのブースを設けた。秋田市立

商業高校は、11 月 7 日に開催された秋田市「秋田拠点センターアルウェル」の会場で、

「キッズビジネスタウン」を設けた。長野県商業教育研究会南信支会は、11 月 15 日に諏

訪商業高校を会場として「キッズビジネスタウンすわ」を開催した。

７　「キッズタウン」の今後の課題

　「キッズタウン」の最大の課題は、参加者数 2,700 人という規模、今後その人数が更に

増加が予想されることにいかに対応するかにある。

　この事業は、大学と地域との連携事業であるが、特定の小学校と連携しているわけでは

なく、主な広報活動は、学生スタッフや後援を受けている教育委員会等を通じての、学校

へのちらしやポスター配布に過ぎない。にもかかわらず、年々、参加者が増え続けてい

る。それが意味することは、参加者を制限することができないということであり、更に増

え続ける可能性があるということである。既述のように、１日で 1,500 人の子どもたちプ

ラスその保護者という人数は、本学のキャンパスの収容能力を既に超えている。そればか

りではなく、「キッズタウン」は、平成 19 年度において、ブース数 52、参加者 838 人に

対して、学生スタッフ 223 人という想定で計画されたが、これを超える学生スタッフ数を

確保することはかなり難しい。

　本事業がこれほど多くの子どもたちや保護者の方々から支持をいただいていること

は、主催者である大学にとっては望外のことであり、感謝に堪えないのであるが、それだ

けに、責任は重く、課題は大きいと言えるのである。
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神奈川県教育委員会・神奈川県専修学校各種学校協会

【事例１３】

専修学校・各種学校との連携による「仕事のまなび場」の実践

《事例の概要と特色》

　神奈川県では、平成 20 年度からすべての県立高校において、各校が作成する指導計画に

基づいたキャリア教育を実施することを目指し、平成 17 年度から実践モデル校の指定やイ

ンターンシップの推進など、総合的な取組を展開してきた。

　教育連携「仕事のまなび場」は、平成 16 年度から社団法人神奈川県専修学校各種学校協

会（以下「県専各協会」という。）が、職業教育に関連した体験学習を通し、高校生の就労

観の育成と職業意識の伸長を図るため、同協会会員の専修学校各種学校 ( 以下「専修学校」

という。) において延べ 100 以上の講座を実施している事業である。「仕事のまなび場」

は、体験できる分野が幅広く、生徒の多様な希望にこたえることができるとともに、日ご

ろ、学校の中だけではなかなか触れることができない専門的な内容を体験できることから、

県立高校が取り組んでいるキャリア教育の充実につながるものであると考え、県教育委員会

では、県専各協会と連携、協力して推進している。

１　神奈川県における高校教育の概要

（１）神奈川県の産業状況

　神奈川県の産業状況については、かつては製造業をはじめとする第２次産業が中心と

なっていたが、サービス経済化の進展に伴い、現在では、第２次産業に従事する者の割

合が減少する一方、第３次産業に従事する者の割合が増加している。

　「労働力調査結果報告」( 平成 19 年平均 ) によれば、産業３部門別就業者の割合は、

第１次産業が 0.7％、第２次産業が 24.6％、第３次産業が 72.8％ ( 分類不能の産業を除

く ) となっており、全国と比較して、第１次産業が低く、第３次産業が高いという神奈

川県の産業構造の特徴が表れている。また、完全失業率は 3.8％ ( 前年比 +0.1) で、５

年推移をみると、平成 18 年まで減少傾向となっていたが、19 年に増加に転じている。

　なお、年齢階級別では、15 歳～ 24 歳が 6.7％と最も高く推移している。

（２）神奈川県の高校教育の現状

①　学校数・生徒数について ( 平成 19 年度「学校基本調査」より )

　公立高校 ( 全日制 ) は、県立高校は 152 校で 104,176 名の生徒が在籍、市立高校で

は 15 校 ( 横浜市９校、川崎市５校、横須賀市１校 ) で、10,810 名が在籍している。

　なお、県立高校は、再編統合によって平成 20 年度は、147 校となっている。
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②　進学・就職動向について

　平成 19 年度の神奈川県公立高校卒業生の進路状況は、「仕事のまなび場」がスター

トした平成 16 年度と比較して、大学等進学者、特に大学学部進学者が増加している

のに対して、専修学校進学者は、全国平均を上回っているものの、16 年度から５ポ

イント減少している。また、就職者は全体の 10％強で推移している。

【資料１】神奈川県全日制公立高校進路状況 ( 割合 )

年　度 大学等進学者 ( 内訳 ) 大学学部 専修学校 就職者

平成 16 46.1％ 38.2％ 21.6％ 11.5％

平成 19 54.9％ 47.8％ 16.6％ 12.3％

全国 ( 平成 19) 52.3％ － 15.4％ 18.9％

（３）キャリア教育の推進について

　神奈川県教育委員会では、平成 20 年度から全県立高校で、各校が作成する指導計画

「キャリア教育実践プログラム」に基づいたキャリア教育を完全実施することを目指

し、平成 17 年４月に、県立高校におけるキャリア教育の方向性と目標や総合的な取組

の内容を示した「かながわキャリア教育実践推進プラン」( 以下「プラン」という。)

を策定し、このプランに基づき、「キャリア教育実践推進事業」に取り組んできた。

　このプランは、①高校入学から卒業までを見通したキャリア教育の展開・教育課程へ

の明確な位置付け、②学校外の教育力の活用によるキャリア教育の充実、③社会体験活

動の充実の３つを柱として、「キャリア教育に対する理解の推進」( 平成 17 年度 )、

「キャリア教育モデルの開発・試行」( 平成 18 年度 )、「各校のキャリア教育指導計画

の作成」( 平成 19 年度 ) を年間テーマとして掲げ、段階的にキャリア教育の基盤と環

境を整えてきた。

　また、キャリア教育に先進的に取り組む実践モデル校を 13 校指定し、カリキュラム

開発や NPOなどとの連携などに取り組んできた。そして、その取組成果を各校が活用

できるようホームページ等での情報発信に努めた。このほか、教員の資質や専門的能力

を高めるための研修を実施するとともに、働くことへの意欲や態度、勤労観・職業観を

育むインターンシップや、社会の構成員としての人間性や社会性をはぐくむ地域貢献・

ボランティア活動などの社会体験活動の充実に取り組んできた。

２　「仕事のまなび場」の導入と展開

（１）「仕事のまなび場」導入の背景

①　「仕事のまなび場」スタートの経緯

　若年者のフリーター・ニートが社会問題となっていた平成 15 年に、高校生の勤労

観・職業観の育成が大切であると考え、具体的な方策を模索していたある県立高校の

校長が、県専各協会に相談したところ、同協会会員の専修学校が幾つかの体験学習講

座を企画し、幾つかの県立高校に呼び掛けて、約 10 校から 30 名程度の生徒が参加

し、「職業体験講座」としてパイロット的に試行した。
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　県専各協会では、この試行の結果、就職希望者だけでなく進学希望者にとっても、

職業教育を体験することによって将来を考える機会となるだけでなく、高校生の職業

観や就労観の育成に役立つと認められたことから、平成 16 年度から「仕事のまなび

場」として本格的にスタートした。

②　「仕事のまなび場」の実施体制

　県専各協会は、高等学校等と専修学校の間でスムーズな連携を実現させるために

は、相互が教育について話合いの場を持ち、交流を図ることが必要だと考え、平成

15 年に「教育連携プロジェクト」を発足させ、「教育連携プロジェクト委員会」を立

ち上げ、同委員会が「仕事のまなび場」を企画・運営してきた。平成 19 年度から、

「教育連携プロジェクト」をより強化するために、県専各協会内の生涯学習委員会と

合同させ「生涯学習・教育連携委員会」に改組して、同委員会が「仕事のまなび場」

を運営している。

（２）「仕事のまなび場」とは

①　「仕事のまなび場」とは

　「仕事のまなび場」は、専修学校の実習施設設備を活用した職業教育に関する体験

学習講座であり、県内の高等学校に在籍する生徒を対象に、美容や IT、福祉など幅

広いジャンルの講座を実施するものである。

　各講座においては、実習中心の「楽しく分かりやすいプログラム」を編成し、興味

のあるジャンルに関して、実体験・体感できるとともに、その仕事に就くため、どの

ような学校で資格取得や専門的な学習ができるか等の情報を、専門分野や業界の状況

に精通した専修学校の教員から話をしてもらうというのが、「仕事のまなび場」の骨

格となっている。

　実施期間は、夏季休業期間 ( ７月下旬～８月下旬 ) とし、講座の実施基準として、

開催期間２日以上、総講座時間数 10 時間以上の講座を設定する。

　受講料については、基本的に無料であるが、講座によって教材費、材料費等の実費

がかかる場合がある。

②　「仕事のまなび場」の目的・ねらい

　専修学校で開催される職業教育に関連した体験学習を通して、就労観の育成と職業

意識の伸長に資することを主たる目的としている。

　また、大学への進学希望者であっても、将来的には「就職」することから、高校卒

業後、様々な進路を選択する高校生に対して、「仕事のまなび場」の体験学習を活用

することで、将来の生き方・在り方を考え、自分にふさわしい進路を発見する契機と

なるプログラムとなっている。

（３）「仕事のまなび場」の実施状況

①　実施スケジュール

　　　○（１月下旬）専修学校　実施予定講座の提出締切

　　　○（２月下旬）参加検討書類の送付

－ 175 －



　　　　●（３月下旬）高等学校　参加申込書の提出

　　　○（４月中旬）参加募集用ポスター、プログラム集の送付

　　　　●各高等学校内で、参加者募集・調整

　　　○（５月下旬）参加希望者の締切

　　　○（６月上旬）公開抽選会の開催

　　　　※参加希望者数が最大受入人数を超えた講座について、抽選を行う。

　　　○（６月中旬）空き講座の公開及び再募集、登録

　　　○（６月下旬）各講座の参加生徒の確定（参加高校・専修学校へ連絡）

　　　○（７月上旬）実施説明会の開催 ( 参加高校・専修学校対象 )

　　　　●各高等学校で生徒への諸注意等、事前指導の実施

夏季休業期間中（７月下旬～８月下旬）　「仕事のまなび場」実施

　　　○（９月下旬）出席状況の報告

　　　○（11 月中旬）実施報告会の実施

　(注) ○＝県教育委員会と県専各協会の連携によって実施するもの

●＝各高等学校が実施するもの

②　講座の内容について

　平成 20 年度は、８分野、39 ジャンル、129 講座を設定し、最大 2,995 名の受入れ

が可能になった ( 資料２参照 )。

　講座の内容は、これまでの専修学校の伝統ある分野のみならず、社会の最新の動き

を踏まえた分野も含まれているなど、幅広い分野が設定されており、各講座とも２日

から４日間で実施される。
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【資料２】平成 20 年度「仕事のまなび場」分野・ジャンル一覧

分　野 ジ　ャ　ン　ル プログラム数

工業

１ 建築 ･ 建築 CAD ２

２ インテリア １

３ 自動車整備 ３

４ コンピュータグラフィック ５

５ 情報処理 ･ ネットワーク 14

６ マルチメディア １

７ 情報セキュリティ １

８ ゲームソフト ４

農業
９ フラワー ･ 園芸 １

10 バイオテクノロジー １

医療

11 あんま ･ マッサージ ･ 指圧 ･ はりきゅう ３

12 看護 ２

13 救急救命士 １

14 歯科衛生士 ･ 歯科助手 ３

15 歯科技工士 １

16 臨床検査 ･ 臨床工学 １

17 リハビリテーション ３

衛生

18 栄養 ･ 調理 ６

19 製菓 ･ 製パン １

20 理容 ･ 美容 11

21 メイク ･ ネイル １

22 エステティック １

教育・

社会福祉

23 介護 ･ 社会福祉 ８

24 保育 ･ 幼児教育 ７

25 養護 ･ 小学校教諭 １

商業実務

26 観光 ･ ホテル ３

27 ビジネス ･ 秘書 ７

28 医療事務 ･ 医療秘書 １

29 経理 ･ 簿記 ２

服飾 ･ 家政 30 ファッション ･ 家政 11

文化 ･ 教養

31 ブライダル １

32 デザイン ６

33 写真 ･ 映像 １

34 音楽 ･ 芸術 ６

35 語学 ･ 留学 ２

36 貿易 ･ 通関 １

37 スポーツ ３

38 ジュエリー １

39 葬祭ディレクター １

129

　具体的な内容としては、例えば、建築では建築 CADによるプランニングやレーザ

測距儀を用いた建築測量の実習、医療関係では超音波検査装置や自動血球数算定装置

などを使った各種検査の体験実習など、専修学校の専門的な施設や高度な機器を用い

た体験ができる講座がある。また、園芸の分野ではガーデニングやフラワーアレンジ

メント制作の実習、福祉・保育の分野では保育園における現場体験学習、観光・ホテ
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ル分野の旅行会社やホテルの見学など、その仕事を実感できる実習や施設見学・体験

学習などを取り入れた講座も設けられている。

　このように、いずれの講座も、普段、高校では体験できない学習内容に触れること

で、さらに学習意欲を高める内容となっている。

③　実施状況・参加状況

　本格的な実施となった平成 16 年度からの実施状況・参加状況は資料３のとおりで

ある。５年間で参加生徒数が３倍以上となった。

【資料３】「仕事のまなび場」実施状況・参加状況

年　度 参加専修学校数 ジャンル数 プログラム数 参加高校数 参加生徒数

平成 16 39 校 　　21 分野 　　51 講座 21 校 620 人

平成 17 48 校 　　24 分野 　　80 講座 35 校 1,285 人

平成 18 52 校 　　32 分野 　　92 講座 42 校 1,644 人

平成 19 57 校 　　37 分野  　102 講座 55 校 1,583 人

平成 20 61 校 　　39 分野  　129 講座   　63 校  　1,930 人

※参加高校数・参加生徒数は、公立・私立を含めた数字。

３　県教育委員会と県専各協会との連携

（１）連携の経緯について

　平成 16 年から県専各協会が主催し実施してきた「仕事のまなび場」は、本県の高等

学校教育の振興を図る上で特に有意義であり、高校生の指導・育成に必要があると認め

られるため、県教育委員会では、スタートした時点から同事業を後援してきた。また、

神奈川県では、多くの県民が地域や社会等において抱える課題の解決に資するため、学

習面からの支援を行う「かながわコミュニティカレッジ」事業を推進しており、青少年

の職業観の育成を図るため、平成 19 年度から「仕事のまなび場」を同事業の講座に位

置付け、県と県専各協会が協働で展開している。( 同講座は、高校生向けプログラム

と、秋に実施するフリーター・ニート向けプログラムを合わせて、「仕事のまなび場」

として位置付けている。）

　「仕事のまなび場」は、各県立高校においても、キャリア教育の取組の一つとして大

変有意義な事業であるととらえられていることから、参加者が年々増加してきた。一方

で、参加高校数、生徒数の増加に伴い、県専各協会並びに実施専修学校において、資料

の送付や受講生徒の決定等、事務的な負担が大幅に増加してきていた。また、無断で欠

席する生徒や参加しても意欲の低い生徒がいるといったことから、参加する県立高校に

向けて、学校の教育活動の一環として参加することなど、教育委員会として明確な方針

を示す必要が出てきた。こうしたことから、平成 17 年 11 月から県教育委員会と県専各

協会は、「仕事のまなび場」における連携の在り方、包括的な連携等について協議を重

ねてきた。

　これまでは、「仕事のまなび場」に参加を希望する高校が、それぞれ同協会に申し込

み、年度ごとに個別に協定を締結して参加してきたが、県教育委員会では、「仕事のま

なび場」が平成 20 年度からすべての県立高校において展開されるキャリア教育の推進

に資すると考え、同協会と協調して諸課題の解決を図り、同事業の内容の一層の充実を
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図るために、平成 20 年３月に県専各協会と包括的な協定を締結した。

（２）連携の内容について

①　連携の内容

　県専各協会と県教育委員会が締結した協定の主な内容は、次のとおりである。

○ 　プログラムの実施における連携の在り方について、必要に応じて随時、県教育委

員会と県専各協会が協議する。

○ 　プログラムに係る実施内容に関する事前説明会及び実施結果に関する実施報告会

を双方が共同で実施する。

○ 　県教育委員会は、プログラムの実施に当たり、県立高校が行う手続、対応等につ

いて、県立高校に対して周知を図る。

○ 　県専各協会は、県立高校のキャリア教育の充実に資するため、県立高校の生徒を

受け入れる。

②　業務分担と連携について

　県専各協会・県教育委員会・県立高校、三者は連携を取り合って「仕事のまなび

場」を実施する。（資料４参照）

　県専各協会は、各専修学校を取りまとめ、「仕事のまなび場」を企画し、主催する

とともに、県立高校の生徒を受け入れる。また、県教育委員会は、県専各協会の依頼

に基づき、県立高校に対して周知するとともに、参加に当たっての注意事項等の指導

を行う。また、事前説明会、事後の報告会、公開抽選会を県専各協会と共催で実施す

る。

　これまでは、県専各協会と参加県立高校が個別に対応していたが、キャリア教育の

推進という目的の下、県教育委員会が間に入ることで、連携を一層スムーズにし、

「仕事のまなび場」の充実を図っている。

【資料４】連携推進の概念図
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③　「仕事のまなび場」実施にあたっての注意事項

　県教育委員会と県専各協会は、「仕事のまなび場」実施における注意事項 ( 資料５

参照 ) をまとめ、参加する高校及び受け入れる専修学校に対して周知する。

　　　 【資料５】「仕事のまなび場」実施にあたっての注意事項 ( 抜粋 )

○ 　参加する高校は、本事業の趣旨について参加生徒に対して理解を図るとと

もに、意欲を持って取り組むよう事前指導してください。

○ 　生徒は講座決定後の参加辞退は出来ません。なお、やむを得ない理由で生

徒が辞退するときは、担当教員は１週間前までに当該専門学校へ申し出てく

ださい。

○ 　講座参加中における生徒の不慮の事故及び登下校中の事故について、専修

学校は責任を負いません。高校は、事前に事故のないよう生徒へ注意を促し

てください。

○ 　高校は、生徒の履修にあたり必要な教育災害傷害保険等に必ず加入してく

ださい。

○ 　高校は、講座参加の前に専門学校が事前に示した「受講上の注意」を生徒

に配付するとともに、生徒がその内容を熟読し、場所、開催日時、所持品

等、間違いがないよう事前指導してください。

○ 　高校並びに専修学校は、生徒が参加するにあたり担当教員の配置を講座開

催期間中必ず行うなど、実施前及び開催中の連絡等に対応できるように十分

に配慮してください。

○ 　専修学校は、業界や仕事の内容の説明等では、その職業の「やりがい」や

「生きがい」など高校生が「夢」を抱けるような説明をしてください。

○ 　専修学校は、本事業を自校の宣伝、広報に使用しないでください。また、

参加生徒本人が希望しない個人情報の収集は絶対に行わないでください。

○ 　専修学校は、協会の許可なく生徒及び各高校等関係者と連絡を取り、各講

座の参加を直接受け付けしないよう充分留意してください。

４　「仕事のまなび場」の実際①　－県立上溝南高等学校の事例として－

（１）キャリア教育全体計画

　生徒の大多数が進学を希望している当該校では、キャリア教育グループを中心に組織

的にキャリア教育を展開し、「総合的な学習の時間」を中核として計画的に生徒の進路

への意識を高める取組を行っている。
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【資料６】上溝南高校におけるキャリア教育の目標と主な取組

目　標
　自らの進路に関する意識を高めるとともに、自己の未来に対する設定
能力を養う。また、その過程において自己教育能力 ･ 問題解決能力の伸
長を図り、自己実現を目指し、生きる力を養う。

学年の
目　標

１　　年 ２　　年 ３　　年

「自己理解」
　職業に対する意識や
理解を深めることによ
り、自己の在り方を探
求する姿勢を養う。

「将来設計」
　職業に就くまでの前
段階として上級学校理
解に努め、自己の進路
設定能力、自己の生き
方を探求する姿勢を養
う。

「自己実現」
　進路意識を高め、自
己の未来に対する具体
的展望を構築する。ま
た、自己教育能力 ･ 問
題解決能力の伸長を図
り生きる力を養う。

主な取
組とね
らい

○ 　様々な体験活動をとおして、自己の生き方、在り方を考えるととも
に、発表の機会を設定し、自分の考えをまとめ、発表する力を養う。

○ 　自己理解に基づく、テーマ設定による課題研究を、発達段階に応じ
て各学年で実施し、課題設定能力・問題解決能力を育成する。

○ 　生徒の粘り強い取組を目的にした 90 分授業を導入し、中身の濃い
教科活動の実践を取り組むとともに、各教科、科目においてキャリア
教育に基づいた授業展開を行う。

○ 　職業人や卒業生による講演会や進路説明会等を実施し、将来につい
て考え、勤労観・職業観を育成する。

○ 　キャリアカウンセラーを外部から依頼し生徒の進路相談を行い、生
徒一人一人の支援を行う。

（２）「仕事のまなび場」について

①　参加のねらい

・体験学習を通して自己の将来について考え、進路に対する意識を高める。

・就労観の育成とともに何のために勉強するのかという目的意識を再確認する。

・あいさつ、ことば遣い、時間厳守などの社会のマナーやルールを身に付ける。

②　教育課程上の位置付け

　「仕事のまなび場」への取組は、事前指導・事後指導も含め、１年次の「総合的な

学習の時間」の核として位置付け、平成 16 年度から１年生全員参加を基本として実

施している。定員枠等の諸事情で「仕事のまなび場」に参加できない生徒が出た場

合、別途、他県の専修学校において体験できるように調整する。

　１年次の「総合的な学習の時間」では、「仕事のまなび場」の体験後、生徒が興味

ある職業についてレポートを作成し、職業理解を促進するとともに、高校における学

ぶ意義について理解を深める取組を行い、２年、３年次につながるよう計画している

（資料７参照）。

【資料７】「総合的な学習の時間」の主な取組

１
年

･「仕事のまなび場」体験授業参加
･[ 課題研究Ⅰ ] 職業に関するレポート作成

２
年

･ 大学模擬授業の体験
･ 上級学校訪問（夏季休業中の課題として実施）
･[ 課題研究Ⅱ ] 職業研究レポート「～になるために」の作成

３
年

･[ 課題研究Ⅲ ]「職業研究」「学問 ･ 資格研究」
　（１･ ２年生での研究テーマを基に、より密度の高い研究を行う。）

※上記の取組において、レポートの作成及び発表会を実施。
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③　評価・単位認定

　評価は「総合的な学習の時間」として行い、新たな単位認定は実施していない。

④　事前指導・事後指導

　「仕事のまなび場」による体験を 12 時間相当とし、事前指導 ( ４時間 )・事後指導

( ５時間 ) を含めて、「総合的な学習の時間」で取り組んでいる。

　事前指導では、４月にオリエンテーションを実施し、「仕事のまなび場」の趣旨や

内容、参加のねらい等について生徒に説明し、意識の共有を図る。また、生徒は参加

する講座 ( 関連する職業 ) や専修学校について、事前調べなどに取り組む。夏休み前

に、参加に当たっての注意事項や心得の徹底等、最終確認を行う。

　事後指導では、体験レポートの作成 ( ３時間 ) と各クラスにおける発表会 ( ２時

間 ) を実施する。発表では、生徒の発表時間の確保から各クラスで６～７人のグルー

プを編成し、他の生徒の体験を聞いたり、意見交換を行ったりすることによって、生

徒の視野を広げられるよう工夫して取り組んでいる。

⑤　指導体制

　キャリア教育グループ及び１学年の担任が指導に当たる。また、「仕事のまなび

場」実施中に、管理職も含め、生徒が参加している専門学校を訪問する。

（３）成果と今後の展望

　生徒は必ずしも第１希望の講座を受講できるわけではないが、体験後のレポートのほ

とんどには、成就感による前向きな意見が述べられている ( 資料８参照 )。１年次にお

けるこの体験は、自分の進路に対する意識を持つきっかけになるとともに、日ごろの学

習活動を見直す機会になるなど、大変有意義な体験であると考える。体験後、生徒に

は、学習への意欲向上、高校生活への積極的な取組などの変化が着実に見られ、結果と

して近年の進路実績に結実している。

　課題としては、キャリア教育の一環として、１年生全員が体験できることを目指して

いるが、受入先の定員等の諸事情もあり、必ずしも希望どおりには進まないことが挙げ

られる。今年度から県教育委員会が窓口となり、公開抽選会を実施し、公平性を保った

が、「仕事のまなび場」に参加する生徒が全体的に増加している中で、一人の生徒も漏

れなく体験できる体制づくりのために、今後とも県専各協会との連携を推進していきた

いと考えている。

　　　 【資料８】生徒の感想 ( 平成 19 年度）

・ 初めは興味なかったが、実際に参加して、先生方に分かりやすく教えていた

だき貴重な体験ができた。

・中身の濃い体験を通して、自分の進路を考えるきっかけとなった。

・ ( 医療関係で ) 命の大切さ、それを守る仕事の重要性、やりがいを肌で感じ

ることができた。

・ ( 服飾関係で ) 作品を作る手間と作業は大変だったが、完成したときの喜び

を味わうことができた。

・ 専門的な知識の大切さを改めて知った。今回学んだことを高校の授業でも生

かしていきたい。
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５　「仕事のまなび場」の実際②　　－県専各協会としての実践－

（１）県専各協会の運営組織と連携の体制

　県専各協会では、会員で組織する実施運営委員会（生涯学習・連携教育委員会）にお

いて、企画・運営部会及び広報部会を設置し、組織的な運営体制をとっている。

　企画・運営部会では、各専修学校とのプログラム企画の調整、市立・私立高校を含む

県内の高校への周知及び参加者の調整を実施している。また、広報部会では、参加した

専修学校から提出された事後の報告書・アンケート等の集計などを行うとともに、生徒

の出席状況を専修学校から集約し、参加高校への報告などを行っている。（資料９参

照）

　県立高校については、平成 20 年度から県教育委員会が県立高校における参加者募集

依頼等の広報・通知業務、パンフレット等の送付などを支援、連携した体制を整えてい

る。

　　【資料９】県専各協会における運営組織と連携の仕組み

（２）高校生受入れに関する配慮事項

　各講座の参加者が決定した後、高等学校担当者を対象に実施説明会を開催し、以下の

要領で高等学校側に対して事前指導・協力をお願いしている。

① 　専門知識・技術の習得の基本姿勢である全期間出席の必要性と出欠管理（各実施

日、時限別出欠）、当日の欠席・遅刻・早退に関する連絡方法などについて、事前に

説明・徹底する。

② 　各講座の「受講上の注意書」を参加者に配付することとし、集合時間・場所、持ち

物の確認など事前準備を行う。また、平成 20 年度から協会の公式Webサイトで「受

講上の注意書」を公開し、高等学校で自由に活用できるように整備した。

　高校生を受け入れる専修学校に対しては、「仕事のまなび場」を自校の宣伝や広報に

使用しないよう注意している。また、「仕事のまなび場」の中で講座に関連する職業の

「やりがい」や「生きがい」などを説明するとともに、各専修学校で実施している社会

人としてのビジネスマナー指導を講座内に積極的に取り入れるなど、キャリア教育の視

点からの取組をお願いしている。
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（３）具体的なプログラムの展開

　平成 20 年度については、専門学校等 61 校が 129 プログラムの講座を企画・準備して

おり、講座数は、平成 19 年度に比較して 27 講座増加している。

　専修学校が設置している専門課程８分野すべてにおいて講座が企画され、生徒の希望

に沿うよう 39 ジャンルの幅広い講座内容が出そろい、生徒はそれぞれの講座内容を比

較・検討し、自由に選択することができる。

（４）高校との連携方策

　講座終了後、各講座担当者より提出された「実施報告書」及び参加者統一アンケート

の集計結果を基に、例年、11 月下旬に実施報告会を開催している。

　県専各協会からの実施報告のみならず、参加した高等学校から２校が代表校として、

参加状況及び取組について報告を行い、各参加高校の参考にしてもらっている。

　また、統一アンケートに記載されている参加者の感想や要望については、報告書とし

てすべて公開し、参加生徒の生の声を参加している専修学校に伝えることで、今後の取

組に活用している。

（５）生徒への評価

　専修学校としては、特に生徒への評価はしておらず、８月下旬に全講座が終了した時

点で提出された出席名簿を集計し、各高等学校に報告している。

　参加者の講座への取組状況及び理解度については実施専修学校から提出してもら

い、次年度の取組に反映するようにしている。( ６「実施後のアンケートから」参照 )

（６）成果と課題

　「仕事のまなび場」に取り組み始めてから、平成 20 年度で６年目を迎えた。回を重ね

るごとに参加専修学校数、実施講座数等が拡大するに伴い、参加高校数、生徒数も増加

しており、平成 20 年度には参加申込約 2,000 名規模の事業に発展した実績から、専修

学校、高等学校及び高校生に「仕事のまなび場」の意義が広く理解されていると認識し

ている。

　「仕事のまなび場」は高校生の夏季休業中に実施しているが、この時期は各専修学校

のオープンキャンパス等と重なるなど、各校が日程の確保に苦慮しているところであ

る。しかし、参加高校数も年々増えており、今後も参加希望者の拡大が予測される。県

専各協会としては、できるだけ多くの生徒に参加してもらえるために受入講座数の拡大

と、人気分野・ジャンルの講座数、受入人数の確

保に取り組むとともに、実施報告書及びアンケー

ト結果を参考に、今後とも、キャリア教育の体験

の場として、講座内容の充実・改善を図っていき

たい。

　また、参加する生徒の事前学習の充実を図るこ

とで、実施後の効果が一層高くなると思われる。

そのため、県教育委員会をはじめ、関係機関とさ

らに連携を推進していきたいと考えている。
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６　実施後のアンケート ( 過去４年間 ) 結果から

（１）参加生徒対象アンケート

　　【アンケート結果】

　参加した生徒全員を対象に、各講座終了時点で統一アンケートを実施しており、過去

４年間 ( 平成 16 年度から 19 年度 ) の集計結果は下記のとおりである。

① 「仕事のまなび場」に参加して良かっ

たか。

② 将来の仕事を考える上で役に立った

か。

③ 将来の仕事を考える上で参考になった

ことは何か。

④卒業後の希望進路は何か。

　　【分析結果】

　参加した生徒の９割以上が「仕事のまなび場」に「参加して良かった」と回答してお

り、約 95％の生徒が「将来の仕事を考える上で役に立った」と答えている。

　「将来の仕事を考える上で参考になったことは何か」の回答においては、講義よりも

実習の方が参考になったという数値が上回っているが、「高等学校にはない専門的な設

備を使用して体験できるのがよい」「高等学校の授業では体験することのできない実習

などが参考になった」など、実習での体験を評価する感想とともに、「講座担当の先生

方から現場のいろいろなお話を聞くことができ、その職業に就くために必要な知識や技

術について理解できた」など講義を評価するものもあり、講義、実習ともに大変参考に

なったという感想が述べられている。

　卒業後の希望進路としては、大学と専修学校を希望している割合がほぼ同じであり、

参加者の多くが１年生ということもあり、検討中という答えも多く見られた。全体とし

て、専修学校進学希望以外の参加者が多い中、「将来の仕事を考える上で役に立った」

と回答した生徒が約 95％いることは、「仕事のまなび場」が一定の成果を上げているあ

かしと言えよう。
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（２）実施専修学校対象アンケート

　　【アンケート結果】

　各講座終了時点で実施した専修学校から提出された「実施報告書」に従って集計し

た、参加生徒の取り組み状況及び理解度については下記のとおりである。

①参加生徒の取組状況

 　　

②参加生徒の講座開始時の講座内容に対する理解度について

 　　

③参加生徒の講座終了時の講座内容に対する理解度について

 　　

　　【分析結果】

　全体的に講座に対する取組は良好だが、一部「参加させられている」と受け取られる

生徒もいるとの回答を得ている。

　参加開始時の理解度については、事前学習等によって、参加講座の分野に関する概要

などを理解している生徒も多く見られた。また、「悪い」「大変悪い」割合は年々低く

なってきている。講座終了後の理解度については、「大変良い」「良い」が毎年約９割を

占めており、実施している専修学校側は、参加した生徒が体験学習を通して、その分野

の特徴を理解したと受け止めている。
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７　成果と課題及び今後の展望

（１）成果について

　生徒の勤労観・職業観の育成につながるとともに、高校での教育を補完しているな

ど、生徒の意識の変容が見られたという効果が挙げられている。

○ 　専修学校の専門的な機材・施設等が整った環境での、専門技能や知識を持った講師

による授業提供によって、高校では学べない応用的・発展的な学習が可能になる。

○ 　様々な体験的な学習を通して、実際に職業の中身を知ることによって、新しい発見

や驚きを体験し、自己理解を促すきっかけとなる。

○ 　職業に対する理解や現在の高校での学習が職業にどのようにつながっているか、と

いうことについて、理解を深めることができる。

○ 　職業人としての心構えなどについて考え、マナーや態度の育成を図ることができ

る。

○ 　実用的かつ生徒の興味・関心の高い内容が用意され、自己目標の設定への動機付け

が高まり、学習や学校生活に対する意欲が向上する。

（２) 課題について

　　○ 　募集時期が早いため、申し込んだ生徒が、部活動や家庭の事情等によって欠席して

しまうことがある。

　　○ 　人気の高い講座では、希望しても参加できない生徒が出てしまう。一方で、希望者

が全くいない講座もある。

　　○ 　講座の当日に欠席してしまう生徒がいる。( 講座当日の欠席によって、専修学校側

で用意した教材等が無駄になっている。)

　　○ 　意欲の高い生徒がいる一方で、参加者によっては「行かされている」と感じている

ような意欲の低い生徒がいる。

（３) 今後の展望について

　平成 16 年度に本格的にスタートした「仕事のまなび場」であるが、参加高校・参加

生徒数が増加するに伴い、県専各協会側の事務負担量が増加する等の課題が生じてい

た。そこで、平成 20 年３月に県教育委員会と県専各協会が協定を締結し、双方の業務

分担を明確にするとともに、運営の協力体制を改善、整備することができた。

　そのため、今年度から県専各協会が設定した講座数が前年に比べ大幅に増加した。ま

た、これに伴い、参加高校及び参加生徒数がさらに増加したが、県専各協会側の事務負

担は一定の軽減につながった。

　一方では、協定締結後、初年度ということもあって、実施スケジュールにおいて、各

高校における生徒の募集期間が短かったなどの課題も生じている。

　また、「仕事のまなび場」開始当初から課題となっている参加生徒の意欲や姿勢、学

校側の指導体制等、今後は「仕事のまなび場」の質的な充実を図る必要があろう。「仕

事のまなび場」の成果が次第に認識されてきており、今後、参加校が増加していくと考

えられる。今後とも、県教育委員会と県専各協会はさらに協議を深め、推進していきた

いと考えている。
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愛媛県教育委員会

【事例１４】

高 校 生 に よ る 体 験 型 学 習 プ ロ グ ラ ム の 提 供

～愛媛県立北宇和高等学校と鬼北町内小・中学校との連携～

《事例の概要と特色》

　本事例は、隣接する鬼北町立近永小学校と愛媛県立北宇和高等学校農業科との間で平成６

年にスタートした連携学習「わくわく農園」が、平成 15、16 年に文部科学省から委嘱を

受けた「愛媛県みんなの専門高校プロジェクト推進事業」を経て、平成 17 年度から鬼北町

の「ふるさといきいき連携学習事業」として、鬼北町内の６小学校、２中学校と北宇和高等

学校農業科との連携学習へと拡充する経緯の紹介である。

　高等学校の生徒には、小・中学生を指導する体験を通して、学習意欲を向上させ、社会性

やコミュニケーション能力を身に付けさせることを目指すとともに、小・中学校の児童・生

徒には、食と農とに関する産業及び生活体験学習を一層充実させることで、自ら学び自ら考

える力や、豊かな人間性を身に付けさせることをねらいとしている。

１　鬼北町及び各学校の概要

（１）鬼北町及び町内小・中学校の状況

ア　鬼北町の状況

　鬼北町は、愛媛県西南部に位置する。平成 17 年１月に広見町と日吉村が合併し、

鬼北町となった。人口約１万２千人、面積 241 平方キロメートルで千メートル級の山

地に囲まれた中山間地域である。清流四万十川の最大級の支流である広見川や、足摺

宇和海国立公園に指定されている成川渓谷などの豊かな自然に恵まれている。

　町の産業は、水稲を始め畜産、果樹などの農林業が中心であるが、近年は高生産、

高付加価値型農業の確立を目指し、「雉」の飼育に取り組み、愛媛県の「愛」あるブ

ランド産品に認定されている。

　また、国指定史跡の等妙寺旧境内の整備や文楽、泉貨紙などの伝統文化の継承に努

めている。

イ　鬼北町が進める教育改革の特質

　鬼北町においては、教育の基盤となる学校、家庭、地域社会が一体となった教育環

境づくりを推進し、豊かな人間性や公共心、生きる力に満ちた子どもたちを育成する

とともに、自ら学び自ら考える力を育てる学習習慣を身に付けさせ、基礎・基本を重

視した「確かな学力」の向上に努めている。

　また、地域の特性を生かし、各学校が創意工夫を凝らした学校経営に取り組み、特

色ある学校づくりを推進するとともに、児童・生徒の個性を尊重し、実態に即した教

育の展開と教育環境の整備充実を図っている。
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ウ　町内小・中学校の状況

○小学校（６校）

学　校　名 鬼北町立好藤小学校

規　　模 学級数　８　児童数　　63 名　　職員数　　13 名

教育目標 「心豊かで、自ら学び、生きる力がみなぎる好藤っ子を育てる」

特色ある

取組

福祉施設（広見広楽荘・ひろみ奈良の里・南愛媛療育センター）訪問

好藤保育所での保育体験＜５年＞

南愛媛療育センターの利用者の方々を招いての交流会＜全校＞

老人クラブとの交流会

田植え・野菜づくり体験

学　校　名 鬼北町立愛治小学校

規　　模 学級数　　６　　児童数　　45　名　　　職員数　８　名

教育目標 「開拓心に満ち、思いやりと創造力に富む愛治の子を育てる。」

特色ある

取組

学校農園でのさつまいもづくり（いも苗植え、除草作業、収穫等）

＜３、４年＞

米作り（田植え、稲刈り、稲木づくり、脱穀等の作業体験）

＜５、６年＞

餅つき大会（ふれ合い交流）…　収穫した餅米の利用

＜全校、地区住民等＞

老人クラブとの交流（奉仕作業、体験学習）＜全校＞

北宇和高校との交流（花作り、野菜作り等）＜１、２年＞

学　校　名 鬼北町立三島小学校

規　　模 学級数　６　　児童数　　43 名　　職員数　　　９名

教育目標 「自ら学び、自己を磨いて、夢を広げる三島っ子の育成」

特色ある

取組

年間通しての野菜作り＜全校＞

老人クラブとの交流会（芋たき、しめ縄、おまんじゅう、炭焼き）

＜３年以上＞

自然教室（環境についての学習会）　＜３年以上＞

北宇和高校との交流学習（花植え）　＜１・２年生＞

学　校　名 鬼北町立泉小学校

規　　模 学級数　６　児童数　66　名　　職員数　８　　名

教育目標
　自ら学び、自ら考え行動し、たくましく共に生きる「泉の子」を育

てる。

特色ある

取組

田植え農園作業（田植え、野菜作り、ぶどう作り）＜全校＞

北宇和高校との交流学習（花植え）＜１・２年生＞

学　校　名 鬼北町立近永小学校

規　　模 学級数　12　児童数　293 名　　職員数　　21 名

教育目標 「豊かな心で自ら学ぶ、たくましい近永小児童を育てる」

特色ある

取組

北宇和高等学校との交流「わくわく農園」＜１・２・６年＞

老人クラブの方々との交流（昔の遊び）＜１年＞、（しめ縄つくり）

＜５年＞

サツマイモ作り＜３年＞

米作り（田植え、稲刈り、脱穀）＜５年＞

南愛媛療育センターの方々との交流会＜６年＞
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学　校　名 鬼北町立日吉小学校

規　　模 学級数　６　児童数　　72 名　　職員数　　11 名

教育目標 「元気・根気・やる気と思いやりのある児童の育成」

特色ある

取組

教育ファーム事業への取組＜全校＞

・日向谷穀彩村の協力による雑穀栽培体験活動＜３年生＞

・農家の方を指導者とした野菜栽培体験活動＜２年生＞

・北宇和高校日吉分校との交流による稲作・さつまいも作り等の栽培

体験活動＜１・２・５年生＞

特別養護老人ホーム「勝山荘」との交流＜５年生＞

日吉っ子運動会（小・中・高校合同運動会）＜全校＞

中学校（２校）

学　校　名   鬼北町立広見中学校

規　　模 学級数 12（うち特別支援学級３）生徒数 271 名　　職員数 30 名

教育目標 自らを高め、心豊かにたくましく生きようとする生徒を育てる

特色ある

取組

進路学習講演会や職場体験学習への取組＜全校＞

福祉体験学習などの体験活動と連携した道徳教育の推進＜全校＞

北宇和高校との連携学習（２、３年）

学　校　名 鬼北町立日吉中学校

規　　模 学級数　４　生徒数　44　名　　職員数　12　名

教育目標 豊かな人間性をはぐくみ、郷土に誇りを持つ生徒の育成

特色ある

取組

職場体験学習（地域の事業所で体験学習を行う）＜全校＞

訪問ボランティア（地域の福祉施設に出向いての奉仕活動）＜全校＞

日吉っ子運動会（小・中・高校合同運動会）＜全校＞

一人一研究（研究の成果を日吉支所で発表）＜全校＞

（２）北宇和高等学校の状況

ア　教育方針

　教育基本法に基づき、人格の完成を目指し平和的な国家社会の有為な形成者として

必要な資質を養い、国際的視野を持った心身ともに健康な国民を育成する。

イ　校訓

　協　和　　責　任　　健　康

ウ　沿革

　昭和 12 年１月に北宇和高等学校の前身となる愛媛県立北宇和実業学校の設立が決

定した。さらに昭和 13 年３月に、校名変更により愛媛県立北宇和農業学校となった。

　昭和 25 年には、学制改革により愛媛県立北宇和高等学校と校名を改め、農業科と

普通科からなる男女共学の総合制の学校となり、現在に至っている。

エ　学科・生徒数 （平成 20 年８月１日現在）

学科 １年 ２年 ３年 計

普通
男 32

78
男 28

71
男 32

79
男 92

228
女 46 女 43 女 47 女 136

生産

食品

男 25
39

男 27
35

男 13
39

男 65
113

女 14 女 ８ 女 26 女 48

計 117 106 118 341

オ　教職員数 （平成 20 年８月１日現在）

職　名 校　長 教　頭 教諭等 実習助手等 事務職員等 計

現　員 １ ２ 32 ８ ６ 49
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２　北宇和高等学校と鬼北町内小・中学校との連携の経緯と実施計画の策定

（１）連携プログラム導入の背景とねらい

　北宇和高等学校では、平成６年度から稲作りや野菜作りを通した近永小学校との交流

学習をスタートし、また平成 13 年度からは小学校の学級 PTAと協力して親子教室を実

施するなど、開かれた学校づくりの取組を行ってきた。

　これらの実績を踏まえ、高校生に、専門高校の学習を通して小・中学生を指導する体

験をさせることで、学習意欲を向上させ、社会性やコミュニケーション能力を身に付け

させることができるのではないかと考えた。さらに、食と農とに関する産業の学習や生

活体験学習を一層充実させることで、児童・生徒に自ら学び自ら考える力や、豊かな人

間性を身に付けさせることができるのではないかと考えた。

（２）連携プログラムの拡充の経緯

　北宇和高等学校と鬼北町内小・中学校との連携による活動は、文部科学省からの委嘱

事業「平成 15・16 年度愛媛県みんなの専門高校プロジェクト推進事業」を受けて拡充

し、その成果についてまとめた報告書は広く関係機関に配付した。また、その後は、こ

の活動に対して鬼北町から「ふるさといきいき連携学習事業」として補助を受け、今日

に至っている。

年度 連携小・中学校 主な内容 特記事項

平
成
６
～
10
年
度

近永小 ○ 稲作り（田植え、合鴨放飼、稲

刈り）

○ 野菜栽培（サツマイモ、トウモ

ロコシ）

○ クッキー、アイスクリーム、

ラーメン、プリン、メロンパ

ン、豆腐の製造

○乗馬体験　等

○ 「収穫感謝祭」で案山子コンテ

ストを実施（平成 10 年度）

○ 「わくわく農園」と命

名

○「収穫感謝祭」を実施

平
成
11
年
度

近永小 （平成６～ 10 年度と同じ） ○ 愛媛県県立学校研究指

定校（農業）となる。

研究主題を「『生きる

力』を育てるための農

業教育の推進－開かれ

た学校づくりの中で

－」と設定する。

広見中 ○バイオテクノロジー実習

○環境制御実習

○マドレーヌ・プリン製造

○食品化学実験　等

平
成
12
～

　
　

14
年
度

近永小 ○稲作り

○野菜栽培

○バイオテクノロジー実習

○ メロンパン、クッキー、マド

レーヌ、バナナ大福、手打ちう

どん、乳酸飲料の製造

○ 平成 12 年度から各活動

を生徒主導に完全移

行。

○ 平成 14 年度から近永小

６年生「学級 PTA」と

連動して、保護者の参

加を呼びかける。
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平
成
15
～

16
年
度

（旧）広見町内
小学校５校

（平成 12 ～ 14 年度と同じ）
○ 小学校を訪問して実施する「出

前授業」を開始

○ 文部科学省委嘱事業
「愛媛県みんなの専門
高校プロジェクト」

広見中学校 ○バイオテクノロジー実習
○押し花コサージュ実習

平
成
17
～

20
年
度

鬼北町内小学校
６校

（平成 12 ～ 14 年度と同じ） ○ 「ふるさといきいき連
携学習事業」と名称変
更、鬼北町の補助事業
となる。広見中学校

日吉中学校
（平成 15 ～ 16 年度と同じ）

（３）平成 20 年度連携学習実施計画

　平成 20 年度は鬼北町内すべての小・中学校との連携学習を実施している。実施回数

は年間延べ 34 回となっており、小・中学生の保護者の参加も積極的に募っている。

　実施計画は小・中学校の要望に応じ、高等学校農業科の６専攻部門で対応している。

高校
小中学校

作物
（米作り等）

バイ
テク

野菜づくり 草花づくり 食品の製造

好藤
小学校

全校 （縦割班）
６３名
　夏　５月中旬
　冬　10 月頃

豆腐作り
　６年　12 名　10 月
マドレーヌ作り
　４ ・ ５年　24 名　12 月

愛治
小学校

花苗植え
押し花作り
　１ ・ ２年　17 名

米アイス作り
　５ ・ ６年　14 名　10 月
パン作り
　３ ・ ４年 15 名　１～２月

三島
小学校

プランタ―作り
　１ ・ ２年 13 名
　秋のみ１回

豆腐作り
　３～６年　30 名　３学期
パン作り
　３～６年　30 名　３学期

泉
小学校

春まき花作り　５月
秋まき　10 月
　４～６年 40 名

カルミン作り
　３ ・ ４年 15 名 10 月上旬
パン作り
　１ ・ ２年 24 名 10 月上旬

近永
小学校

田植え ・ 稲刈り
もちつき
　１年 57 名
　花組　３名
　６ ・ 10 ・ 11 月

野菜の定植
さつまいも作り
野菜収穫　５月
　３年 53 名
　花組　３名

花作り　５月
　１年 57 名
　花組　３名

米パン、 カルミン作り
　６年　48 名　６月
マドレーヌ、 豆腐作り
　６年　48 名　10 月

日吉
小学校

米作り
　５年　11 名
（※）

さつまいも作り
　１ ・ ２年　24 名
（※）

花作り
　全校　72 名
（※）

広見
中学校

ラン交配　６月
無菌播種　11 月
　２年　約 20 名

コサージュ作り
　３月　２年　88 名

日吉
中学校

コサージュ作り
　２年 18 名
　２月下旬～３月

（※）は北宇和高校日吉分校で実施したもの
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（４）活動の様子

稲作り（田植え） 稲作り（収穫 )

※保護者も参加

野菜栽培（いもづるの定植）

押し花コサージュ実習 クリーンベンチによる無菌

播種

収穫感謝祭

（５）連携のための組織と実施計画の策定プロセス

ア　連携のための組織

年　度 連　携　の　た　め　の　組　織

平成６～

　14 年度

○ 「わくわく農園」連絡会を北宇和高等学校又は近永小学校において

年度始めに実施し、関係職員間で実施計画を作成

平成 15

～

　16 年度

○ 「愛媛県みんなの専門高校プロジェクト推進事業」地域協議会（北

宇和高等学校）

○ 県教育委員会、町教育委員会、地域農業機関代表、小・中学校長及

び本校校長、本校関係者により実施計画を作成

○ 「愛媛県みんなの専門高校プロジェクト推進事業」担当者会（北宇

和高等学校）

○小・中学校担当者、本校関係者により活動内容・実施日等を検討

平成 17

～ 20 年度

○「ふるさといきいき連携学習事業」担当者会（鬼北町教育委員会）

○小・中学校担当者、本校関係者により活動内容・実施日等を検討

○ FAXによる希望調査により活動内容・実施日等を決定

イ　実施計画の策定プロセス

（平成 20 年度実施計画の作成例）

期　　日 内　　　　　容 対　　象 方法 その他

３月６日 平成 20 年度実施希望調査 該当小・中学校 FAX 19 年度担当者あて

３月 20 日 平成 20 年度実施計画書作成 農場課職員 農場会議

４月 10 日 平成 20 年度実施計画確認 農場課新職員 農場会議

４月 16 日
平成 20 年度実施計画（案）発

送
該当小・中学校 FAX 希望変更確認
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４月 22 日 平成 20 年度実施計画発送 該当小・中学校 FAX 20 年度担当者あて

４月 22 日

以降

担当者日程調整、すり合わせ

連携学習開始
担当教職員 電話 各担当者間で実施

３　北宇和高等学校における体験型学習プログラム活用

（１）連携プログラムの教育課程上の位置付けとねらい（専攻部門別）

ア　作物専攻部門

教育課程上の位置付け 実施内容

生産食品科生産類型

２年生の科目「作物」　計６時間

田植え、稲刈り、餅つき

ね
ら
い

・ 小学生に稲作りの体験活動を通して、自然を愛する心、食文化への興味・関心

を持たせる。

・ 高校生に指導的立場を体験させることで、人に教える喜びを味わわせ、学ぶ意

欲を持たせるとともに、社会性やコミュニケーション能力を身に付けさせる。

イ　バイテク専攻（植物バイオテクノロジー）部門

教育課程上の位置付け 実施内容

生産食品科生産類型

３年生の科目「総合実習」　計４時間

コチョウランの交配実習、無菌播種

培地の作成

ね
ら
い

・ バイオテクノロジーに関する専門的な知識や技術を中学生に伝えることで、学

習の専門性に自信を持たせる。

・ 専門的な知識・技術を中学生に指導することで、生産食品科の特性を高校生に

理解させる。

・ 中学生に分かりやすく指導するために、高校生自身に自ら学習しようとする意

欲を高めさせる。

ウ　野菜専攻部門

教育課程上の位置付け 実施内容

生産食品科生産類型

２年生の科目「総合実習」　計８時間

２年生の科目「野菜」　　　計８時間

夏野菜の定植、秋野菜の定植・播種

ね
ら
い

・ 小学生に野菜を育てる喜びを伝えることで、高校生に指導する能力を身に付け

させる。

・小学生と野菜を共同栽培させ、圃場管理に強い責任感を持たせる。

・ 交流学習を通して、北宇和高等学校の活動及び生徒の取り組む姿勢を地域に発

信する。

エ　草花専攻部門

教育課程上の位置付け 実施内容

生産食品科生産類型

２年生の科目「総合実習」　計 12 時間

２年生の科目「草花」　　　計２時間

３年生の科目「総合実習」　計 16 時間

花苗の定植、花の播種、押し花を使っ

たフラワーアレンジメント
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ね
ら
い

・ 地域のボランティア活動に専門性が生かせることで、生徒に自信や誇りを持た

せる。

・ 地域の花壇を整備することで、学校と地域とのパートナーシップの確立を目指

す。

・ 小学生とともに花植え等を体験させることで、自然や農業の大切さを理解し、

環境を保全することへの興味・関心を持たせる。

・ 高校生に指導的立場を体験させることで、人に教える喜びと学ぶ意欲を持たせ

るとともに、社会性やコミュニケーション能力を身に付けさせる。

オ　農産加工専攻部門

教育課程上の位置付け 実施内容

生産食品科食品類型

２年生の科目「食品製造」　計 16 時間

パンの製造、マドレーヌの製造、クッ

キーの製造

ね
ら
い

・ 連携学習で栽培した野菜や作物が加工され、製品となる過程を体験的に理解さ

せる。

・交流を通して指導性・社会性を身に付けさせる。

・教える立場を経験することで、教える側としての責任感を身に付けさせる。

・農業の楽しさを小学生に伝え、学科の魅力を体験させる。

カ　畜産加工専攻部門

教育課程上の位置付け 実施内容

生産食品科食品類型

２年生の科目「食品製造」　計 16 時間

乳酸飲料、こんにゃく、豆腐、アイス

クリームの製造

ね
ら
い

・地域農作物の加工を通して、地域農業への興味・関心を持たせる。

・小学生に指導することで、高校生の学習意欲の高揚を図る。

・食品を製造する喜びを小学生に伝えるとともに、学校の特色を地域に発信する。

（２）事前・事後の指導等

ア　事前指導

　小・中学生への指導における積極的な対話の必要性や社会の一員としてのマナーの

大切さを理解させるとともに、作業上での安全指導や助け合いを通して他者を思いや

る心の重要性を理解させる。

　準備については、連携学習前日の放課後・早朝等に担当生徒が、器材、原料、解説

資料等を準備する。活動内容が難解で練習を必要とする場合は、事前練習を実施す

る。

イ　事後指導

　連携学習実施後に記録簿を作成させ、活動内容の分析と次時での改善に向けた反省

をまとめさせる。さらに自己評価等については、記入後担当教員より評価、指導を受

ける。
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４　鬼北町内小・中学校における体験型学習プログラムの活用（例）

（１）鬼北町立近永小学校

ア　稲作体験（１年生）

教育課程上の
位置付け

生活科　「はないっぱいになあれ」　２時間
　　　　「すいすいさわやかきもちがいいね」　２時間

ね
ら
い

・高校生に教わることの楽しさやかかわり方、働くことの大切さを学ばせる。
・高校生と稲作体験を行うことで、稲作の難しさや、楽しさを味わわせる。
・ 自分たちが育てた食材を調理し味わうことで、自然の恵みに感謝する気持ちを持たせ

る。

事
前
指
導

初めに、北宇和高等学校「わくわく農園」の紹介を行い、田植えの服装・準備物・方法に
ついて説明し、学級通信等で保護者に連絡し協力をお願いする。また、高校生との交流の
仕方・心構えについて確認する。

事
後
指
導

体験のまとめを体験カードに記入させ、今後の活動についての説明・意欲付けを行う。

イ　野菜作り（２年生）

教育課程上の
位置付け

生活科　「げんきにそだってね」　４時間
　　　　「わあい、みのったよ」　４時間

ね
ら
い

・野菜を栽培することの楽しさを、高校生に教わりながら体験させる。
・野菜を収穫し、味わうことで、高校生と一緒に育てた充実感を味わわせる。
・交流を通して、高校生から学ぶことの楽しさや教わり方を学ばせる。

事
前
指
導

植える野菜についての説明を行うとともに、高校生との交流の仕方について確認する。

事
後
指
導

活動を振り返って話し合ったり、生活科カードにまとめたりすることで、活動の反省と今
後の意欲付けを行う。

ウ　花作り（１年生）

教育課程上の
位置付け

生活科「はないっぱいになあれ」　２時間

ね
ら
い

・ 専門的な知識を持つ高校生に花の種類や種まきの仕方を教わることで、花作りへの興
味・関心を持たせる。

・ 高校生と一緒にまいた種が生長する過程を観察することで、生命を育てることの喜びを
味わわせる。

事
前
指
導

花の種類について説明し、自分の育てたい花を決めさせ、グループ分けをする。高校生と
の交流の仕方について確認する。

事
後
指
導

体験のまとめを体験カードに記入させるとともに、今後の世話について説明し、継続して
観察・記録させる

エ　食品加工（６年生）

教育課程上の
位置付け

総合的な学習の時間「わくわく農園活動」４時間
（実施内容）乳酸飲料・米パン作り

ね
ら
い

・ 北宇和高等学校の生徒に教わりながら調理を体験する中で、素材を生かして調理実習す
る楽しさを味わわせる。

・ 地域の高校生との交流体験を通して、協力して働くことの大切さや他者とのかかわり方
を学ばせる。

・ 地域の高校生の活動を知ることで地域社会へのかかわり方を考えるとともに、近い将来
の目標を持たせる。

事
前
指
導

食べ物を扱うときの留意点・準備物について説明するとともに、高校生との交流の仕方に
ついて確認する。

事
後
指
導

体験のまとめを行うとともに、お礼の手紙を書かせ、お世話になった北宇和高等学校の先
生や生徒に感謝の気持ちを伝える
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（２）鬼北町立好藤小学校

ア　野菜作り（全学年）

教育課程上の

位置付け

１　年　生活科「はないっぱいになあれ」　２時間　

２　年　生活科「おいしいやさいになあれ」　２時間　

３・４年　総合的な学習の時間「種や苗を植えよう」　２時間

５　年　総合的な学習の時間「自然とのふれあいを求めて」　２時間

６　年　総合的な学習の時間「生命や環境について考えよう」　２時間

（※　交流活動は、全校縦割り班で実施）

ね
ら
い

・ 高校生と交流しながら様々な体験活動をすることによって、自然を愛する心情や奉仕の

精神を育てる。

・野菜を栽培、収穫し、味わうことを通して、食に対する興味・関心を高める。

・野菜作りの過程を学び、農業に対する理解を深める。

事
前
指
導

高校生との交流の心構えについて確認し、コミュニケーションの大切さを伝えるととも

に、野菜を植えるまでに必要な過程を理解させながら、高校生の協力に対して感謝の気持

ちを持たせるようにする
事
後
指
導

自分たちが植えた野菜の生長を観察する中で、時期に応じた植物の世話の仕方について理

解させる。また、高校生にお礼の手紙を書かせ、感謝の気持ちを伝える。

イ　食品加工（４・５・６年生）

教育課程上の

位置付け

４ 年　総合的な学習の時間「人とのかかわりを広げよう」　２時間

５ 年　総合的な学習の時間「より多くの人とふれあうために」　２時間

６ 年　総合的な学習の時間「地域の文化とふれあおう」　２時間

（実施内容）パン、マドレーヌ作り（４・５年生）豆腐作り（６年生）

ね
ら
い

・ 高校生との交流の中で、コミュニケーション能力を高めるとともに、感謝の気持ちを育

てる。

・ 高校生と交流しながら様々な体験活動をすることによって、生産活動（食品加工）の喜

びを味わわせ、奉仕の精神を育てる。

・ 生産活動（食品加工）の過程を学び、身のまわりの食品に対する興味・関心を高める。

事
前
指
導

高校生との交流の心構えについて確認し、コミュニケーションの大切さを伝えるととも

に、各自の食生活をふり返りながら、身のまわりの食品の製造過程についての興味・関心

を高める。
事
後
指
導

各食品のレシピを配布し、高校生に教えてもらったことを思い出しながら家庭でも実践す

るように働きかける。また、高校生にお礼の手紙を書かせ、感謝の気持ちを伝える。

（３）鬼北町立広見中学校 

ア　バイオテクノロジー体験（３年生）

教育課程上の

位置付け

総合的な学習の時間「ラーニング（進路学習）」　６時間

ね
ら
い

・進路学習の一環として、自分たちの身近な高校について調べさせる。

・北宇和高等学校生産食品科の特性を理解させる。

・学習内容に興味を持たせ、自己の将来に生かそうとする態度を育てる。

事
前
指
導

鬼北町近隣の高校について調べさせる。さらに、北宇和高等学校との連携学習の内容を説

明し、興味を持たせる。

事
後
指
導

記録簿を作成させ、活動内容、反省・感想等を記入後、学級担任に提出させ、指導評価を

行う。さらに、様々な情報を提供しながら進路決定に役立たせる。
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イ　押し花コサージュ作り（３年生）

教育課程上の

位置付け

選択教科（美術）「身近な素材の活用」　３時間

ね
ら
い

・身近な物を素材とした作品作りに親しませる。

・ お世話になった３年生に、自分たちの制作したコサージュをプレゼントし、卒

業式を思い出に残るものにさせる。
事
前
指
導

身近な物を素材とした作品を紹介し、学習活動に興味を持たせる。

事
後
指
導

できあがった作品を相互鑑賞させる。また、記録簿を作成させ、活動内容、反

省・感想等を記入後、担当教員に提出させ、評価指導を行う。

５　高校生へのアンケート調査結果

（１）連携学習を通して、自分の専門的な知識や技術の大切さを感じたことはありますか

ア　大いに感じている

イ　感じている

ウ　あまり感じてない

エ　まったく感じてない

（グラフの値は人数）

（２ ）連携学習を通して、自分の会話やコミュニケーション能力の大切さを感じたことはあ

りますか。

ア　大いに感じている

イ　感じている

ウ　あまり感じてない

エ　まったく感じてない

（グラフの値は人数）

（３）連携学習は、あなたの活動意欲や学習意欲を高めますか。

ア　大いに高めている

イ　高めている

ウ　あまり高めてない

エ　まったく高めてない

（グラフの値は人数）

６　児童・生徒の感想

（１）小学生の感想

　ぼくがいちばん楽しかったのは、おいもほりです。かたぐるまをしてくれて、ありが

とう。また、こんど、かたぐるまをしてください。やさいのことを、たくさんおしえて

くれてありがとう。ぼくがこうこうせいになったら、そんなことがじょうずになりたい
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です。（小学２年生　男子）

　わたしが一番楽しかったのは、３回目のやさいうえのときです。草はこびリレーがと

てもたのしかったです。朝、目がさめたときから、楽しみにしていたけど、ちょっぴり

はずかしかったです。（小学３年生　女子）

　ぼくはとうふ作りをたいけんしてびっくりしたことがあります。それは、とうふを作

るときに、いっしょにおからができたことです。おからは、とうふからできることは

知っていましたが、どんなときにできるのか、よくわかりました。とうふ作り楽しかっ

たです。（小学４年生　男子）

　今日は、米パンの作り方を教えてくださって、ありがとうございました。パンをオー

ブンに入れて、焼けるのを待つ時間、焼き上がりがとても楽しみだったことが印しょう

にのこりました。材料をさわったり、においをかいだり、焼けたパンをし食することが

とても楽しかったです。（小学４年生　女子）

（２）高校生の感想

　物事を教えることの大変さ、技術を分かりやすく伝えることの難しさを知りました。

しかし、連携学習を終えて、「北宇和高校に入学したい。」と言ってくれることが、やり

がいになり、とてもうれしいです。（北宇和高校２年生女子）

　連携学習を通して、人とのコミュニケーションの大切さと、積極的に行動することの

大切さを学びました。（北宇和高校２年生男子）

　連携学習をするとき「どう伝えたらいいのか」迷っていました。しかし、一緒に作業

を進めるうちに楽しさが分かり、自信が付きました。（北宇和高校３年生女子）

　人と協力する大切さを知り、多くの人とかかわることで、コミュニケーションが取れ

るようになり、人前で話すことができるようになりました。また、小学生が一生懸命に

取り組む姿に感動しました。（北宇和高校３年生男子）

７　成果とまとめ

　小・中学生に対しては、異年齢交流によるコミュニケーション能力を高める効果と、農

業や食材に対する興味・関心を高める効果が認められ、農業高校をより身近なものと感じ

させることができた。また、小・中学生の保護者に対しては、農業や食に対する学習の必

要性や魅力を発信することができた。

　一方、高校生に対しては、活動の場を多く設けることにより、専門教科の学習内容を深

化させることの必要性や、物事に対して主体的に取り組むことの重要性を学ばせることが

できた。その結果、日常的な学習態度や学習意欲に改善が見られる効果があった。また、

生徒は体験を通して様々な場面でコミュニケーション能力や社会性の必要性を学び、それ

ぞれの生徒が自分自身を高めようと努力する姿を目の当たりにすることができた。

　さらに、連携学習の実施により、本校の特色や生徒の本来の姿が広く地域に発信され、

その活動が評価された。そのことにより、生徒の達成感や満足感が高まり、自信を次の活

動への意欲に結び付けることができた。今後、更にこの活動に改善を加えながら継続する

ことで、農業や食を通した教育の魅力を発信し、特色ある学校づくりに取り組みたい。
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沖縄県教育委員会

【事例１５】

小・中・高等学校相互の連携による系統的な体験活動

～北中城村を事例として～

《事例の概要と特色》

　本県では児童生徒が発達の段階に応じて、小・中・高等学校が連携したキャリア教育を

組織的・計画的・継続的に行うことが重要であるという視点に立ったキャリア教育にかかわ

る体験活動の推進に取り組んでいる。特に、「夢にチャレンジ社会体験活動」「高校生チャレ

ンジウィーク事業」の２つについて紹介する。

☆ 平成 15 年度から「夢にチャレンジ社会体験活動」として、本県の小学校５・６年生に働

く大人の後ろ姿を見る体験などの職場見学、中学校では職場体験学習などの社会体験活動

を５日間実施することを目指して推進している。

☆ 平成 15 年度から「高校生チャレンジウィーク事業」として、全ての全日制高校生が在学

中に一度は３日間以上のインターンシップを体験することを目指して推進している。

１　沖縄県及び北
きたなかぐすく

中城村における教育の概要

（１）県の状況

　沖縄県はアジア大陸の東にあって、弧状に連なる日本列島の南西端に位置する。東西

約 1,000 ㎞、南北約 400 ㎞の広大な海域に、大小 160 の島々からなる。去る、太平洋戦

争では住民を巻き込んだ国内唯一の地上戦の場となり、戦後は米国の施政権下に置かれ

ていたが、昭和 47 年に日本復帰を果たし、今日に至る。

　平成 12 年 12 月に首里城跡や中城城跡などの９カ所が「琉球王国のグスク及び関連遺

産群」として、世界遺産に登録された。これらの遺産群は、琉球独自の歴史や文化を今

に伝える貴重な史跡である。

　本県の産業の特徴として、商業や金融、サービス業などの割合が高く、建設業や製造

業の割合が低い。温暖な気候を利用して、野菜や花
か き

卉の県外出荷が盛んになってきてい

る。一方、農業や漁業、畜産業などが本県の産業全体に占める割合はさほど高くはな

い。現在の本県のくらしを支えている産業は、観光等のサービス業が挙げられる。とり

わけ、本県の美しい自然や歴史・文化を求めて観光客も年々増加しており、年間約 550

万人が訪れている。

（２）学校等の状況

　本県には、公立小学校 281 校、公立中学校 157 校、私立小学校３校、私立中学校５

校、県立高校 62 校、県立特別支援学校 16 校の計 524 校があり、208,512 人（小学校

101,846 人、中学校 52,385 人、公・私立高校 52,496 人、特別支援学校 1,785 人）の児
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童生徒が在籍している。

　また、本県には「併設型中高一貫教育校」３校、「連携型中高一貫教育校」が１校あ

り、中高一貫によるきめの細かい学習指導等の推進を目指している。

（３）北中城村の状況

　立村 30 年を迎える北中城村は、県都那覇市から北東に約 16 ㎞のところに位置し、ラ

ンや花
か き

卉栽培が盛んな地域である。人口 16,400 人の本村は、宜野湾市や沖縄市、北谷

町、中城村の４市町村に隣り合っている。

　本村には、歴史的・文化的にも貴重な史跡等があり、とりわけ世界遺産に登録された

「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の一つである「中城城跡」は、内外共に有名であ

る。また、1700 年代の中ごろに建てられたと推測される「中村家」は、豪農としての

風格を構えた建物として昭和 47 年５月に国指定重要文化財として指定を受けた。

　村内には、幼稚園１園、小学校２校、中学校１校、高校１校があり、約 2,859 人の幼

児児童生徒が在籍している。本年度は、学校、図書館、公民館等を高速・超高速で接続

する「地域イントラネット基盤施設事業」により、図書館の蔵書の検索や学校間交流、

地域情報等の提供が可能となった。

２　沖縄県における小・中・高等学校連携によるキャリア教育

（１）沖縄県キャリア教育推進プランの特質

　本県では、望ましい勤労観・職業観をはぐくむことを目的に、発達の段階に応じた

キャリア教育の一環として、小学校で職場見学、中学校で職場体験、高等学校で就業体

験（インターンシップ）を推進しているところである。

　本県のキャリア教育推進プランは、「自立した社会人・職業人」の育成を図るため、

児童生徒の発達の段階に応じた組織的・計画的・継続的なキャリア教育の実践が必要で

あることを踏まえ、「児童生徒一人一人のキャリア発達の支援」「社会人・職業人として

の基本的資質・能力の育成」、「進路実現のための確かな学力の育成」の三つのねらいを

明確に示した。

　一つ目のねらい「児童生徒一人一人のキャリア発達の支援」では、キャリア教育が児

童生徒一人一人を尊重し、個の発達を促進する教育実践の大切さ等を述べている。二つ

目の「社会人・職業人としての基本的資質・能力の育成」では、学校教育における働く

ことへの関心や意欲、目的意識、社会人・職業人としての基本的資質・能力の育成を図

る必要性について述べている。三つ目の「進路実現のための確かな学力の育成」におい

ては、学ぶことへの動機付けの明確化、自己の興味・関心や能力・適性、職業や生き方

についての理解を深めることなど、組織的・計画的・継続的なキャリア教育の実践の必

要性を述べている。

　また、本県では「沖縄県キャリア教育推進プラン」に基づいた、全小・中・高校で学

校独自の「キャリア教育学習プログラム」を作成し、組織的・計画的・継続的な取組が

展開できるよう推進している。
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【「沖縄県キャリア教育推進プラン」より】

沖縄県キャリア教育学習プログラムの枠組（例）

各段階 小　学　校 中　学　校 高 等 学 校

発 達 段 階

キャリア
発 達 課 題

○自己及び他者への積極的関心の形成・発展
○身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上
○夢や希望、憧れる自己イメージの獲得
○勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成

○肯定的自己理解と自己有用感の獲得
○興味・関心等に基づく職業観・勤労観の形成
○進路計画の立案と暫定的選択
○生き方や進路に関する現実的探索

○自己理解の深化と自己受容
○選択基準としての職業観・勤労観の確立
○将来設計の立案と社会的移行の準備
○進路の現実吟味と試行的参加

４つの能力

　　　
　

　

発 達 目 標

低学年 中学年 高学年 １学年 ２学年 ３学年 １学年 ２学年 ３学年

教
育
課
程
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
関
連

学級活動

○ 友達と仲良く
遊 び 助 け 合
う。（A１）

○ 係や当番の活
動 に 取 り 組
み、それらの
大切さが分か
る。（Ｂ２）

○ 自分の意見や
気持ちをわか
りやすく表現
する（Ａ２）

○ 自分の仕事に
対して責任を
感じ、最後ま
でやり通そう
と す る。（ Ｄ
２）

○ 話し合いなど
に積極的に参
加し、自分と
異なる意見も
理解しようと
する。（Ａ１）

○ 社会生活には
いろいろな役
割があること
や大切さが分
かる。（Ｃ１）

○ 他者に配慮し
ながら、積極
的に人間関係
を築こうとす
る。（Ａ２）

○ 自分の役割や
進め方、集団
活動のための
役割分担や方
法 等 が 分 か
る。（Ｃ１）

○ 課題に積極的
に取り組み、
主体的に解決
していこうと
する。（Ｄ２）

○ 将来の夢や職
業 を 思 い 描
き、自分にふ
さわしい職業
や仕事への関
心意欲を高め
る。（Ｃ２）

○ 自己の職業的
な能力・適性
を理解し、そ
れを受け入れ
て伸ばそうと
する。（Ａ１）

○ 生きがい・や
りがいがあり
自己を生かせ
る生き方や進
路を現実的に
考える（Ｃ２）

○ 理想と現実と
の葛藤経験等
を通し、様々
な困難を克服
するスキルを
身につける。

（Ｄ２）

総 合 的 な
学習の時間

○ 自分の考えを
みんなの前で
話す。（Ａ２）

○ わからないこ
とを、図鑑な
ど で 調 べ た
り、質問した
り す る。（ Ｂ
１）

○ 施設・職場見
学等を通し、
働くことの大
切さや苦労が
分 か る。（ Ｂ
２）

○ 産業・経済等
に伴う職業や
仕事の変化の
あらましを理
解 す る。（ Ｂ
１）

○ 日常の生活や
学習と将来の
生き方との関
係 を 理 解 す
る。（Ｃ１）

○ 選択の意味や
判断・決定の
過程、結果に
は責任が伴う
ことなどを理
解 す る。（ Ｄ
１）

○ 職業について
の総合的・現
実的な理解に
基づいて将来
を設計し、進
路計画を立案
する。（Ｃ２）

○ 将来設計、進
路計画の見直
し再検討を行
い、その実現
に取り組む。

（Ｃ２）

○ 進路希望を実
現するための
諸条件や課題
を理解し、実
現可能性につ
い て 検 討 す
る。（Ｄ１）

職業体験等
学習

（関係する主な
キャリア能力）

関心の喚起 事前学習 親にインタビュー 調査の仕方 マナー講習会 先輩に学ぶ 適性検査 職業人講話 各種説明会

自己表現 学級の向上 夢を語る 発表会 報告会 進路決定 職業調べ 報告会 具体的取り組み

ね ら い

○ 自分の身の回
りの人や自然
について理解
を深め関心を
持つ。

○ 社会が多くの
人の協力で成
り立っている
ことを理解す
る。

○ 身近な人が社
会の中の役割
を担っている
ことに感謝の
気 持 ち を 持
つ。

○ 地域について
の理解を深め
ながら、調べ
方、マナーを
身につける。

○ 仕事の大切さ
とやりがいを
感じ、社会の
一員としての
役割を知る。

○ 自己理解のも
と自分の将来
を 考 え な が
ら、適性な進
路 選 択 を す
る。

○ 自己理解を深
め、 適 性 に
あった職業を
知り、理解関
心を深める。

○ 社会人として
の自覚を深め
るとともに、
働くことの意
義 を 確 認 す
る。

○ 自己実現に向
けた進路決定
とそのための
具体的な取組
を行う。

道　　徳

○ 学校でしてよ
いことと悪い
ことがあるこ
とが分かる

（Ｄ１）

○ 自分のやりた
いこと、よい
と思うことな
どを考え、進
ん で 取 り 組
む。（Ｄ１）

○ 思いやりの気
持ちを持ち、
相手の立場に
立って考え行
動しようとす
る（Ａ２）

○ 自分の良さや
個 性 が 分 か
り、他者の良
さや感情を理
解し、尊重す
る（Ａ１）

○ 様々な職業の
社会的役割や
意 義 を 理 解
し、自己の生
き 方 を 考 え
る。（Ｃ１）

○ お互いの命と
個 性 を 尊 重
し、国際人と
しての態度を
身に付ける。

（Ａ２）

各教科の
関連の例

＜生活科＞
「私の家族」
○ 家族の中での

自分の役割・
手伝いを見つ
ける。（Ｃ１）

＜国語＞
「調べたことを
知らせよう」
○ 生活を見つめ

て、表やグラ
フにして発表
し よ う。（ Ｂ
１）

＜社会＞
「食糧生産を支
える人々」
○ 私達の食卓を

支えている人
の姿を調べる

（Ｂ１）

＜保健体育＞
「水泳」
○ 自己の能力に

適した課題を
設定して、練
習 に 取 り 組
む。（Ｄ２）

＜音楽＞
「歌いあわせる
楽しさ」
○ 歌い合う喜び

を体感し、三
部合唱を楽し
む。（Ａ２）

＜理科＞
「科学技術と人
間」
○ エネルギー資

源の利用と環
境保全の関連
を日常生活と
関連付けて考
える。（Ｂ１）

＜数学＞
「数量」
○ 日常生活の課

題解決に数量
化したグラフ
を活用する。

（Ｄ２）

＜美術＞
「共同制作」
○ 目標と役割の

話し合いを行
い、グループ
による共同制
作を行う。（Ｃ
１）

＜英語＞
「英語でＨＰ作
成」
○ 英語でＨＰを

作成し、英語
圏の学校と国
際 交 流 を 行
う。（Ａ２）

８つの能力（ Ａ１：自他の理解能力　Ａ２：コミュニケーション能力　Ｂ１：情報収集・探索能力　Ｂ２：職業理解能力　Ｃ１：役割把握・認識能力　Ｃ２：計画実行能力　Ｄ１：選択能力　Ｄ２：課題解決能力）

「沖縄県キャリア教育推進プラン」より一部抜粋

（２）全ての公立全日制高校におけるインターンシップの実施

　本県高等学校におけるインターンシップは、豊かな人間性や社会性、望ましい勤労

観・職業観をはぐくみ、教員や保護者以外の大人と接する機会を通して、職業人として

の基本的なマナーや異世代とのコミュニケーション能力の育成を図ることを目的として

いる。

　なお、各学校での具体的な取組は、教育課程への位置付け、在学中の３日間以上のイ

ンターンシップの実施、沖縄県キャリアセンターやハローワークとの連携協力、事前・

事後学習の充実、インターンシップ活動の状況把握や巡回指導等のための事業所訪問等

を視点に推進しているところである。

Ａ．人間関係形成能力
 Ｂ．情報活用能力

進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期

（夢と希望を育む）

現実的探索と暫定的選択の時期

（生き方の自覚を深める）

現実的探索・試行と社会的移行準備の時期

（進路選択・決定）

生活体験
（人間関係）
（情報活用）

社会見学
（人間関係）
（情報活用）

職場見学
（情報活用）
（将来設計）

地域調査
（人間関係）
（情報活用）

職場見学
（情報活用）
（将来設計）

高校訪問
（将来設計）
（意志決定）

情報収集
（人間関係）
（情報活用）

インターシップ

（将来設計）
進路決定

（意思決定）

自己理解の基礎
集団の一員

としての基礎
社会の一員

としての基礎
肯定的な

自己理解
集団の一員

としての模索
社会の一員

としての模索
自己理解の深化

集団の一員
としての行動

社会の一員
としての試行

 Ｃ．将来設計能力

 Ｄ．意思決定能力
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表１　高等学校インターンシップ実施状況

年度 実施校
実施率

（実施校／全日高校）
体験者数 受入事業所数

平成 17 年度 61 校 100,0％ 14,367 名 4,604 事業所

平成 18 年度 59 校  96,7％ 14,483 名 4,683 事業所

平成 19 年度 60 校 100,0％ 14,417 名 4,556 事業所

（３）小・中・高等学校相互の連携推進のための組織とその機能

　児童生徒のキャリア発達の過程には幾つかの段階があり、その段階ごとに解決すべき

課題がある。そのため、児童生徒が発達段階に応じて、小・中・高等学校が連携した

キャリア教育を組織的・計画的・継続的に行っていく必要がある。

　本県では、小・中・高等学校のキャリア教育が系統性を持ち、さらに一歩踏み込ん

だ、小・中・高等学校の指導者の連携と児童生徒レベルでの連携のとれたキャリア教育

の推進を図るため、以下の事業を展開している。

①　「キャリア教育連携推進会議」

　各学校並びに市町村教育委員会のキャリア教育担当者が一堂に会し、児童生徒の発

達段階に応じたキャリア教育の在り方について理解を深めるとともに、　小・中・高

等学校の指導の系統性と連携の取れたキャリア教育の充実・推進を図る。

②　「未来を語る児童生徒フォーラム」

　小・中・高等学校の児童生徒が、職場体験等の体験活動の発表等を通して、語り合

い、学び合う中で、将来への展望・歩みの振り返りを行い、日々の生活や学習の充実

につなげる。

③　「キャリア・アドバイザー派遣事業」

　中学校における職場体験の事前・事後指導の充実を図るために、マナー指導や社会

人・職業人として求められる資質や能力等について、講演・講義等による外部人材の

活用を促進する。

【「沖縄県キャリア教育推進プラン」より】

「沖縄県キャリア教育推進プラン」より抜粋
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３　島袋小学校における職場見学の実際

（１）キャリア教育の全体計画

　島袋小学校の学校教育目標である「情操豊かで、心身ともに健全な個性に満ちた実践

力のある児童の育成」と、キャリア教育の目標を明確に関連付けることにより、教育活

動全体を通してキャリア教育の一層の充実を図ることとした。

①　キャリア教育目標

○自分や友達のよさに気付くことができる。

○自信を持ち、考えて行動ができる。

○夢や希望に向かって努力しようとする態度を育成する。

②　基本方針

○幼稚園・小学校・中学校と連携し、系統的な指導計画の下に行う。

○全教科、領域の中で行う。

○保護者の協力を得る。

③　教育課程上の位置付け

　キャリア教育は、学校教育の全体を通じて行うものである。特に、すべての教科、

領域等の中で具体的に実践していくことが求められている。教科等の学習を通して、

現実の社会や生活の理解を深め、将来の生き方への関心を深めさせることにつなげて

いく。

④　キャリア教育で育てたい能力

○自己を見つめ、自他共によりよく生きようとする人間関係形成能力の育成を図る。

○問題解決的な学習や体験的な学習を通した意思決定能力の育成を図る。

○自己の伸長を図るとともに、将来設計能力の育成を図る。

（２）キャリア教育にかかわる「職場見学」

①　視点

○ 職場見学を通して、自分の生き方として見つめ、将来の生き方を考える機会とす

る。

○ 地域・社会に子どもたちの姿を知ってもらう機会とし、「地域の子どもは地域で育

てる」等の機運の高揚を図る。

②　ねらい

○あいさつや礼儀作法など、社会の一員としての基本となることを学ぶ。

○働く人々の姿を見つめ、働くことの意義・尊さや厳しさを実感する機会とする。

○共に生きる心や感謝の心をはぐくむ場とする。

③　実施時期　　　平成 19 年７月６日（金）

④　場　　所　　　各事業所（29 事業所）

⑤　対　　象　　　第６学年（45 名）
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【職場見学「トライデー」の様子】

　

　　　　　沖縄県宜野湾警察署にて　　　　　　　　　　琉球大学附属病院にて

（３）「もうすぐ中学生」の実施

　島袋小学校では、中学校生活への夢や希望を持たせる、中学校生活への不安を除く、

小中連携部会の交流の充実を図ることをねらいとして、北中城中学校の生徒を招いての

「もうすぐ中学生」集会を実施している。主な内容としては、中学生自ら学校生活全般

の様子や部活動の紹介、学習の様子などを自主制作したビデオの放映を通して、質疑形

式で進行するものである。

４　北
きたなかぐすく

中城小学校における職場見学の実際

（１）本校のキャリア教育

　北中城小学校では、「自分や友達のよさ、自分らしさに気付くことができるようにす

る」、「将来に対する夢や希望を持ち、目標に向かって努力する態度を育てる」、「学ぶこ

と、働くことの意義を知り、互いに協力し合う喜びや達成感を味わわせる」の３点を

キャリア教育の目標として取り組んでいる。

　特に、「将来に対する夢や希望を持ち、目標に向かって努力する態度を育てる」を踏

まえ、本校が全体で取り組むキャリア教育の一環として、児童一人一人の夢を壁に掲げ

た「ドリームウｫール」を設けている。

　これは、児童が自分のよさや可能性を理解し、新たな目標や夢の実現に向かって取り

組むための自己発達を促すためのものである。同時に、自己の興味・関心や能力・適

性、職業や生き方についての理解を深め、将来の夢や希望、目的を明確にし、児童の夢

の実現を図ることをねらいとしている。

（２）キャリア教育の全体計画

①　目標

○自分や友達のよさ、自分らしさに気付くことができるようにする。

○将来に対する夢や希望を持ち、目標に向かって努力する態度を育てる。

○学ぶこと、働くことの意義を知り、互いに協力し合う喜びや達成感を味わわせる。
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②　教育課程上の位置付け

　教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動の時間において、現実の社会や生活の

理解を深め、将来の生き方への関心を深めさせる。

③　キャリア教育で育てたい能力

○学ぶことの意味を理解させ、意欲的な学習態度の育成

○児童の内面に根ざした道徳性の育成

○学級活動などの集団活動を通した自主性・社会性の育成

○自ら課題を見付け、主体的に判断し、問題解決をする力の育成

④　各学年の重点目標（抜粋）

○身近な働く人々に興味関心を持つ。（低学年）

○家の手伝いなど、役割の大切さを知る。（低学年）

○自分の周りで働く人たちの姿から、いろいろな職業があることを知る。（中学年）

○自分のよさや友達の良さを認め合い励まし合うことができる。（中学年）

○将来の夢や希望を持ち、実現を目指して努力する。（高学年）

○仕事における役割の関連性や変化に気付く。（高学年）

（３）「ドリームウォール」（ぼくのゆめ・わたしのゆめ）実施計画

①　ねらい

　　　ア 　一人一人の児童に夢や目標を持たせ、

楽しい学校生活が送れるようにする。

　　　イ 　お互いの違いを認め合う思いやりの心

をはぐくむ。

　　　ウ 　親子でドリームウォールを見ることに

よって、学校・家庭・地域が課題を共有

できる場をつくる。

②　実施方法

　　　ア 　４月下旬～６月上旬（学年の実態に応

じて設定）

イ　取組の内容（例）

　主に学級活動や道徳の時間に、自分の夢や目標を考えドリームウォールに書く。

実践した学級ごとに校舎の壁にドリームウォールを掲示する。ドリームウォールの

前で一人一人発表をし、クラスメートとお互いの夢を共有し合ったり、記念の写真

を撮ったりと、各クラス工夫して掲示していた。

③　その他

　ドリームウォールの発展として、「いいこと発見ドリームボックス」を設置し、毎

月「人権の日」に友達や自分の良さを見付けて投書する機会を設定した。その内容

は、校長講話で全児童に紹介した。

「ドリームウォール」の壁
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表２　各学年の実践内容

学年 教科等 実践内容

１年 生活科、道徳、特別活

動

・ドリームウォール（将来の夢について考える）

・お招き会（保育園・幼稚園児との交流会）

２年 道徳、特別活動 ・ドリームウォール（将来の夢について考える）

３年 道徳、特別活動 ・ドリームウォール（将来の夢について考える）

４年 道徳、総合的な学習の

時間、特別活動

・ドリームウォール（将来の夢について考える）

・ 講演会（夢に向かって努力すること、夢をあきらめないこ

との大切さについて）

５年 道徳、総合的な学習の

時間、特別活動

・ドリームウォール（将来の夢について考える）

・ ドリームカムトルゥー（自分の就きたい職業について調べ

る）

６年 道徳、総合的な学習の

時間、特別活動

・ドリームウォール（将来の夢について考える）

・ 講演会（夢に向かって努力すること、夢をあきらめないこ

との大切さについて）

・中学生との交流（中学生活について、先輩から話を聞く）

５　北中城中学校における職場体験活動の実際

（１）目標

　北中城中学校では、キャリア教育の目標を「基本的生活習慣の確立を図る」、「生涯に

わたって学び続ける意欲高揚を図る」ことを設定し、本県のキャリア教育推進プランを

踏まえ、全教育活動を通した生徒の勤労観・職業観を育む教育を推進している。

　各学年におけるキャリア教育の目標は、次のとおりである。

○１学年：自己理解・望ましい勤労観・奉仕の精神・進路計画の意義を知る。

○２学年：職業について多面的に理解し、「適性」を生かした進路を考える。

○３学年：将来設計の実現への道筋を確認し、意欲を持つ。

（２）教育課程への位置付け

　当該校では、学校教育目標を「進んで学ぶ生徒」、「心豊かな生徒」を掲げ、「知・

徳・体」のバランスのとれた教育を展開している。なお、キャリア教育にかかわる学習

活動は、総合的な学習の時間を中核として各教科、道徳、特別活動のすべての教育活動

において位置付け、「生きる力」の育成を図る。
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（３）キャリア教育で育てたい能力

　キャリア発達にかかる４つの能力（人間関係形成能力、情報活用能力、将来設計能

力、意思決定能力）の育成に当たっては、学校教育目標、学年目標等との関連を図ると

ともに、生徒の望ましい勤労観・職業観の育成に努める。

　また、自己及び他者への積極的関心の形成・発展、夢や希望・あこがれる自己のイ

メージの獲得等を目標に据え、体験活動と関連付けながら計画的・系統的に育成する。

（４）各学年の取組

　北中城中学校では、各学年においてキャリア教育を組織的・計画的に推進するための

取組を行っている。

○１学年： 校外活動や身近な職場についての調べ学習を通し、情報の収集、地域の

人々の人間関係を築く。

○ ２学年： 事前学習などを通して、職業について多面的に理解し、自分の進路を考え

つつ職場体験を行う。

○ ３学年： 上級学校について資料や体験入学を通して、特色や校風などについて調

べ、将来設計の実現意欲を持つ。

（５）キャリア教育にかかわる「職場体験」

　職場体験学習を通して働くことの意義や自己の職業に対する意識を高め、今後の中学

校生活において、望ましい勤労観・職業観を持って意欲的に学習すること等を目的に、

５日間の職場体験を実施した。

　この職場体験学習では、実際に業務に従事する方とのかかわりを通して、働くことの

尊さを肌で感じたり、生きていく上での必要な資質を高めたりすることのできるプログ

ラムを工夫している。

①　視点

○ 働くことや職業について調べ、体験することにより望ましい勤労観・職業観を育

む。

○自分の生き方を考え、進路選択に向けて情報を収集・活用する力をはぐくむ。

○地域から世界へ視野を広げ、異なる文化や社会について理解を深める。

②　ねらい

○ 調べ学習・体験学習を通して、自分の生き方を主体的に考える力を身に付けて、実

践していこうとする態度を育てる。

③　実施時期　　　平成 19 年７月２日（月）～６日（金）

④　場　　所　　　各事業所（76 事業所）

⑤　対　　象　　　第２学年（204 名）

⑥　体験日数　　　５日間

⑦　内　　容　　　職場体験
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表３　実施計画

実施時期 教師の動き 生徒の動き

６月１日（金） ○受入事業所等への協力依頼 ○職業人による「講演会」

６月15日（金） ○ 希望調査、事前学習資料の作
成、事前打合せ

○希望調査、事前訪問について

６月29日（金） ○ 事業所訪問（事前の打合せ、
緊急時の対応等）

○ 事業所訪問（体験学習のしお
り読み合わせ等）

７月２日（月）～
７月６日（金）

○職場体験学習
　・事業所の巡回、対応等

○職場体験学習
　・各事業所での体験学習

７月20日（金） ○体験学習のまとめ ○事業所への「お礼」作成

【職場体験学習の様子】

　

　　 職場体験の様子「給食センター」         　職場体験の様子「給油所」

６　成果と課題

（１）本県の成果と課題

　本県では、望ましい勤労観・職業観をはぐくむことを目的に、発達段階に応じたキャ

リア教育の一環として、小学校における身近な人の働く姿を見る職場見学、中学校にお

ける働くことの意義を考える職場体験、高校では職業選択までを含めたインターンシッ

プを推進してきたところである。

　これまでの成果と課題等について述べてみる。

　まず、成果については、小学校の職場見学を通して、多様な職業があることの理解や

将来の夢や希望の拡大、保護者の仕事に対する理解の深まりが見られた。

　また、中学校における職場体験学習を通して、人間関係を含めて職場理解はもとより

地域の人々の働きへの関心の高まり、自分の将来について保護者と語り合う機会が増加

した。さらに、キャリア教育の目指す「働くことや仕事を理解する力」「人間関係を築

く力」「将来を設計する力」の基盤づくりになった。

　次に、課題については、これまでの取組の成果が小学校６年間、中学校３年間の中で

発達段階に応じたキャリア教育の一環としてとらえられていない面があった。

　中学校における職場体験においては、他の都道府県市の実践から明らかであるとお

り、国の示す５日間連続の職場体験の実施を一層推進していく必要がある。
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　また、小・中学校における発達段階に応じたキャリア教育の「推進計画」の策定に当

たっては、職場体験等を確実に位置付け、小・中学校が連携した取組を推進することが

必要である。

　成果と課題を踏まえて、今後の対応について次のようにまとめてみた。

○県として

・ 「キャリア教育連携推進会議」を通した、勤労観・職業観の共通理解と、課題

等の検討及び啓発活動の推進

○市町村として

・ 各地域の推進実行委員会の設置及び開催、地域の教育力の構築を図る「地域の

子は地域で育てる」運動の展開

○学校として

・ 校内研修等を通したキャリア教育の理解、教科等と関連付けた職場体験等の充

実

（２）北中城村の成果と課題

　本村では、キャリア教育を中核とした組織的・計画的な体験活動の充実を図るため、

「北中城村キャリア教育実行委員会」を立ち上げ、「生徒一人一人が夢と生き方を育む

キャリア教育の推進」をテーマに、体験を通した「はたらくこと」の意義や人との触れ

合いによる社会性の醸成、自らの生き方について考える態度の育成等の調査・研究を

行った。

　この調査・研究における成果及び課題は、次のとおりである。

①　成果

○実行委員会

・地域を挙げて、キャリア教育の推進を図ることの大切さを認識できた。

○推進校（中学校）

・ 職場体験を通して、「学ぶこと」と「働くこと」の大切さを肌で感じとることが

できた。

・ 多くの人と接し、かかわりを持つことを通して、人間関係の大切さを学ぶことが

できた。

②　課題

○実行委員会

・数多くの団体等の意見が聞けるような組織の拡充が必要である。

○推進校（中学校）

・職場体験の受入れ先の開拓に苦慮している。

・生徒が希望する職種と事業所側からの人員の調整が難しい。
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地域の教育力を活用した職業にかかわる体験活動についての調査研究

平 成 1 9 年 ４ 月 １ 日

国立教育政策研究所長決定

１　目的

　 　今日、産業・経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化等を背景に、子どもたちの進路

をめぐる環境は大きく変化している。こうした中、子どもたちの進路意識や勤労観、職業

観の育成が課題となっており、このため、職場体験・インターンシップ等の職業にかかわ

る体験活動の一層の改善・充実が求められているところである。

　 　そこで、これまでの調査研究で得た成果や課題等を踏まえ、さらなる発展的な取組とし

て、各学校段階を通じた計画的・体系的な職業にかかわる体験活動の効果的な普及・促進

の方法や地域の関係機関、企業等と学校間のネットワークの構築についての調査研究を行

う。

２　調査研究の内容

　(1 ) 小学校・中学校・高等学校における職業にかかわる体験活動の先進的な取組について

の情報収集

　(2 ) 小学校・中学校・高等学校における職業にかかわる体験活動の効果的な普及・促進の

方法や地域の関係機関、企業等と学校間のネットワークの構築についての検討

　(3) 諸課題や効果等の検証

  (4) その他

３　実施方法

　　調査研究の実施に当たっては、学識経験者、教員等の協力を得ることができる。

４　庶務

　　この調査研究にかかる庶務は、生徒指導研究センターが処理する。
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