
２　地域・関係機関との連携
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掲載事例の特徴

【事例６】八戸職親会
特別支援学校との連携による自立を目指した体験活動

○企業団体「八戸職親会」と青森県立八戸第二養護学校との連携による障害者の社会的自立を
　目指したキャリア教育の実践
○地域で安定した生活を送るための「働く場」「楽しむ場」「暮らす場」の整備
○障害者自身が選択し、人生を切り開いていける八戸を目指した、小学部・中学部・高等部を一貫し
　た体系的プログラム

【事例７】ジョブカフェ石川
中学校・高等学校に対するキャリア教育支援の現状と展望

○中学校・高等学校向けの多様なキャリア教育プログラムの開発
○教師向け小冊子『「働くこと」をどう学ばせるか～ジョブカフェ石川・キャリア教育支援の試み』の
　作成・配付と活用
○各学校のニーズやキャリア教育全計画等に配慮したきめ細やかな支援の提供

【事例10】佐賀県NPO法人鳳雛塾
産学官連携を基盤としたNPO
による体験型キャリア教育支援
○小学生向けの販売体験プログラム
　と職業人インタビュープログラム、中
　学生向けの職場体験事前指導・事
　後指導プログラム、高校生向けの
　製造販売体験（起業体験）プログラ
　ムの開発と各学校のニーズ等に応
　じた支援の提供
○行政機関、商工会議所、商工会、
　大学、大学生によるNPO法人、協
　力企業等との連携による地域教育
　資源の有効な活用

【事例９】大阪商工会議所・大阪キャリ
ア教育支援ステーション
地域総がかりで取り組む
キャリア教育支援

○大阪商工会議所会頭、大阪府教
　育委員会教育長、大阪市教育委員
　会教育長の他、関係行政機関・団
　体、経済団体、大学、PTA関連団
　体等の長によって構成される「大阪
　キャリア教育支援ステーション」の
　設置
○同ステーションを軸とした教育行政、
　一般行政、保護者、地域、産業界
　の連携の推進と、学校でのキャリア
　教育実践に対する多様な支援の提
　供

【事例８】福井商工会議所青年部（福
井YEG）
「福井そして日本の産業を支え
る人材育成」を目指す「おしごと
探検隊アントレ・キッズ」
○「働くことは、生きること」との思いを
　基にした地元の商工会議所青年部
　によるキャリア教育の実践
○小学生とその保護者が一緒に参加
　することを原則とした職業体験プロ
　グラムの開発と提供
○プログラム実践のための「アントレ・
　キッズマニュアル」の作成と県内関
　連団体への提供を通した普及活動

－ 83 －



八
はちのへ

戸職
しょく

親
おやかい

会

【事例６】

特別支援学校との連携による自立を目指した体験活動

《事例の概要と特色》

　本事例の特色は、特別支援学校（青森県立八戸第二養護学校）と障害者の社会自立を支

援する企業団体（八戸職親会）が密に連携し、「特別支援学校の産業現場等における実習

（以下、「現場実習」と略す）の受入れ」「特別支援学校卒業生の雇入れ」「就職後の職場定

着支援」等を行っているという点である。八戸職親会と八戸第二養護学校との協同の歩み

は、平成 20 年度に２０周年という大きな節目を迎えた。

　一口に障害者の就労支援団体といっても、本会のように事業主自らがこのような取組をし

ている任意の団体は、全国的に見てもあまり例がないと伺っている。当事者である私たちに

とっては必要に迫られて作った会で、単に就労という視点のみならず、障害のある方々が生

涯にわたって安心して生活できる地域支援の体制づくりを目指している。

１　地域の状況

　八戸市は青森県の東南部に位置しており、県南地方において第一の都市、青森県におい

ても第二の都市として栄えている。

　地形は、なだらかな台地に囲まれた平野が太平洋へ向かって広がり、その平野を三分す

る形で、岩手県の北上山地を源流とする馬淵川と新井田川の２本の川が市の中心部を流

れ、これらの河口を中心とした海岸地域には近代的な施設を擁する工業港、漁港、商港が

配置されている。急速な工業集積、都市化の進展、水産業の発展とあいまって、人口約

25 万人を擁するまでに成長した。

　「八戸市は海から拓け、海とともに発展してきた」と言われるように、水産業が八戸の

発展を大きく支えてきた。寒流と暖流の出会う三陸沖の良い漁場を控えている八戸港は、

日本有数の漁港として有名で、中でもイカは全国でも屈指の水揚げ量を誇る。

  平成 14 年 12 月には東北新幹線「はやて」が八戸まで開通し、首都圏までの交通が２時

間 50 分台で結ばれるようになり、経済や産業のより一層の発展が期待される。

２　八戸職親会の概要

（１）職場の親だから「職親会」※

（※）知的障害者職親制度や精神障害者社会適応訓練事業で言う「職親」とは異なる。

　本会は、障害者の社会的自立に寄与することを目的に、平成元年９月、「障害者雇用

事業主連絡会（仮）」と称し、障害者の雇用促進と職場定着を願う事業主で活動を始め

た。
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　当時、青森県立八戸第二養護学校（知的障害を主障害とする特別支援学校）から生徒

の現場実習を依頼されたり、卒業生を雇い入れたりしているうちに、知的障害がある生

徒とどうやってかかわればよいか分からない、仕事をどこまで理解できるのかが分から

ないなど、いろいろな悩みが生じてきた。学校の先生に相談したところ、実は、他の事

業主仲間も同様な戸惑いや不安を抱えていることが分かった。それなら、一度みんなで

集まって話をしてみようじゃないかということになり、お互いの悩みを出して解決法を

話し合ったのが、本会結成の 初のきっかけであった。話合いを進めていくうちに、

「職場における親」となって彼らを育てていこうではないかという気運が生まれ、平成

２年「八戸職親会」と名を改めスタートした。発足時、12 名の事業主の参加により始

まった会である。

（２）職親会の原点「会の中心は就職者」

　発足当初から携わってきた事業主の多くが、今でもこの会の運営の中心を担っている

が、その理念は 20 年間全く変わらない。「あせらず、じっくりと」「就職率よりも定着

率を重視」「いかなる場合にも会の中心に就職者をおいて考える」など、職親会運営に

対する初代会長（現顧問）の思いは、今でも会員の心にしっかりと受け継がれている。

この熱い思いが会を 20 年間支えてきた源であり、八戸職親会の原点である。会の活動

が途切れることなく続いてきた秘訣は正にここにある。

　地道な活動が地域社会にも徐々に浸透し、現在では会員が 63 団体、財政的な援助目

的の賛助会員が 80 団体からなり、一般企業、福祉施設、福祉団体、学校教育関係など

計 143 団体の協力を得て活動している。

　障害のある人を雇用している事業

所、特別支援学校等から依頼された

現場実習を受け入れる事業所を会員

の条件としており、政治色抜きが大

原則である。会員となっている企業

種は、地場産業である水産加工のほ

かに自動車、建設・設備業、運送、

包装、食品製造、スーパー、資源リ

サイクル、飲食店、給食センター、高齢者福祉施設など多彩で、いずれも社員 15 名か

ら 50 名ほどの企業が大部分である。

（３）就職率よりも定着率

　障害者雇用の基盤が社会に根付き、雇用率が完全に達成されるならば、私たちのよう

な会は不要である。しかし、雇用の現状はなかなかそうなっていない。青森県は経済不

況の長期化により求人を差し控える企業が多く、中でも高校生の就職は極めて厳しい状

況にある。その一方で、就職しても３年以内に離職する割合が全国ワースト２位である

ことも大きな社会問題となっている。そのような状況下での障害者雇用となると、更に

厳しさが増す。

【写真１】総会後の情報交換会に参加する就職者
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　地道な取組ではあるが、職親会の会員が増えることで障害者雇用に理解を示す事業所

が広がっていき、仮に雇用できなくても現場実習の引受先が増えることで知的障害者へ

の理解も広がることにつながる。その間口を少しずつ広げようというのが会の発想であ

る。「間口を広げる＝同じ事業所でたくさん雇用する」という取組も大切であるが、私

たちの会員事業所の場合、その就職者一人一人に会社の一員として長く働いてもらいた

いという思いの下で雇用している。

　現在、会員事業所で約 70 名の特別支援学校卒業生が働いている。いずれの就職者も

会社からもお客様からも信頼される一人前の社会人としてその力を発揮している。

（４）事務局は特別支援学校

　発足を勧めたのが八戸第二養護学校であった関係もあって、今でも同校に事務局が置

かれている。学校と企業との連携を図っていく上で大きな役割を果たしているが、あく

までも実質的運営は事業主である。

　主な事業として、①障害者の福祉に関する社会啓発、②会員相互の障害者雇用に関す

る研究・研修、③労働者サイドの制度の研究と福利厚生の改善、④会員組織の拡大によ

る障害者雇用機会の拡大、⑤特別支援学校等からの現場実習の受入れの拡大を行ってい

る。

　その活動が認められ、平成 10 年度青森県

障害者雇用促進大会において「青森県知事表

彰」、続いて平成 13 年に全国障害者雇用促進

大会において「日本障害者雇用促進協会会長

表彰」、さらには平成 19 年に「キャリア教育

優良文部科学大臣表彰」を受賞することがで

きた。

３　八戸職親会の取組

（１）安定した地域生活を目指して

  地域での安定した生活を送るためには、誰

にでも「働く場」「楽しむ場」「暮らす場」が

不可欠である。いずれかが欠けると私たちが

目的としている職場定着にもつながりにくい

と推測する。それぞれをバランスよく組み合

わせることが生活の質の向上につながるもの

と考え、本会では、各場面における具体的な

取組を次のように行ってきた。

　「働く場」としての役割は事業主にある。

働く場を提供するだけではなく、「一生」と

いう長期のスパンで支えていくために、仕事

に対してやりがいを持ち、打ち込んでいける

【写真２】文部科学大臣表彰　県教育長（右）と記念撮影

　　【写真３】うみねこマラソンへの参加
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ような職場環境づくりに日々取り組んでいかなければならない。

　「楽しむ場」としては、レクリエーション、スポーツ、交流、文化活動などのできる

場が必要である。職親会では、その一端を担う事業として「八戸うみねこマラソン全国

大会への参加（５月）」、「バスハイク（９月）」を恒例の事業として行ってきた。誰にで

も言えることだが、働くだけでは仕事は決して長続きしない。適度な余暇や趣味を楽し

むことが必要である。そうかといって、就職者の中で実際に休日を有意義に過ごしてい

る人はほんのわずかである。そこで、楽しめる環境を職場以外でも作ろうという趣旨か

ら、これらのイベントを実施することにした。マラソンへの参加は平成７年から取り組

み始め、今年で 13 回目を数える。毎回、就職者、保護者、会員事業主の多くの参加の

下に開催することができ、職親会の特色ある事業の一つとして定着してきた。

（２）他機関との連携により「暮らす場」の整備にも着手

　一方、「暮らす場」については、会としても設立当初からの大きな課題であった。

　現在、就職者の多くが自宅から通勤しているものの、近い将来、親の高齢化に伴い就

職者の生活面の支援をどのようにしていくか考えなくてはならない。これを踏まえると

「暮らす場」に関する支援の必要性が高くなることは必至である。とは言っても本会は

障害者の就労を支援する企業の集まりにすぎない。事業所の親父集団が「働く場」「楽

しむ場」までは何とか整備できてきたものの、「暮らす場」の整備やそれをサポートす

るためのノウハウまではなかなか想像がつかないのが現状であった。

　この避けては通れぬ大きな課題が急展開したのは、平成 18 年 12 月末であった。発端

は八戸第二養護学校からの次のような相談であった。

〔相談の詳細〕「卒業と同時に働いて地域で生活したい」

・ 市内の企業に就職内定した高等部生徒が５名おり、いずれの生徒も卒業と同時

に親元から離れ自立した生活がしたいと希望している。

・ できれば八戸市内に住まいを構え、そこから職場へ通勤できる生活環境がベス

トであるが、卒業後すぐの生徒に預貯金がないため卒業と同時に地域で暮らす

ことはかなり難しい。

・ 万が一地域での暮らしが可能になったとしても生活面での不安があるため、何

らかの形での生活支援が必要となる。

　上記のニーズを実現するために本会がバックアップできることがないか、早速、臨時

役員会を招集し検討した。熟慮した結果、本会が目指してきた「暮らす場」に関する支

援の理念や方向性とその生徒たちのニーズとが合致するということで、グループホーム

（障害のある２～５名の方々が一世帯の家で共同生活するスタイル）を急きょ立ち上げ

る運びとなった。ただし、立ち上げといっても職親会だけでは抱え切れない問題でも

あったため、本会はグループホームを整備するための資金面（賃貸用一軒家の敷金・礼

金の準備、生活に必要となる家電製品の調達等）でのバックアップ支援を、そして実際

のグループホームにおける 365 日 24 時間のサポートを専門の支援機関（NPO法人サ

ポートセンター虹）に委託・連携することで解決を図ることにした。
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　思いが一致すれば、即実行。わずか１～２カ

月という駆け足での準備であったが、会の念願

であった「暮らす場」へのサポート体制が整

い、平成 18 年４月、２カ所のグループホーム

での地域生活支援がスタートした。

（３ ）３年間でグループホーム計５カ所を整備、地

域で 21 名が生活

　平成 18 年にグループホーム２カ所を整備し

て以来、その後も「卒業と同時に働いて地域で

生活したい」という特別支援学校からのニーズ

が毎年続き、現在ではグループホーム５カ所（図１）、21 名の就職者が生活するまでに

拡大した。今後ともそのニーズは増える見込みで、支援の必要性はますます高くなるも

のと予測される。

【バックアップ施設の NPO 法人　サポートセンター虹】

図１　地域生活におけるサポート体制

【 写真４】念願が叶い、地域生活を始め
た４名。朝夕の食事を作ってくれる世
話人さんとともに
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（４）本人部会、始動 !!「楽しむ場」を自分たちで企画

　「何か自分たちでも企画して活動した

い」という就職者本人たちの思いから、平

成 16 年に「仙台１泊野球観戦ツアー」が

スタートした。初回参加者が 14 名だった

ツアーも４年目の今年は 28 名までに倍増

し、１年に一度の楽しみのイベントとして

就職者に定着しつつある。八戸駅での解散

式で「また来年も行こう！そのために明日

からまた互いに仕事を頑張ろう！」と声を

掛け合って別れゆく就職者同士の姿が何と

もほほえましい。事業主から見ても「会を続けてきて良かった」と思える一場面であ

る。

　先にも述べたように人間だれしも働く一方だけでは行き詰まりが出てくる。これまで

は職親会で企画された行事に参加するだけだった就職者が、このツアーの企画により主

体的に取り組む意識が就職者自身に生まれてきた。これは会としての大きな収穫であり

前進である。この大きな収穫を得た今、発展的解消という視点から、これまで職親会が

主導で実施してきた「バスハイク」を 20 年度から「野球観戦ツアー」に転換していく

ことなった。就職者本人たちによる活動「本人部会（仮称）」がいよいよ歩み始めた。

４　特別支援学校との連携によるキャリア教育の実践

（１）特別支援学校の位置付け

　会の設立当初、事務局を市内のある企業内に置いたが、本来の業務と兼務することが

難しくうまく機能させることができなかった。会の発足を勧めたのが八戸第二養護学校

であった関係もあって、学校内に事務局を置かせていただくことになった。以来 20 年

の月日が流れ、今でも同校に事務局が置かれており、学校と企業との連携を図っていく

上で大きな役割を果たしている。

  現在、八戸第二養護学校では、八戸職親会を外部組織として位置付け、５名の教員を

事務局員として配置していただいている。定例総会や職親会が主催するイベントとなる

と、当然、この事務局員だけでは対応し切れないため、進路指導部を中心に学校全体の

バックアップもいただきながら運営している。特別支援学校と二人三脚で歩んできた

20 年間、互いの存在なしには語れない関係にある。

　本会の活動が地域に浸透して会員が拡大していくことは大変喜ばしいが、それに伴っ

て、事務局の仕事量が増していくことは必至である。会の拡大を想定したときに、これ

以上学校に頼り続けていくことはかなり厳しい状況にあるため、事務局の在り方につい

て早急に検討していかなければならないと考えている。

　以下、本会事務局が置かれている青森県立八戸第二養護学校を事例としてキャリア教

育実践について述べていく。

【写真５】地元球団の勝利を願って
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（２）八戸第二養護学校の進路状況

　八戸第二養護学校は小学部・中学部・高等部からなる知的障害を主障害とする特別支

援学校である。全校児童生徒数 306 名（平成 20 年５月１日現在）は東北でも 大規模

で、中でも高等部の生徒がここ数年で急増し 100 名以上の在籍となった。

　高等部の卒業者数はその年度によって異なるが、平成 15 年度を境に、毎年 30 名～

40 名以上に推移している。図２は過去 10 年間における高等部３年生の進路状況で、「企

業への就労」あるいは「福祉サービス事業所への通所・入所利用」を進路先とする生徒

が大半である。そのような中での 近の特徴の一つは、平成 17 年度以降に毎年 10 名以

上の生徒が一般企業への就職に結び付いていることである。また、就職達成率を見て

も、約８割以上の生徒が希望した進路先に就労している。

図２　八戸第二養護学校における過去 10 年間の進路状況

〔就職達成率〕17 年度：希望者 14 名→就職者 12 名（約 85％）

　　　　　　　18 年度：希望者 12 名→就職者 11 名（約 91％）

　　　　　　　19 年度：希望者 18 名→就職者 17 名（約 94％）

（３）一般企業への就職者が増えた背景

　先にも述べたように八戸市の雇用状況は厳しく、障害者雇用についても同様である。

図２に見るとおり、八戸第二養護学校においても平成 16 年度までの就職者は平均１～

３名程度で、平成 14 年度や平成 10 年度については就職者が全くいなかった。この極め

て厳しい就職状況を乗り越えるために学校と職親会で幾度となく協議を重ねてきた。単

に不況だけの理由で就職者が増えないのか、またはその他に何か原因となるものがある

のかという点も含めてもう一度現状を分析してみたところ、いくつかの要因が浮き彫り

になってきた。次に挙げたのは、その背景と具体的に取り組んだ打開策の一端である。
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〔事例①〕生徒へのアプローチ「生徒の意識改革」

　まずは生徒自身が就労に対してどのように考えているのかを、進路学習等の授業を通し

て意識調査をしていただいた。将来どんなところで働いてみたいか聞いてみてもなかなか

答えられないことが多く、答えられたとしても「コンビニ、レンタル店、ゲーム販売店、

スーパー」など自分の生活に身近な職場のみにとどまり、その他にどんな仕事が地域にあ

るのか分からない生徒が大半であった。このことから、生徒にとってニーズを表明するた

めの情報や選択肢が不足していたことが判明した。中には「自分にできるかどうか不安で

ある」という理由から、チャレンジする以前に現場実習をあきらめる生徒がいることも分

かった。

　この状況を踏まえ、まずは生徒自身の「やりたい」「やってみたい」という気持ちを育

てることがキャリア教育の第一歩と考え、高等部の早期の段階でいろいろな職場を見学す

る機会を増やしてみてはどうかと学校に提案してみた。検討の結果、単なる企業見学では

なく、働くことに対しての興味・関心を 大限に引き出すための工夫として、①先輩が働

いている企業を見学先とすること、②見学先の中でも生徒にとって身近となる先輩（卒業

後１～２年）が働く職場を見学先とすること、③いろいろな職種で働く先輩の姿を見学す

ることなど、生徒にとって「身近な教材」となるように見学先や見学方法を見直すことに

した。

　障害のある方々の就労を考えた場合、「自分もやってみたい」というチャレンジする気

持ちを育てることが何より重要と考える。この「自分も○○会社で実習してみたい」とい

うニーズを生徒たち自身が言える環境づくりに取り組んだことで、一般就労希望者が以前

より格段に増えたことは確かである。実際、チャレンジしたり働いたりするのは保護者や

教員ではなく、生徒自身である。生徒自身の就労にチャレンジする意識が変わってきたこ

とが就職者数増加の 大の要因と考えられる。

〔事例②〕保護者、教員へのアプローチ

　　　 　「生徒を後押しする側の意識改革」

　一方、保護者の意識を調査したところ「不況のた

め引き受けてくれる企業はないのではないか」「ト

ライさせてみたい気持ちはあるが、会社に迷惑をか

けるのではないかと不安である」「今の実態を見て

も自分の子どもに就職は難しいように思う」等々、

消極的な意見が多かった。生徒の実態が身近に分か

る存在であるがゆえに、どうしても不安要素が先立

つようで、同じ内容を学級担任に聞いてみても、保

護者に似たような意見が多かった。

　確かに就職は容易なものとは言えない。しかし、多くの可能性を秘めている生徒たちが

トライせずに就労をあきらめるのは時期尚早と考える。そこで学校と協議し、だれもが就

労にチャレンジできる「高等部１学年職場体験実習」を新たに企画して取り組んでみるこ

とにした。体験先は本会の会員事業所４社（精米工場【写真６】、水産加工【写真７】、ク

【写真６】玄米の積み込み
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リーニング【写真８】、菓子製造【写真９】）に協力

していただき、自分で体験先を選択して実習した。

わずか２日間の職場体験であったが、どの生徒も

「自分にもできた、乗り越えられた」「また実習に

行ってみたい」という達成感や成就感が得られ、私

たちとしても予想以上の手ごたえを感じた。

　今年で５年目を迎える職場体験実習は就職にチャ

レンジするための登竜門として生徒・保護者・教員

にすっかり定着してきた。それとともに「やって

やれないことはない、やらずにできるはずがない」

「失敗を糧にして学ぶ」「やってみるからこそ自分

自身の能力が初めて分かってくる」「実際にやって

みて就職へのトライが難しいと気付いた時でも方向

転換は遅くはない」という考えが保護者、教員にも

浸透してきた。

　平成 17 年度以降の就職者全員（40 名）がこの職

場体験実習を経験しており、この先輩たちに続け

とばかりに毎年多くの生徒がトライするようになっ

た。今年度の希望者は、在籍 43 名中 30 名にも上

る。２年後の就労に向け、保護者、学校、関係機関

とのより一層の連携が必要となる。

〔事例③〕企業へのアプローチ「職場開拓の工夫」

　このように就職にトライする生徒が増えたことは

大変素晴らしいことではあるが、その一方で、雇用

先や実習先としての事業所を確保していくことが急

務で、職親会に課せられた大きな役割でもある。本

会は今年 20 周年を迎えるに当たり、記念事業の一環として会員数を 100 社（20 年度内の

目標）に増やそうと現在準備を進めている。

　私たち職親会事業所もそうであったように、障害者の実習や雇入れを 初から拒んでい

るわけではない。むしろ「障害者に接したことがない」「どんな仕事であれば障害者にで

きるのか分からない」などの理由から、具体的に進めるきっかけが今までなかったという

ケースが少なくない。特別支援学校の生徒の特性やセールスポイントを分かりやすく伝え

たり、他の事業所で実際に働いている場面の写真や動画を用いて説明したりすることで理

解を示し、実習を引き受けてくれる事業所が徐々に増えてきている。

〔事例④〕教員による職場体験

　職場開拓方法の工夫の一つとして学校独自で取り組み始めたのが、教員による職場体験

である。これは「どんな仕事であれば障害者にできるのか分からない」という事業所の声

【写真７】イカの耳を取り除く作業

【写真８】病院のリネンを束ねる作業

【写真９】どら焼きのパック詰め作業
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にこたえたもので、生徒が実習する前に進路担当の教員が現場に入って課題分析する方法

である。学校としても、仕事に対する要求度や適性、職場環境等を知り得ることができ、

生徒への事前指導として大いに役立っているとのことであった。これらの取組により、体

験実習だけであれば約 70 カ所の事業所において常時実習が可能な状態で、高等部におけ

る年間の実習の実績を見ても、17 年度 18 カ所（延べ 38 名）、18 年度 22 カ所（延べ 42

名）、19 年度 25 カ所（延べ 84 名）と年々増えてきている。私たち企業側も雇入れの話に

なると二つ返事で「どうぞ」とは言えないものの、現場実習としてであれば快く引き受け

る環境になってきた。着実に障害者の実習受入れの輪が八戸市に広がってきていることを

実感する。

（４）キャリア教育の目標・ねらい

①　小・中学部段階での生活習慣づくりが最大のキーポイント

　以下の項目は「社会から求められる力」として、実習先の事業主からよく聞く内容

である。

　事業主の方々は「技術は現場に入ってから覚えても遅くはない。それよりも、まず

はあいさつ・返事、意欲、態度、身辺自立など日常的なことが習慣付いていることが

重要だ」と口をそろえて言う。実習場面でいきなり難しい仕事を任せる会社はない

し、できるところから徐々に積み上げていけばよいというのが会社のスタンスであ

る。上記の項目を見ると、特別な内容は何一つない。むしろ学校での教育活動や日常

生活の中で身に付けることができる内容ばかりである。就職に必要な力をイメージす

ると、とかく技術や技能を思い浮かべてしまいがちだが、そうとは言い切れない。小

学部、中学部での土台づくり（生活習慣づくり）をしっかりと行い、それを高等部で

の実践へと生かしていくことが就職への近道かもしれない。これまでの就職者の数々

の事例を見ていると、幼少のころから着実に積み上げきた生徒ほど難なくその就職と

いう高いハードルを乗り越えているように思える。「凡事徹底」、土台をしっかりと積

み上げることが職業自立への鍵となる。

５　キャリア教育にかかわる体験活動の実際

（１）現場で学ぶ、現場から学ぶ高等部生徒

　高等部卒業後、積極的に社会へ参加し社会自立ができるように、高等部の３年間を通

して段階的に企業や福祉サービス事業所での実習を実施している。もちろん、現場実習

だけではなく座学としての進路学習も並行して行っているが、高等部段階では「現場で

学ぶ、現場から学ぶ」といった体験的活動の機会を も重要視している。

　現場実習と一言で言っても、特別支援学校の場合、事前及び事後学習を含めるとその

プロセスは長く、その場面ごとに生徒や保護者、学級担任が一緒に取り組む。特に高等

・健康、体力　　　　　　　・あいさつ、返事、報告

・身だしなみ、衛生面　　　・自分のことは自分で行う力

・ルールを守ること　　　　・会社を休まないこと
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部２年生や３年生の段階では進路達成を意識する時期でもあるため、単なる経験だけの

実習として終わらないように、評価として PDCAサイクルを以下の①～⑤に組み入れ

ながら取り組むように留意している。

　〔現場実習の手順〕　①事前学習（職場までの通勤の学習等）

　　　　　　　　　　②実習先へあいさつ訪問して実習内容の打合せをする

　　　　　　　　　　③体験活動（通常は５日間または 10 日間の実習）

　　　　　　　　　　④実習先からの評価を聞く

　　　　　　　　　　⑤事後学習（次期実習に反映させるための振り返り）

（２）高等部３カ年を通した全体計画

　特別支援学校における高等部段階では、体験的に学習していく方法がより学習効果が

大きいため、あらゆる場面で積極的に取り入れている。各学年の主な取組は以下のとお

りで、教育課程上における「作業学習」及び「職業・家庭」として実施している。

〔高等部１年生〕　観点「見る、聞く、仕事を体験してみる」

実施月 主な取組 内　　　容

５　月 菓子作り体験 先輩が働く菓子工場で菓子作り体験を行う。

７　月 先輩が働く企業の見学 卒業生が働いている企業を見学する。

11　月 １学年職場体験実習

※同時期に一斉に実施

４事業所から自分で実習先を選択し、生徒全員が各自２

日間実習する。小グループ（生徒複数人で同じ企業での

実習、担任が同伴実習）で職場体験をする。

〔高等部２年生〕　観点「いろいろな職場で実習経験を積み重ねる」

実施月 主な取組 内　　　容

５　月 ２学年現場実習

※同時期に一斉に実施

各自が希望する事業所で、おおむね５日間の単独実習を

行う。

９　月 グループホーム見学会 先輩が暮らしているグループホームを見学する。

〔高等部３年生〕　観点「進路先を絞り込み、同じ事業所で繰り返して実習する」

実施月 主な取組 内　　　容

10 月 卒業後の支援機関の見学 ハローワーク、地域生活支援センター、就業・生活支援

センター等を見学し、卒業後の相談機関を知る。

適　宜 事業所での現場実習

※個別に実施

個人のニーズや進路の状況によって、時期を問わず個別

に実施している。企業への就労を強く希望している生徒

については、様々な職場環境を体験する機会として、夏

の暑い時期、厳寒期、企業の繁忙期にも実習を組み入れ

て、より就業した場合の勤務状況に近い形で実習を行っ

ている。

適　宜 グループホーム生活体験

※個別に実施

卒業後にグループホームを希望している生徒について

は、グループホームの実習も取り入れている。通常、就

労内定後にグループホームから職場への実習を組み合わ

せて実施している。
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（３）八戸第二養護学校と八戸職親会のコラボレーション企画

〔事例①〕菓子工場における菓子作り体験

　同事業所は和菓子を主体とする菓子製造会

社で、職親会の会員事業所でもある。すでに

５名の方が就職しており、八戸第二養護学校

高等部から年間延べ 10 名以上もの実習生が

行くほどの現場実習受入れの大口先であ

る。

　お菓子は生徒にとって身近な食べ物である

ため、どの生徒も気軽に楽しく参加できる。

さらには、工場内で菓子作り体験を行うた

め、従業員や先輩の働いている姿を間近に見

ることができるというメリットもある。体験

終了後、「私も実習してみたい」「将来このよ

うなお菓子作りの会社で働いてみたい」とい

う生徒の実習希望、就業意欲が自然発生的に

出てくる。

〔事例②〕グループホーム見学会

　だれもがいずれ親元から離れて自立した

生活を歩み始める。その一つの生活スタイル

がグループホームである。グループホーム生

活を選択する理由は様々で、中には卒業後に

自宅から職場への通勤が十分可能だった生徒があえてこの生活を選択した方もいる。さ

らには、グループホーム生活を経てアパート暮らしへ転換した卒業生もいる。卒業後１

～２年の先輩が暮らしているグループホームを見学するため、その生活感がじかに伝わ

り生徒たちに与えるインパクトが非常に大きい。

　障害のある方々の生活スタイルにもいろいろな選択肢があるべきであって、本会はこ

れからも特別支援学校卒業生の自立を大いに応援していきたい。

（４）効果・評価

　15 年度以前と比較して就職にトライする生徒が増えたことは明らかである。また、

これまでの取組や就労実績から特別支援学校の多くの生徒は働ける、企業の一員として

活躍できる力を秘めているということも分かってきた。

　体験活動を通して、生徒自身が現場から学び、失敗から学んで成長していったからこ

そ就労に結び付いたと言える。中には、保護者や教員の目線から見て「就職は難しいだ

ろう」と思われるケースでも、生徒本人の努力によって就労できた事例が幾つかある。

体験活動から学ぶ内容は非常に多く、高等部段階では「現場での体験に勝る教材はな

い」といっても過言ではない。今後とも職親会と学校が連携し、体験的活動を中心に

様々な取組を展開していきたい。

【写真 10】栗饅頭作りに挑戦

【写真 11】グループホームの見学
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（５）今後の展望と課題

　「高等部卒業時の進路先の決定＝ゴール」ではない。高等部の卒業や進路先の決定は

大きな転換期ではあるが、卒業後の長い人生から見ると一つの通過点でしかなく、むし

ろ新たなスタートと言える。人生山あり谷あり、職場や生活での悩みは誰にでも付き物

である。そんな時、誰かが寄り添って支えてく

れるサポートシステム（ネットワーク）が必要

で、学校から社会へのスムーズな移行システム

の構築が欠かせない。

　写真 12 は、八戸第二養護学校の小学部教員

が就職者（卒業生）の職場で職場体験している

場面である。今年で４回目を迎えたこの企画で

約 40 名もの教員が体験している。体験を終え

た教員からは口をそろえて「思った以上に大変

だった」という感想が出てくる。まずは教員自

身がやってみることが大切である。そこからキャリア教育にとって大切なものが自然に

見えてくるように思う。生徒の目線にたったこの取組を、職親会としても大いに推奨し

ていきたい。

６　30 周年に向けて躍進を誓う

　20 年前、たった 12 人の事業主でスタートした八戸職親会。設立当初は働く場としての

バックアップぐらいしか思い浮かばなかった事業主集団が、今となっては一生涯をサポー

トできるようなシステムを八戸に築いていこうと新たな取組を始めようとしている。先般

の役員会で、30 周年に向けた取組のキーワードの一つとして「連携！感謝！発信！」を

掲げた。これまでは、特別支援学校と八戸職親会が協同することで企業における現場実習

受入れや障害者就労における環境を少しずつ整え、その受皿を年々拡大してきた。今後

は、グループホーム整備の事例のように本会だけで課題解決できないことを他機関と連携

しながら、障害がある人もない人も一緒に安心して暮らしていくことができるまちづくり

に取り組んでいきたい。

　障害者自身が選択し、人生を切り開いていける八戸を目指して、八戸職親会は新たなス

タートを切り始めた。

【写真 12】就職者（左）と教員（右）
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ジョブカフェ石川

【事例７】

中学校・高等学校に対するキャリア教育支援の現状と展望

《事例の概要と特色》

　ジョブカフェ石川は、若年者の高い失業率、早期離職者やフリーター、大学卒業後の未

就職者等への対応策として、厚生労働省、経済産業省、文部科学省が中心となって平成 16

年度から取り組んだジョブカフェ事業のモデル地区の一つとして開設された。当初から現代

若者層が抱える諸問題に向き合いながらキャリア・カウンセリングや各種セミナー等様々な

支援に取り組んできたが、平成 19 年度より新たな事業として中高生など早期からの、発達

段階に応じた、いわゆる学校における「キャリア教育」を支援することとした。具体的には

それまでのジョブカフェ石川の取組から得た人材や知見を生かしたプログラムを開発、提供

するなどして授業づくりにもかかわり、現場の教師と共にキャリア教育の進展を図ろうとす

るものである。

１　ジョブカフェ石川の概要

（１）ジョブカフェ石川の状況

　平成 16 年に金沢市の中心部広坂に開設。若年者に対するマンツーマンの就業支援、

職業や仕事を知るための情報の提供、キャリア教育支援制度等の創設や若者と企業を結

び付ける企業ガイダンスを実施。運営は地元産業界、教育界、行政が一体となって設立

した「石川県人材育成推進機構」が行っている。

■石川県人材育成推進機構（平成 19 年２月 14 日設立）

所在地：石川県金沢市広坂２丁目１番１号石川県広坂庁舎１号館１階

　　　　　　○ジョブカフェ石川金沢センター（所在地同上）

　　　　　　○加賀サテライト（小松市三日市町 18 番地１号三日市きまっし☆プラザ２階）

　　　　　　○能登サテライト（七尾市神明町１番地ミナクル３階）

目　的： 人口減少社会にあっても、産業活力の維持、向上のため、産業界、教育界、行

政が一体となって人材の育成を推進することを目的とする。

代表者：会長　石川県知事

構　成： 石川県、石川県教育委員会、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋

市、能美市、川北町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町、石川

県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、石川県中小企業団体中央会、㈳石

川県経営者協会、㈳石川県雇用支援協会、㈶石川県産業創出支援機構（21 団

体）

沿　革： 石川県では、平成 15 年に若年者が楽しみながら職業について学べる「石川県

若者しごと情報館」を設置、同年若年者専門の就職紹介窓口として国の「ヤン
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グハローワーク金沢」を併設。続いて平成 16 年に、個々の若者の職業選択や

相談に応じる「ジョブカフェ石川」を開設し、若者の就業を一貫して支援する

ワンストップサービスセンターとして位置付けた。さらに、平成 19 年には、

若者しごと情報館とジョブカフェ石川を統合し、一体的に運営するとともに、

キャリア教育支援体制の強化など機能の充実を図った。

　　　　　　＜ジョブカフェ石川運営体制＞　　　　　　　　　

 

 

 

 

2  

5  

 

 

 

 

  

 

（２）地域の状況　～県内人材の情勢について～

①　県人口、労働力人口の減少

○県人口は減少に転じている。

○とりわけ若年層の減少が大きい。　

　　　

②完全失業率の推移（平成 20 年７月時点）
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③　新規学卒就職者の在籍期間別離職率の推移（石川）　　

２　キャリア教育支援の概要

（１）キャリア教育支援の実際

①　学校向け講座のねらいとポイント

　ジョブカフェ石川では、県内の中学校・高校に対し、職業意識の啓発や学校での

キャリア教育を支援するための講座を提供している。事前に学校との打合せを行った

上で、授業づくりの提案や講師の派遣なども行っている。　　

ａ :「ジョブカフェ石川体験」～「働くこと」についてまじめに考える１日～

　（ 以下は学校への事前送付資料「ジョブカフェ石川での実施計画に基づく各プログ

ラムのねらい」の中で説明されている内容である。）

【オリエンテーション】

　当日のスタート時点で、改めて生徒に対し日程や目的、館内での期待される態度について

先生からの諸注意としてお願いいたします。特に

・指示に従いスムーズな移動を行うこと

・教室での座席は、速やかに前から詰めて座ること

・ 学校の授業同様、時間ごとにあいさつに始まりあいさつに終わることも併せて伝えてくだ

さい。場合によってはジョブカフェ石川のスタッフが行います。

【職業講話】

　学校との打合せに基づき、ジョブカフェ石川が依頼する講師（※ 仕事探しシェルパ）が仕

事に対する思いや働きがいなどについて「働く大人」からのメッセージとして生徒に語りか

けます。講師の紹介や時間内での生徒からの質問が出やすい雰囲づくりも含め、先生に積極

的にかかわっていただきたいと思います。また、忙しい中、時間をやり繰りし、事前の準備

をして臨んでくれている講師に対して感謝の気持ちや学ぶ態度を持って聴くことの大切さを

先生から伝えていただきたいと考えます。

※ 「仕事探しシェルパ」とは、県知事が業界団体等から推薦を受けた民間企業の人事・採用

担当者や実務担当者の方々を委嘱し、講演やセミナー等の場で先輩職業人としてのアドバ

イスなどを通じて、若者の仕事に対する理解を深め、就業意識を高める役割を担うもの

で、15 種類余りの各産業分野の方（平成 20 年度現在 94 名）が委嘱されている。
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【キャリアガイダンス】

　ジョブカフェ石川の講師がパワーポイントやシートなどを使い、「働く理由」や「学校生

活と今後の進路とのつながり」について、生徒が身に付けておくべき生活習慣としての「マ

ナー」などについて学べるよう指導します。

【職業適性診断・疑似体験】

　インストラクターの解説に従って実際にパソコンなどの機材に触れながら、生徒個別の作

業の形で職業や生徒自身の適性について調べます。先生方にとっては生徒が取り組んでいる

ところへ声がけなどしながら、自然なコミュニケーションが図れるよい機会となりますの

で、積極的なかかわりをお願いいたします。

【ビデオ学習】

　中学生向けには、働く人を追いながら仕事そのものの苦労や、やりがいについて考えた

り、その職業に行き着くまでの道筋を知ったりすることで、仕事との出会いについて生徒自

身に考えさせる内容です。高校生向けには人生設計の観点からフリーターを選ぶことでの不

利益やフリーターから正社員への転換を模索した若者の体験談を紹介する内容（ジョブカ

フェ石川制作）となっています。ビデオ放映後、時間の範囲でワークシートに基づいたビデ

オ内容の振り返りを行う場合もあります。

【振り返りシート】

　一日の体験内容を生徒自身が振り返り、文字にすることで体験から感じたことや気付いた

ことを整理し、自らの体験への意味付けを促します。

 
 職業講話 疑似体験システム 適性診断

ｂ : 団体利用の受入体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ⅰ）県、市町教委、校長、進路担当者あての文書発送

　年度末に、次年度のジョブカフェ石川利用を促す文書を講座案内資料「資料

①」とともに発送を行う。 新の申込状況はジョブカフェ石川ホームページで閲

覧できるようにする。一定の時期に利用申込みの仮締切日を設け、その時点での

申込状況を見た上で前年度の利用実績と照らし合わせながら暫時電話連絡等での

確認を行っている。
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【資料①】キャリア教育支援講座の例 

【中学生向け】

対象学年 実施項目 標準時間 講座の目的 目標とする能力 ねらい

中学１年

＜講座 A ＞【中学生としての自己理解・職業理解】

将来設計能力
情報活用能力
意思決定能力

① 中学生としての発達段階に応じた自己理
解のきっかけをつくる

② 世の中の様々な職業を通しての生き方に
気づき、理解する

１　ワークシートによる個別作業：自己探求
　ワークシートの質問に答えながら自分を見つめる
　 小学校時代の総合的な学習の振り返り、体験学習の

内容の理解

50 分 自己理解

２新聞から働く人を見つめよう
　NIE の手法活用
　 新聞活用による情報収集を行い、職業を通しての生

き方について気づき、理解する

50 分
様々な生き方
に触れる

中学
１～２年

＜講座 B ＞【わく・ワーク事前学習】

職業に関心を
持つ

人間関係形成能力
意思決定能力

①わく・ワークの目的を理解する
②わく・ワークの動機づけを促す
③職業と適性について意識づけする

１　職場体験学習で何をやるの？（講義） 50 分

２　ワークシートによる個別作業
　① 「わたしの職業は何でしょう」（グループ討議含

む）
　　  職業理解への関心を高め、職業を知ることの大

切さを理解する
　②「今日一日出会った職業」
　　  職業と日常生活との関わりを理解し、地域にあ

る身近な職業を理解する
　③「この職業にはこんな人がいい」
　　   職業に対する自分の適性を考えるきっかけとす

る

50 分

50 分

50 分

＜講座 C ＞【わく・ワーク事前準備】

人間関係形成能力
意思決定能力

１　コミュニケーション演習
　①ペアで　　　 「聴いてもらえる体験、聴いてもら

えない体験」
　②グループで　 「言葉だけの説明で図を描いてもら

う」

40 分

自己理解
社会性を高め
る

わく・ワークで周りの人たちと円滑なコミュ
ニケーションができるようにする
①聴く態度の重要性を理解する
②説明力と質問力を鍛える

２　マナー演習
　①場面に応じた言葉づかいと表現
　②職場での好ましい態度

50 分
社会性を高め
る

① わく・ワーク開始時のあいさつ、日々の
職場内での基本的受け答えを知る

② わく・ワークの現場における自分の立場
を自覚し、自らの課題を意識した行動が
できるようにする

３ 　体験期間および事後学習のための準備
　 「職場体験日誌」のフォーマットをもとに目的の理

解、 現場での心得、 期間中の自らの課題の設定、
日々の記録、個別課題の達成度確認、体験の振り返
り等の準備を整える

50 分
事後のまとめ
作業につなげ
る

意思決定能力
具体的な準備作業を通じて、わく・ワーク
期間中から終了後に続く一貫した学習の流
れをイメージさせ、参加意欲につなげる

中学２年

＜講座 D ＞【わく・ワーク事後学習】
① それぞれのわく・ワーク体験を職業興味

につなげるために、終了後に個々の課題
の達成度を振り返る

② 報告にまとめる作業とともに発表の場を
通じて、自らの体験とその意味を考え職
業興味の深化をはかる

１　体験を振り返る （事後の自己評価） 50 分
体験の具体的
評価

意思決定能力

２　体験をまとめる （報告書の作成） 応相談
体験をまとめ
る

意思決定能力

３　体験で学んだことを発信する （発表会） 応相談
体験を人に伝
える

人間関係形成能力

ⅱ）実施プログラムの決定

　各学校からの利用申込受付時に、実施日時と時間、希望内容と利用生徒数など

の諸条件を確認し、調整の上、当日のプログラムを 終的に決定する。

【資料②】ジョブカフェ石川体験 カリキュラムの例 

　　　　　　

ⅲ）体験学習ノートなど事前学習資料の送付

　体験学習ノートは当日に実施予定のプログラムに使用するシートや予定表など

をとじたものであるが、生徒が目的意識を持って来館できるよう学校での事前指

導を促すために送付している。
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【資料③】

 出典：『「働くこと」をどう学ばせるか～ジョブカフェ石川・キャリア教育支援の試み』
（資料③～⑥について同じ）

②　中学校の体験活動への支援の例（出前講座としても実施）

STEP1「わく・ワーク体験」事前学習　～職業興味・適性理解を促す～

＊職業への興味を喚起する。

　中学生が知っている職業の種類は決して多くない。そこで、ワークシートを活

用したグループ学習により、中学生にとって身近な職業に具体的に触れ興味を喚

起するとともに、世の中にまだ知らない職業がたくさんあることに気付かせ、興

味の範囲を広げる。 （「資料④」参照）

＊「適性」という視点で考えさせる。

　好きなことや興味のあることが、将来仕事を選ぶ手掛かりとして、どうつなが

るかを事例を通じて考えさせる。 （「資料⑤」参照）

STEP2「わく・ワーク体験」事前学習　～「わく・ワーク体験」の目的を理解する～

＊職場体験の目的を示し、体験を通してどんな成果が期待されるのかを知る。

＊ 「新しく知ること」「体験できること」「どんな出会いがあるか」をイメージさせる。

＊ 体験先で円滑な人間関係を作り、効果的で実り多い体験にするために、「言葉遣い」

や「態度」について具体的に解説し、理解させ、身に付けさせる。 （「資料⑥」参照）

※ この時、単にマナー（行儀のよい立ち振る舞い）を覚えさせるよりも、なぜマナー

が必要なのかを理解させることに留意している。企業にとっては本来なら生産活動

をしなくてはならないはずの業務時間に、人員を割いて自分たちのために対応して

くれているということに気付かせるとともに、その厚意には仕事への積極的態度で

こたえるべきであることを学習させることによって、少しぐらい敬語がつたなくて

も、おのずと謙虚で丁寧な態度になるはずである。

STEP3「わく・ワーク体験発表会」　～壁新聞で体験を共有する～

＊ 集団的な取組としての効果を 大限に生かすため、体験のまとめと発表を通じて

生徒同士が体験を共有し、それぞれの勤労観や職業観をより深める。

＊ 生徒それぞれが自分の体験に肯定的な「意味付け、価値付け」をし、自己肯定感を

持てるように促す。生徒同士や教師からのフィードバックを受ける場を作ることで、

体験を生徒の自信につなげる。
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【資料④】職業についての解説

資料⑤

1  2  3  

4   5  6  

7  8   9  

10  11   12  

13  14  15  

16   17   18  

19   20   21

22   23  24  

25  26   27  

28   29   30  

  

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

【資料⑤】取り組み方法の説明と個別ワーク

【資料⑥】教材用パワーポイントの一部 

 
 
 
 
 
 
 

1 4

ほ
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③　高等学校の体験活動への支援

ａ : 就業体験（インターンシップ）の事前指導

　工業高校や商業高校では、進路指導の一環として、長年にわたる職場実習など就業

体験の歴史がある。また、地域事業所は卒業生の就職先でもあり、学校と密接な関係

があることから、キャリア教育への取組が比較的スムーズに行われる環境がある。また、

進学する生徒が多い普通科の高校では、新たな取組としてのインターンシップが行わ

れようとしている。普通科の高校ではインターンシップへの参加を希望制にしている

ところも少なくない。その際、参加を希望する生徒に対しての説明では、高等教育へ

の進学を将来の就職へのルートと位置付けた上で、インターンシップを自己理解や勤

労観・職業観の育成の機会とし、キャリア選択の手掛かりを探るための活動とするなど、

これまでの「進学指導」から将来の生き方を考えさせる本来の「キャリア教育」へと

発展させようとしている。

　下記に紹介するカリキュラム「資料⑦」の目的は「インターンシップへの不安の払しょ

くと参加への動機付け」であり、そのための「具体的な目標設定と体験先での場面に

応じた言葉遣いを習得する」ことにより、積極的に取り組みながら体験先での良好な

人間関係を可能にすることである。このようなねらいを基に、ジョブカフェ石川から

提案した一例を下記に紹介する。運営上は高校担当者がかかわる箇所以外はジョブカ

フェ石川の講師が担当している。

【資料⑦】インターンシップ事前学習実施例

No 実施内容

第　

１　

日

１．校長あいさつ　インターンシップ趣旨説明

　　オリエンテーション（学校側担当者）

　　休憩（10 分）

２．コミュニケーションゲーム

　　①　ゲームの説明

　　②　班編成確認

　　③　シート配布

　　④　ゲーム実施　　　（　③→④を２回　）

３．インターンシップの意義と目的（講義）

　　パワーポイントによる解説

４．マナーの重要性について（講義＋一部実演）

第　

２　

日

１．学校から諸連絡（学校側担当者）

２． インターンシップの様々な場面での言葉遣い（パワーポ

イント）

　　①ワークシート記入

　　②解説

　　③初日のあいさつを班に分かれて、実技演習

※　インタビュー等取材活動が可能な場合

　　④適切な取材の仕方（言葉遣い等含む）

３．個別目標の設定作業

　　①目標設定作業のポイント

　　②記入作業

４．学校からの諸連絡（学校側担当者）

※ 特に「インタビュー等の取材活動」は、単に作業体験に終わることなく、働く大人から話を聴く機会を作り、苦労や働き

がいなどリアルな勤労観や職業観に直接触れることで、具体的に自分の働く姿をイメージする機会になることをねらって

いる。

インターンシップ事前学習（第１日）

 
インターンシップ事前学習（第２日）
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②　就職対策講座（面接指導）

　特に就職志望の生徒に対しては、高校で

も面接指導を行っているが、その際、教師

や時には OBの社会人がその面接官役を務

めている。その仕上げの段階としてジョブ

カフェ石川での面接練習を就職指導のプロ

セスに盛り込み、定型化している高校も多

い。ジョブカフェ石川では、複数の生徒を

同時進行で面接指導できるよう、面接ブー

スを設け、面接官役（指導担当）を内部職

員だけでなく、継続的協力関係にある外部

講師も活用しながら対応している。この段階では、細部にわたる指導もさることなが

ら、就職活動に向けて励まし、自信を付けさせることを重要視している。

３　キャリア教育支援の成果と今後

（１）生徒は何を学んだか

　ジョブカフェ石川が取り組む、キャリア教育支援の特徴は、先に述べたとおり、①学

校が学年単位で教育課程の一部として組み入れることができる一定の体系化されたメ

ニューを用意し、いつでも利用できるシステムがあること、②特に職場体験の事前・事

後指導など学校側のニーズに応じた講座を行っていることである。その中での一貫した

ねらいは、生徒自身にとって、目の前の活動や体験がどういう意味があるのか（あった

のか）を（発達段階に応じて）考えさせ、気付かせることである。

　例えば、出前講座の際など、かかわった生徒から、より掘り下げた言葉を引き出すた

め、「振り返りシート」により自由記述で講座等の感想を書かせているが、その内容は

おおむね肯定的で有意義と感じていることがうかがえる。一般的に使われる５択形式の

事後アンケートのような満足度評価でなく、生徒一人一人の声が聞こえるような自由記

述をあえて採り入れている。例えば「ためになった」「分かりやすかった」「面白かっ

た」などに始まり、「いい授業だった」など充実感や達成感を感じている様子がうかが

えるものもある。

（以下『「働くこと」をどう学ばせるか～ジョブカフェ石川・キャリア教育支援の試み～』より）

　　　【資料⑧】

高校生面接指導
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中学校「わく・ワーク体験」体験発表会

【資料⑨】振り返りシート記述例

Ｑ．友達の発表を聞いて特によかったと感じたこと、新しく分かったことを書いて下さい。

　働くことについて一人一人が思って

いることは様々あるんだと感じまし

た。

　働くことによって地域の人々とのか

かわりも増え顔が広がるんだなと思い

ます。

　共通の体験に対してクラスメートが多様な

感じ方をしていることを理解し、また「地域

の人々とのつながり」を実感できた点で、

「社会性の広がり」とは言えないでしょう

か。

　いろんな事業所での様子と自分達が

体験した事業所の違っている面や同じ

面を知ることができてよかった。

　仕事（職場）における共通点と相違点に着

目することで、「働くことの普遍的な面」を

捉えようとしているようです。

　ほかの職場の人たちの出来事がすご

く分かるように書いてあってよかっ

た。ほかの職場での大変だったことも

知ってどこも同じだなと思った。

　異なる体験先でも、みんな自分と同様に大

変だったのだと気付くことで、自分の体験先

での大変さが特別なことではなかったことが

分かり「安心した？」

（２）学校、教員との新たな関係づくり

　中学生の職場体験、高校生の就業体験（インターンシップ）は、事前の受入事業所へ

の依頼やスケジュール調整などに忙殺される上に、さらに一方で、生徒たちへのマナー

指導や十分な意識付けとなると、その困難さを感じる担当教員も少なくないと思われ

る。

　また、受入事業所としては「地域の子どもをはぐくむこと」に協力しようと忙しい中

を時間と人員を割いているにもかかわらず、時にはその目的や自分の立場を理解してい

るとは思えない生徒の態度に、不満とむなしい思いを抱くケースも残念ながらあるので

はないか。

　このような状況を打開し、実効性のある（生徒の気付きや学びを援助する）体験の場

となるため、また受入事業所もその意義を大いに感じ満足感のある取組となるために

も、事前学習（指導）と事後学習（体験の振り返りと意味付けの機会）が重要である。

このような背景からも今後、外部機関が持つ手法や人員を学校との連携の中で可能な限

り提供していくという関係は、キャリア教育の分野で特に意義があると思われる。
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　その点、石川県では今のところ必要に応じて学校担当者がジョブカフェ石川へ随時ア

プローチできるシステムがあり、限られた範囲ではあるが、キャリア教育というニーズ

にこたえようとする体制がある。

○　教師と生徒の関係を尊重する姿勢

　この取組での出前授業の実施について、常に学校の立場を尊重し、教師が受け入れや

すい形で外部講師として生徒に説明等を行っている。これらの配慮により、学校との関

係が非常に良くなっている。

（３）今後の展望と課題

　現在、「ジョブカフェ石川」の活動は「若者の就職支援」にとどまらず、より開発的

にキャリア教育支援という立場から、世代をさかのぼって中高生の段階からのキャリア

発達への援助に取り組んでいる。このことを踏まえ、今後の展望と課題について触れて

みる。

①　恒常的な「キャリア教育支援」の拠点という役割

　公立学校の制度上、避けられない問題に担当教員の異動がある。

　年度が改まり担当者が替わると前任者が得たノウハウが十分に継承されず、新任者

がまた一から情報収集しなければならないというケースも見受けられる。その点で

ジョブカフェ石川が「キャリア教育」関連活動のコンサルティング機能を持ち、学校

個々が継続的・体系的なキャリア教育を遂行する上で学校組織の循環がネックとなら

ないよう支援するという役割が考えられる。

②　キャリア教育実践のためのコンサルティング機能の充実

　ジョブカフェ石川では就業支援の取組上、個別カウンセリングのほかにグループを

対象としたワークショップなどの教材開発を継続的に行っている。その現場から発展

させた中学生、高校生徒向けの授業教材を開発するなど学校の授業への協力ができる

と考える。

③　「キャリア教育」の土壌づくり

（教師や保護者、企業のためのキャリア発達支援セミナー等の開催）

　ジョブカフェ石川の担当者が「若者の就業支援」の現場にあって、常にその背景に

あると感じているのは、若者をめぐる保護者や教師との関係、時には採用先の企業と

の関係である。

　そこで、このことを踏まえ、ジョブカフェ石川では、若者の成長期に大きな影響を

与える保護者や教師に対して、また人材育成を考える企業へ向けても、若者に「働く

こと」をどう学ばせ、またどうすれば自立的なキャリア選択を促すことができるか、

ということについて考える機会をセミナー等の形で提供して行こうとしている。そし

てその中で「キャリア教育」の意義を伝え、理解を深めるための取組を続けていくこ

とが、今後、ジョブカフェ石川の重要な使命であると担当者は考えている。

※　 当事例に引用した『「働くこと」をどう学ばせるか～ジョブカフェ石川・キャリ

ア教育支援の試み～』はジョブカフェ石川ホームページでご覧いただくことがで

きます。

（平成 21 年３月現在）http://www.jobcafe-ishikawa.jp/static/school/anke.html
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福井商工会議所青年部（福井ＹＥＧ）

【事例８】

「福井そして日本の産業を支える人材育成 ｣ を目指す

「お仕事探検隊 アントレ・キッズ」

《事例の概要と特色》

　「おしごと探検隊アントレ・キッズ」は、福井商工会議所青年部（福井ＹＥＧ）の会員自

らが、自分の職業・職種を紹介し体験する機会を提供することで、仕事の厳しさ、働くこと

の素晴らしさ、ものづくり・サービス業の面白さを伝える魂の授業である。子どもたちに将

来の仕事に対する「夢」の幅を広げ、さらに、福井そして日本を支える人材育成を図りたい

と 2005 年よりスタートした企画である。参加する企業は、子どもたちの先生になること

で、自分の仕事と企業への自信と誇りが増し、人材育成へとつながる。その結果、地域産業

を支える活力のある企業活動へと結び付けることができている。４年間で 2,500 名の子ど

もと保護者、延べ 85 企業が参加している。

 

１　福井商工会議所青年部の概要

（１）福井商工会議所青年部（福井ＹＥＧ）の状況

　商工会議所青年部は、次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑚
さん

の場とし

て、また青年経済人として資質の向上と会員相互の交流を通じて、企業の発展と豊かな

地域経済を築くことを目的としている。活動の中心は、あくまでも企業経営の勉強の場

であり、交流を通じて企業の発展を図るとともに、商工会議所活動の一翼を担うという

理念の下に、各地の商工会議所に設置されている。

　福井 YEGは、昭和 49 年 12 月に設立され、幅広い業種の方々が入会している。福井

の街づくりを考え、経済人としての人格・教養を身に付け、経営能力の向上と交流会な

どを通して会員相互の啓発・親睦を目的に様々な活動を続けている。
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事務局所在地 福井県福井市西木田 2-8-1

設 立 昭和 49 年 12 月

会 員 数 98 名（平成 20 年９月１日現在）

組 織 会長１名・副会長４名・１室６委員会

主 な 事 業
例会（月１回）、フェニックスまつり参画、ふくい春まつり参画、さくら

保全事業まちづくり活動、ボランティア活動、アントレ ･ キッズ事業ほか

２　地域の状況

　福井市は福井県の県庁所在地で市内を、九頭竜川、足羽川、日野川が流れ、西は越前海

岸へ東は永平寺から奥越へと続く。JR福井駅を中心に商業・行政機能など各種の中核機

能が集積しており、県都の顔にふさわしい街を目指し福井駅周辺整備を推進中である。

人 口 270,627 人（平成 20 年９月１日現在）

産 業

合繊、人絹等の織物の長繊維織物、丸編ニット、トリコット、リボン、

マーク等の細幅織物、レース、アパレル、紡績糸、合繊糸等の繊維品を

製造、全国でもまれな繊維総合産地を形成している。

　そのため、織布業、編立業、撚糸業、サイジング整経業、染色加工業、

縫製業、紡績業、合繊ファイバー製造業等の多種多彩な業種が集積し、

流通を担う繊維商社の活動も活発で、産地の規模、技術力、商品開発力、

品質等はいずれも、世界長繊維業界の中ではトップクラスに位置してい

る。

特 産 品
繊維、機械、眼鏡、羽二重餅、ソースカツ丼、越前ガニ、おろしそば、

焼鯖寿など

３　「おしごと探検隊　アントレ・キッズ」の概要

　これまで子どもたちに対する教育は教科学習やスポーツが中心であり、体験型教育にお

いても伝統産業や科学実験が大部分を占め、「職＝仕事」に関する教育・体験は非常に少

ないのが現状である。この事業により、現在問題となっているニート対策の一環として

も、小学生のころからのキャリア教育・仕事に関する教育が重要と考える。「働くことは

生きること」そんな思いを実践している福井 YEG企業が、仕事の誇り等を紹介・体験で

きる機会を提供し、仕事や夢について真剣に考える子どもたちの人間形成を目指してい

る。

　また、参加する企業は、子どもたちの先生になることで、自分の仕事と企業への自信と

誇りが増し、人材育成へとつながる。その結果、地域産業を支える活力のある企業活動へ

と結び付けることができる。
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４　「アントレ・キッズ」のこだわり

（１）「働く喜び」を育てる力

○３つの企画ポリシー

Ⅰ．仕事の誇り （意欲）

  この職業の意義、世の中で必要とされ

ている理由が分かる。

Ⅱ．仕事のやりがい（専門性）

　この職業の大変な面、しかし、やりが

いのある面が分かる個の職業（職人、技

師、店長資格士等）を紹介することで、

働く事の意味を形成する。

Ⅲ．仕事の体験・経験 （コミュニケーション）

  子どもたちが分かる比喩
ゆ

や例えを交えた面白い体験ができる。

○３つの企画ポリシーを育てる３つの力

A：共　感：すごい、かっこいい、面白い、厳しい

B：利　他：家族や他人の喜ぶことを願う心

C：向上心：夢、希望

（２）対象

・小学生（４年～６年生）～中学生（１年生）とその保護者

・小中学生、PTA、育成会

※基本的には、家族参加での体験教室

　　　　 （講師派遣型の子どもたちのみでの授業、体験教室ではない）

（３）実施時間

一つの探検時間　30 分～２時間／　１～３種類のおしごとを組合せ実施

（４）特徴
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①　地域密着の中小企業

地域に密着している中小企業の経営者が中心となり実施する。

②　保護者、先輩として

企業人である前に保護者として、地域の先輩として参加する。

③　探検費徴収

　わずかであるが探検費をいただくことで、講師側と参加者側 ( 特に保護者 ) の緊張

感が大幅に増す。

④　自己資金

　運営費は、多少の自己資金が必要となる。しかし、これも社会投資活動として必要

経費として考えることで継続ができる。ボランティアと考えると、真っ先に削られる

経費となっている。自己資金を使う緊張感にて取組への積極性が増す。

⑤　家族参加

　働く意義を一番理解し、子どもたちに繰り返し話ができるのは保護者である。アン

トレ・キッズ参加で親に働くことの素晴らしさを再認識していただくことで、家庭で

のキャリア教育のきっかけをつくることができる。

（５）アントレ・キッズの社会的意義

①　顔の見える商売→信頼・安心の社会

　昭和の頃は、子どもたちは、近くの八百屋でお使いをし、酒屋さんがビール、サイ

ダーと醤油を配達してくれるのを楽しみにし、学校の帰り道にある工場のおじさん

が、「お帰り」と声をかけてくれていた。しかし、現在、地域の八百屋さん、酒屋さ

んは減り、大型スーパーでお買い物、町工場も減り、身近な大人が働く姿を見る機会

がなくなってしまった。アントレ・キッズ事業を通して地域で働く大人の姿を見せ、

地域にある企業名を伝えることで企業として、大人として責任感を示すことができ

る。

　また、子どもにうそをつける人は、多くはない。子どもたちの瞳は、大人の心を浄

化する。結果的に信頼・安心な社会となっていくことができる。

②　中小企業の活性化

　中小企業は、自信を失いかけている。グローバル化による仕事の減少に加え、容赦

のないコスト削減要求、大手進出による商業エリアでの価格競争、人口減及び地域格

差による人口流出などによる商業エリア削減が問題となっている。これらの環境の

中、多くの中小企業は、自信を失い、廃業へと追い込まれ、地域の空洞化が進んでい

る状況である。

　アントレ・キッズ事業は、中小企業に自信を取り戻すための起爆剤となる。自分の

仕事に誇りを持って、やりがいの気持ちを示すことで元気が出る。元気な中小企業こ

そが、地域を活性化させることができる。

③　ボランティア活動ではなく、社会投資活動

　同事業は企業として、ボランティアでは参加できない、むしろ、ボランティアでは

やるべきでないと考える。私たちのこの活動は、社会投資活動と位置付け、お金では
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ない利益、すなわち、信頼、安心、人脈などを得る活動としている。

（６）参加企業にメリットがあってこそ生きる！

①　仕事を見つめ直す機会・自己啓発、社員教育

　ほとんどの中小企業は、 終商品を作ってはいない。また、単に品物を売っている

だけでもない。そんな、中小企業が子どもたちに仕事の内容や本質を説明することは

大変難しいことである。アントレ・キッズ事業に参加することで、自分の仕事の誇

り、やりがいなど仕事の本質を見つめ直すことができる。

　また、多くの仲間の経験からも、説明能力、技術向上を果たしながら、同時に社員

教育の場ともなることができている。

キーワード／難しいことは簡単に！簡単なことは深く！深いことは面白く！

②　間接営業・市場潜在ニーズの獲得

　アントレ・キッズでは、商品販売、会員募集、社員募集など直接営業は禁物であ

る。人間は、気持ち的に「押されると引きますが、引かれると押したくなります。」。

　商品販売や会員募集などで企業活動を積極的にしてしまうと、企業への信頼・安心

どころか不安・不信感が増し、言葉が相手の心に響かなくなってしまう。自分の仕事

の社会的使命を純粋に、一生懸命説明し、体験させることで、子どもたちや父母から

純粋な疑問や反応が得られてくる。この疑問、反応を理解、解決することで市場での

潜在ニーズを獲得することになる。

（７）参加企業への負担のイメージが、チャンスに変える！

　中小企業は、キャリア教育においては、メリットより負担の多いイメージがある。社

員の少ない中で、また、経営者自らが仕事をしないと仕事が回らない状況のなか、講師

として派遣、テーマや実施内容を考え、準備する時間が持てないと感じ、スタートに

ちゅうちょする場合も多いのが実態である。

　また、せっかくやる気になっても、要望が来なかったり、特定の企業や職種に集中し

てしまったり、参加者、希望者が集まらないのも現状である。人気がある職種の場合で

も、年に１、２回なら何とか実施できても要望が多過ぎても対応できない不安がある。

　そこで、アントレ・キッズ事業は、このデメリットを克服しメリットに変える取組を

している。

①　窓口の一本化・40 社参加による負担軽減

　福井 YEGの事務局に窓口の一本化を行い、企業は直接依頼を受けることなく、事

務局が受け付けてワンクッション置くことで、企業での事務手続き、地域での好印象

の維持を図る。（各企業にせっかくの依頼を断ることをしない、させない）

　また、口コミで直接会員企業での依頼を受けても、企業単独でできない規模の場

合、企業での都合が悪い場合もある。しかし、断ってしまうことでマイナスイメージ

が残ってしまう。これに対しアントレ・キッズ登録企業 40 社間で相互協力すること

により都合のよい企業、なじみのある地域企業が参加でき、参加できない企業、規模

に対応できない企業の負担を軽減できる。つまり、企業の自分の都合に合わせ参加で
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きる仕組みとなっている。

②　メンバー間で情報共有化

　初参加であってもメンバー間での情報の共有化、ノウハウの伝授、アドバイス、他

のテーマを見ることができ、企画を立てやすい。

③　「未知なるおしごと」との出会い

　アントレ・キッズ事業の趣旨は、「夢」の幅を広げることである。よって、自分の

興味のある職種、仕事だけを体験するものではなく、「未知なるおしごと」に出会う

ことのできる場所である。子どもたちや保護者の希望をとって参加してもらうのでは

なく、事務局サイドで決めた「おしごと探検」に参加させている。出会えた「おしご

と探検」で新たな発見をすることができ、参加企業へバランスよく参加者を分散する

ことができる。

５　「アントレ・キッズ　in　酒
さ こ う

生小学校」が進化の始まり

　福井 YEG  おしごと探検隊「アントレ・キッズ in 酒生小学校」が 2005 年 11 月６日

（日）に行われ、初めての酒生小学校 PTAとの共同開催となった。当日は、家族参加、

地域参加にて実施し 550 人の参加となった。小学生に仕事を教えることは、自分の仕事の

本質を考え整理するチャンスと 11 社 20 名の福井 YEGメンバーも参加した。

　「仕事について話す誇りと自信に満ちた姿」これこそ子どもたちへの贈り物であり、商

売繁盛の「鍵」となる。子どもたちの「歓声」と大人たちの「うなずき」のウェーブがこ

の企画の意味深さを物語っていると感じた。参加した子どもたちは「仕事って大変だけ

ど！面白そう」、大人たちは「福井 YEGの皆さんが真剣に熱心に仕事の話をする姿を見

て、熱意を忘れかけた自分に気が付いた」など好評を得ることができた。

（１）スケジュール

　　　日時　2005 年　11 月６日　（日曜日）

　　　　午前中　授業参観（児童と保護者を確実に集めるため、学校側と調整）

　　　　12:15　開会式

　　　　　　　　　　校長・PTA会長・YEG会長　挨拶

　　　　　　　　　　アントレ・キッズについての説明

　　　　　　　　　　各テーマの全体の紹介

　　　　12:35　「おしごと探検」開始

　　　　14:40　高学年　クイズの答え合わせ

　　　　15:00　終了

　　　　15:10　下校（保護者と共に）

（２）企画内容

　○　１テーマ　１教室とし、

　　・おしごと探検各 40 分・休憩、移動 10 分　・計 50 分 × ２テーマ／人　＝ 100 分

　　　タイムスケジュールを決めて順番に移動・家族でおしごと探検し 後にクイズに挑戦
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　　　　高学年コース （３年生～６年生　生徒数　147 人）　１テーマ＝ 25 人

１限 30 分
テーマ

１

テーマ

２

テーマ

３

テーマ

４

テーマ

５

テーマ

６

１限目 A B C D E Ｆ

２限目 F A B C D E
３限目 E F A B C D

　○　福井 YEGと酒生小学校 PTAの共同開催

　　・福井 YEGが「おしごと探検」を実施

　　・酒生小学校 PTAが運営を実施（司会、進行、教室誘導）

　　・酒生小学校とは、保護者の参加の比率を高めるための日時設定

　○　テーマ

No テーマ名
グ
ル
ー

プ テーマと内容 教室

１ 森
低
学
年

『山・木・住まい』を知ろう

山を育てる仕事、木の家を造る仕事の面白さを紹介。木の育ち

方、木材となっても木は生きている事等を体験

図工室

２
コンク
リート

低
学
年

縁の下の力持ち！？　これな～んだ？

縁の下の力持ちコンクリートがどのようにでき、どのような所

を使われているか学ぶ。間近でミキサー車を見学

幼稚園

ホール

から校門

３ 菓子
低
学
年

所かわれば、品変わる。手変われば、品変わる！

日本の四季を楽しむお菓子文化を体験、同じ材料でもいろんな

お菓子できる事を材料をなめて、こねて、食べて体験

家庭科室

４
コンサル
タント

高
学
年

鉛筆会社のコンサルタントをしてみよう！

１本 30 円鉛筆しか売っていなかった会社に 100 円で売れる鉛筆

を提案するゲーム形式体験

５年教室

５ 水
高
学
年

世界のお水かんてい団

地域に密着酒屋さんの仕事、世界のお水当てクイズ、飲食に関

する正しい情報を身につけてもらい、「飲み物・水」を魅力、歴

史、地理、自然を盛り込みながら体験

なかよし

教室

６ 設計
高
学
年

家が出来るまでのおしごと探検 

家が出来るまでのおしごとを、実際の図面、写真、瓦、外壁、

床材などに見たり、触ったりし体験、家１軒ができるまでの人

の携わり、お金と時間の調査、探検

６年教室

７ 看板
高
学
年

自分の将来の看板を作ろう！ 

自分の将来の仕事の看板をデザイン

優秀者には、シールにてプレゼント

４年教室

８ 織物
高
学
年

エコ？失敗も成功させちゃうよ！ 

日本で作ったけれど失敗しちゃた織物は、日本で売れまませ

ん。しかし、海外では、人気があります。その秘密を探りま

す。また、実際に生地を染めを体験

理科室

９ 洗浄
高
学
年

縁の下のおそうじ屋さん”パイプきれい、きれい”

建物の下、道路に埋まっている水道管、排水管等のパイプ洗浄

を体験、 近機械操作を子どもたちが操作体験

校庭

－ 114 －



（３）アントレ・キッズ企画の立て方

　参加企業の方々に、アントレ・キッズ運営をよりスムーズに行えるように、これまで

アントレ・キッズを運営してきた中で、重要と思われる事項をまとめた。心得を理解し

チェック項目が多くなると、子どもたちの反応が良くなり、満足度が上がることは間違

いない。失敗の中からできた、ノウハウの結晶である。

　○アントレ・キッズの心得

　　＜講師としての３つの心得＞

　　・企業人である前に、保護者、先輩であれ！

　　・スマートな大人を示すな！一生懸命な大人を示せ！

　　・地域の誇りを示し、地域企業であることに徹せよ！

　　＜企業としての心得＞

　　・大手企業：世界的な視点から身近な素晴らしさを語ろう！

　　・中小企業：身近な喜びから大きな夢を語ろう！

　　＜コーディネーターとしての心得＞

　　・お願いするな！魅力を示せ！ 

　○子どもたちと一緒に楽しくためのチェック項目

・自分自身が楽しめる企画ですか（楽しんでいますか、楽しめそうですか）

・この仕事は、すごいんだぞーと思わせる工夫をしていますか

・仕事の誇りを示す工夫をしていますか

・初めに子どもたちの心をつかむ工夫がされていますか（初めのインパクトが大事）

・続けて３分以上話を続けない工夫がされていますか

・子どもたちに、見る、触る、使う、想像させる工夫がされていますか

・専門用語を使わない工夫、専門用語を分かりやすく説明する工夫がありますか

・プロと素人の違いが分かる工夫がありますか

・子どもたちが、積極的に参加する工夫がありますか

・体験を通して、仕事の喜びが厳しさを伝える工夫がありますか（達成感の演出）

　○自社の技術、商品をどのように探検（授業）に生かすポイント

・その技術、商品、サービスの歴史をひもとく

・現在どのように、どんな所で役立っているかを伝える

・その技術、商品、サービスの夢を伝える

・学校の授業で習う、理科、算数、国語、社会などの関連性を伝える

・その技術、商品、サービスのグローバル性を示す

　○おしごと探検運営での注意事項

・創作物は、自分のものではなく、大切な人のために作るようにする

・おみやげは、過剰にしない

・危険なこと、危険な作業を、正確に教え、安全にトライできるようにする

・企業ＰＲは、過剰にしない

・あいさつに始まり、あいさつで終わる（感謝を忘れずに）

・ 後に、家族で仕事について話し合うようにうながす (会場で、又は、帰ってから )
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（４）実践の評価と地域・家庭との連携

　○　酒生小学校 先生のコメント

　この度のアントレ・キッズの試みは、子どもたちにとってとても意義深いものだった

と思います。「世の中にはこんな仕事があるんだ。」「こんな工夫をしながら仕事をして

いるのか。」などという新しい発見を、体験を通してすることができたからです。ま

た、今回紹介された仕事の中には、子どもたちがふだんの身近な生活の中であまり意識

せずに接しているものもあり、「こんな風に生活に役立っているのか。」といった生活と

のかかわりも感じ取ることができました。これからの職業観を形成する上でとても有意

義な取組だと思います。

　○　参加保護者のコメント１

　家に帰って子どもに感想を尋ねたところ、約束した時間に必ず品物を納めないといけ

ないことや、お客さんへの思いやり、それから一緒に働く仲間への心遣いの大切さな

ど、子どもなりに話してくれました。このような企画が行われるまでに多くの方の御尽

力があってのことと感謝しております。私たち両親の仕事に対する思いや自分の将来に

ついて考えるよい機会であったと思います。

　○　参加保護者のコメント２

　アントレ・キッズはとても充実した行事だったと思います。２人の子どもたちは帰っ

てくるなり、自分が今日初めて見たり知ったり、体験したことをどんどん話してくれま

した。その場で見て体験したことは教室で机に向って先生方が教えてくださるより何倍

も記憶に残っていると思います。こういういろいろなことを知り、自分の知識となるこ

とは何よりの勉強だと思いますし、そんな子どもたちを私はたくましく感じました。私

は、勉強は頑張れば一人でもできると考えているので、家庭では教えてあげられない体

験をさせていただいたことに感謝しています。

　○　子どもたちの感想
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①　仲間を増やすための事後の支援と展望

　アンケート、感想文は、アントレ・キッズの中でも大きな意味を持っている。

　また、以下の活用を踏まえ、アンケート、感想文依頼時は、使用許可、掲載許可を

得ることが重要である。（子どもたち、保護者の感想などは、原則、氏名を伏せて掲

載）

　　　○　評価結果を踏まえ、実施結果を次回へ生かす。

　子どもの感想文は、純粋で正直である。面白いモノは、面白く。つまらないモノは、

つまらないと正直に表現される。その結果を踏まえ、次回のアントレ・キッズに向け

見直しを行っている。子どもたちが、分からなかった、つまらなかったということは、

「十分自分たちが理解できていなのではないか？」「説明の仕方に問題があったのでは

ないか？」「本質の説明ができていなかったのではないか？」と多くの気付きを得るこ

とができる。その気付きが、仕事の考え方、仕事の社内での教え方を見直すヒントに

もなる。

　　　○　感想文を社内で回覧、掲示、社内報、ホームページ掲載

　感想文を参加企業内で、回覧、掲示、社内報に掲載することで、アントレ・キッズ

に参加していない社員が会社の活動を理解することができる。興味を示した社員に対

し、積極的な参加を促すこともできる。

　また、お客様が見える環境での掲示、ホームページでの掲載にて、社外へ社会貢献

活動をアピールすることができる。お客様には、アントレ・キッズで、キャリア教育

に積極的に参加している姿を見てもらい、信頼、安心の企業であることを理解しても

らっている。

　　　○　メディア（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌）への情報提供

　多くの参加企業が増えれば、それだけ、多くの成果を出すことができる。増えるた

めには、参加した企業、子どもたち、保護者、学校、地域の満足感がなければならない。

事後の支援として 後に大事なことは、メディアに興味を示してもらい、このアントレ・

キッズの活動を広く伝えてもらいことで、参加企業を増やすことにある。「メディアに

頼んで取材をしてもらうのではなく、メディアが取材したくなる情報を提供する。」「参

加企業を頼んで集めるのではなく、参加したくなる魅力で集める。」アントレ・キッズ

を継続、発展するためには、今後も変化が大切である。

６　新たなる挑戦に向けて

（１）アントレ・キッズの進化

　アントレ・キッズは、ニーズに合わせ様々なパターンを実施し進化してきた。 初

は、福井 YEG の一会員の企業から始まり、福井 YEG の仲間での開催。そして、

PTA、学校との共同開催、地域でのイベントで地域団体、企業との共同開催、並びに、

中学生自身が企画をコーディネートしての開催、県外 NPOへの協力など、ニーズに合

わせ、進化、発展してきた。

①　単独企業開催型（個別企業事業所内で実施）

②　イベント協力型（他団体のイベントに参加協力）
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③　 イベント主催型（YEGが主催し、会場を借りて、複数の企業がブースを作り実施）

④　 YEG・生徒共催型（中学生自身がアントレ・キッズをコーディネートし、YEGが

企画を実施）

⑤　YEG・PTA共催型（学校にて、PTAの協力へ経て実施）

⑥　 YEG・地域企業（地域団体）共催型（地域にて、地域企業、団体の協力へ経て実施）

⑦　 コーディネート型（YEGがコーディネーターとなり、地域企業と共に実施、開催）

⑧　 アントレ・キッズマニュアル提供型（マニュアルを提供し、他団体、企業独自で開催）

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）アントレ・キッズマニュアルによる仲間づくり

　そして、2008 年度には、「アントレ・キッズマニュアル」を作成し、福井県、NPO
など各種団体へ提供し、マニュアルによる仲間づくりを進めている。マニュアルによる

活動第一段が、「えきまえアントレ・キッズ」である。

（３）えきまえアントレ・キッズ実施への経緯

　これまで、様々な形で「アントレ・キッズ」を実施し、多くの子どもたちに仕事の厳

しさ・働くことの素晴らしさ・面白さを伝えてきた。また、福井 YEG企業内でも、社

会投資活動、スキルアップにも有効な手段として認識、定着されてきた。

　しかしながら、アントレ・キッズがより広い地域に広がり、より多くの人間（ひと）

を巻き込み、より多くの子どもたちに仕事の厳しさ・働くことの素晴らしさ・面白さを

伝えるためには他団体との連携も必要であると考えている。また、アントレ・キッズを

広く浸透させていくためには他団体が主体となってのアントレ・キッズが開催できるシ

ステムが必要なのではないかと考えている。

　今回、「まちづくり福井（株）」側がアントレ・キッズの趣旨に賛同いただき、より現

場に近い形で数多くの職種が集まる「駅前」の地で、子どもたちに貴重な体験をしても

らうと同時に、将来の選択の幅を広げてもらいたいという思いが一致し、「まちづくり

福井（株）」側からの依頼という形で実施に至った。
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（４）共同開催で強みを生かす

　今回福井駅前というより現場に近い形での実施ということで、福井 YEGの持つノウ

ハウと、まちづくり福井側が持つネットワークをうまく融合させた形で、準備を進めて

いった。参加企業の募集、各店舗連絡調整に関してはまちづくり福井側に一任し、福井

YEGは各参加企業へのアントレ・キッズの趣旨の説明や、授業の進め方などを、マニュ

アルを基に説明を行うなど、双方の強みを生かし準備を進めていった。また、頻繁に打

合せの機会を設け、情報の共有化、課題に対する検討を綿密に行った。

（５）えきまえアントレ・キッズの成果

　その結果、子どもたちが、実際のおしごとの裏側を体験し、お客様と接することでよ

り、おしごとの本質を肌で感じることができた。企業側は、実際のお店での体験を通

し、作業の安全性、利便性など、より働きやすい環境を考えるきっかけとなった企業も

あった。また、保護者は、子どもの日ごろの表情とは違う姿を見て、頼もしくなるとと

もに、自分（保護者）の仕事についても積極的に話すことの大切さを再認識されてい

た。また、親子で体験したお店で買物をするなど、「えきまえ」への愛着も増していた。

　今回の「えきまえアントレ・キッズ」は、キャリア教育としての意味合いにプラスし

て、地域企業の活性化、地域経済そのものの活性化へと結び付く、大きなきっかけを生

むことができた活動へと進化していった。

　　　○保護者アンケート結果

 

（６）アントレ・キッズの今後

アントレ・キッズの念意（おもい）があればこそ、受け継がれる精神

　身近な所で、（町内、地域）、身近な仲間と（社員、友人）、身近な人たちのために、

（家族、後輩）、身近な地域と仕事の誇りと夢を添えて伝えよう！ 

　そして、いつしか、広い地域で、多くの仲間と、地域と時間を超えた人のために、

　日本の文化と仕事の誇りを 、夢と歴史を添えて伝えたい！

福井商工会議所青年部　http://www.fcci.or.jp/fyeg/index.html
福井 YEG　おしごと探検隊　“アントレ・キッズ”　http://www.fcci.or.jp/fyeg/entrekids/
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大阪商工会議所・大阪キャリア教育支援ステーション

【事例９】

地 域 総 が か り で 取 り 組 む キ ャ リ ア 教 育 支 援

《事例の概要と特色》

１　大阪の若者を取り巻く雇用状況

　大阪の経済状況はこれまでの回復基調から、平成 20（2008) 年に入り世界的な景気後退

や原材料高などを背景に陰りが見え始めている。

　大阪の有効求人倍率※ 1 を見てみると、平成 19（2007）年は 1.26 倍と前年の 1.22 倍に

比べて微増ではあるが上昇した。しかし、同 20 年に入り景気停滞状況を反映し、７月現

在には 1.0 倍を切る 0.94 倍まで落ち込んだ。ただし、全国の有効求人倍率も同７月現在

0.89 倍となっており、有効求人倍率を見る限り、大阪は全国よりも 0.05 ポイント上回っ

ている状況にある。年齢階層別でみても、同７月現在、大阪は 24 歳以下で 0.92 倍（全国

0.85 倍）、25 ～ 34 歳で 0.92 倍（全国 0.86 倍）となっており、全国より高い倍率を示し

ている。

　一方、平成 19 年の大阪の完全失業率※ 2（表１）は 5.3％と前年の 5.7％から 0.4 ポイン

ト改善しているものの、全国の完全失業率 3.9％よりも 1.4 ポイントも高く、都道府県レ

ベルでは、３番目に悪い数値となっている。同 20 年に入り、１～３月期には 4.8％（全

国 4.0％）と改善を示したが、４～６月期には 5.2％（全国 4.0％）と 0.4 ポイント悪化し

た。年齢階層別に見ると、24 歳以下が 8.3％（全国 7.2％）、25 ～ 34 歳が 5.4％（全国

5.1％）と若年層の失業率の高さが顕著であるとともに、全国に比べても高水準になって

いる。

　また、新規高等学校卒業者への求人倍率を見ると、平成 20 年３月現在の求人倍率は全

国平均が 1.87 倍であるのに対し大阪は 3.08 倍（全国３位）と高い倍率となる一方で、内

定率は全国平均が 97.1％に対し大阪は 96.6％（全国 36 位）にとどまっている。

　こうした状況からみて、大阪は求人があるにもかかわらず就職できていない状況にあ

　少子高齢化に伴う 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口の急速な減少とともに、ニート、

フリーターの増加など、我が国を支える「人」を巡る状況は深刻な社会問題となっている。

　こうした背景の下、大阪商工会議所では、これまでの企業内人材の育成に加え、地元大阪

の小中高校生を対象とするキャリア教育事業を支援し、将来の社会・産業を担う人材育成に

取り組むこととなった。平成 17（2005）年には大阪府・大阪市の両教育委員会、行政、

経済団体、PTA、NPO 等とともにキャリア教育を支援する「大阪キャリア教育支援ステー

ション」を設立し、現在、同ステーションを軸に様々なキャリア教育支援事業に取り組んで

いる。
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り、「雇用のミスマッチ」が生じていることがうかがわれる。

※１． 有効求人倍率とは…公共職業安定所に申し込まれた有効求人数を有効求職者数で割った数値。有効求人倍率

が１倍を超える場合は求人に対し求職者数が少ないことになり、労働力が不足している状態を意味する。有

効求人倍率は、景気動向指数の一つでもある。

※２． 完全失業率とは…労働力人口（15 歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもの）に占める完全

失業者の割合をいう。完全失業率の低下は「雇用情勢の改善」、上昇は「悪化」を意味する。

表１．若年者の完全失業率

完全失業率（％）

大阪府 全国

全体 24 歳以下 25 ～ 34 歳 全体 24 歳以下 25 ～ 34 歳

平成 19 年平均 5.3 9.5 6.3 3.9 7.7 4.9

平成 20 年（１～３月期） 4.8 7.0 6.1 4.0 7.4 5.2

（４～６月期） 5.2 8.3 5.4 4.0 7.2 5.1
資料：総務省「労働力調査」、大阪府総務部統計課「労働力調査地方集計結果」

２　大阪キャリア教育支援ステーションの設立

（１）背景

　大阪商工会議所（以下：大商）では、従来より会員企業の従業員を対象とした産業人

材の育成に取り組んでおり、経理や営業などの部門別研修、新入社員、管理職などの階

層別研修に加え最近ではメンタルヘルスやクレーム対応等のテーマ別研修なども実施し

ている。

　こういった活動を実践する中で、今から数年前、会員企業から「最近入社してくる若

者の様子が以前と少し変わってきた」という声を聞くようになった。その変化とは、一

言で言うと若者たちの基礎学力の低下、学ぶ意欲の低下などだが、特にモノづくりの現

場においては、理工系の基礎能力・学力が身に付いていない若者が増えてきているとい

うことであった。また同じころから、ニートやフリーターなど、仕事に対する意識が未

成熟であったり、勤労意欲の乏しい若者の存在が社会問題となり、産業界においても将

来の日本を支える人材への危機感が高まってきた。

　一方、国でも平成 15（2003）年に「若者自立・挑戦プラン」が策定され、同 16 年に

は文部科学省が策定したキャリア教育の指針が発表され、「キャリア教育は児童・生徒

一人一人の勤労観、職業観を育てる教育」との定義の下、学校教育の中でキャリア教育

に積極的に取り組むことが求められるようになった。

（２）キャリア教育支援拠点の設立に向けて

　こういったキャリア教育をめぐる動きや本稿冒頭に示した大阪における若年層の厳し

い雇用状況を受け、大商では、学ぶことと働くことを関連付ける「キャリア教育」を推

進することが大阪の将来を担う人材育成には必要であるとの結論に達した。そして、同

教育を推進するためには教育界と産業界の連携が不可欠であるとの認識の下、社会全体

が一体となってキャリア教育を支援する拠点をつくることを提唱した。

　そこで大商では、まず産業界としてどのような人材が必要なのかを明らかにするため

に、平成 16（2004）年「企業が求める若手人材像調査」※3 を行った。この調査の目的
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は、「企業が若手社員に求める能力は何か」「仕事に必要な能力のうち『学生時代に身に

付けておくべき能力』は何か」を調べ、企業が求める人材像と学校や家庭が育てている

子どもたちの実態との間に乖
かい

離
り

がないかを確認することであった。

　人事部長 111 名、入社 10 年未満の若手社員 895 名を対象に実施した同調査で明らか

となった求める人材像は、人事部長、若手社員とも「自ら課題を設定し、その課題解決

に向け多くの人たちとコミュニケーションをはかり最後までやりぬく人」であった。さ

らに、「このような能力がどういうところで身に付くか」という質問に対して、多くの

若手社員が「アルバイトやクラブ活動などの学生時代の『社会的体験』によって培われ

た」と回答した。つまり、将来社会に出てから必要となる能力を育成するためには学生

時代から学校生活に加え、社会との接点を持つことが大きな意味があるということが判

明した。

　この結果に基づき、大商は、産業界からの提言として平成 16（2004）年 10 月に「大

阪におけるキャリア教育（職業観養成教育）の推進に向けて」を発表した。この中で

「小学校時代からの社会体験が、後の職業能力の形成に大きな影響を与えることは明ら

かであり、早い時期から子どもたちに職業というものを意識させ、社会体験等を通じて

コミュニケーション力をはじめとする仕事に必要な能力を育てようとするキャリア教育

を早急に進める必要がある」とし、「キャリア教育は、行政、地域、家庭、産業界をは

じめ社会全体で支援していくことが必要である。そのために、広く関係機関の参画を得

て、大阪を挙げたキャリア教育支援の拠点設立をのぞむ」と提言した。

　翌平成 17（2005）年２月には、この提言を実効あるものにするために、大阪府・大

阪市の両教育委員会、行政、経済団体、企業、教育関連シンクタンク等から構成された

「大阪におけるキャリア教育推進委員会」を設置し、同６月に「大阪におけるキャリア

教育推進プラン」※ 4 を取りまとめた。

　このプランにおいて、「キャリア教育を子どもたちの発達段階に応じて系統的・継続

的に推進していくためには、小学校・中学校・高等学校の校種間の連携と、学校だけで

なくキャリア教育にかかわるすべての関係機関の連携が不可欠である。大阪における

キャリア教育の推進に当たっては、この点を重視し、小・中・高等学校を一貫する『タ

テの連携』に加え、学校を主役に、教育委員会、行政、保護者、地域、産業界がしっか

りと脇を固め相互に協力する『ヨコの連携』を強め、社会全体が一体となってキャリア

教育を推進すること」を基本方針とした。そしてこのヨコの連携の場として「大阪キャ

リア教育支援拠点運営協議会」を平成 17（2005）年７月 19 日に設立し、同協議会によ

る「大阪キャリア教育支援ステーション」の活動を開始した。

※３． 「企業が求める若手人材像調査」の正式名は「若手社員の『仕事に必要な能力』と能力形成に役立つ『学生

時 代 の 学 び・ 経 験 』 に つ い て 」　http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/Sonota/
0409_wakate.pdf

※４．大阪におけるキャリア教育推進プラン　http://www.career-osaka.jp/education/plan.pdf

（３）大阪キャリア教育支援ステーションの概要

　「大阪キャリア教育支援拠点運営協議会」は会長に大商会頭、副会長に大阪府、大阪

市両教育委員会の教育長、そして理事等には子どもを取り巻く関係者がそれぞれ就任し

ている（表２）。
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表２．役員構成

会長　：大阪商工会議所会頭

副会長：大阪府教育委員会教育長

        大阪市教育委員会教育長

理事　：大阪府都市教育長協議会会長、大阪府町村教育長会長、大阪私立中学校高等学校連合会会長、

　　　　国立大学法人大阪教育大学学長、大阪府立高等学校 PTA協議会会長、大阪府 PTA協議会会長、

　　　　大阪市 PTA協議会会長、財団法人大阪労働協会理事長、特定非営利活動法人日本教育開発協会理事長、

        社団法人関西経済連合会専務理事、社団法人関西経済同友会常任幹事・事務局長、関西経営者協会専務理

        事・事務局長、大阪商工会議所専務理事 

顧問　：大阪府知事、大阪市市長、社団法人関西経済連合会会長、社団法人関西経済同友会代表幹事

　　　　関西経営者協会会長

オブザーバー：近畿経済産業局局長、大阪労働局局長、独立行政法人雇用・能力開発機構大阪センター統括所長

　本協議会は法人格は持たず賛助会員制をとり、平成 19（2007）年度末現在、賛助法

人会員が 102 社、個人会員が 37 名となっている。同協議会の運営経費はこれら賛助会

員の会費による。

　同協議会が運営する「大阪キャリ

ア教育支援ステーション」の目的

は、①キャリア教育に関する教育現

場のニーズ、要望にこたえ、学校外

からの支援・協力を行うとともに、

②社会全体でキャリア教育を推進し

ていく機運を醸成することにある。

事務局は大阪商工会議所人材開発部

内にあり、職員３名体制で業務を遂

行している。

※大阪キャリア教育支援ステーションの概要についてはホームページ http://www.career-osaka.jp/ を参照。

３　大阪キャリア教育支援ステーションの活動

　大阪の産官学が連携して設立された大阪キャリア教育支援ステーション（以下：ステー

ション）の活動は大きく分けて５つある。その５つの柱とは、

（１）社会人講師の紹介（対象：小中高校生並びに教員）

（２）職場見学、体験、インターンシップの受入先紹介（対象：小中高校生並びに教員）

（３）キャリア教育に関する情報提供

（４）キャリア教育啓発活動の実施

（５）教育委員会との連携事業の実施

である。

　（１）・（２）・（５）は学校（教育委員会）発意の取組に対する支援、（３）・（４）はス

テーション発意の啓発活動と分類することできる。

　（１）・（２）・（５）でのステーションの役割は、社会人講師（企業の現役社員や OBが

中心）並びに協力事業所の開拓・登録と学校への紹介、つまり学校とそれら地域社会にお

ける教育資源を結び付ける「コーディネート（仲介）役」である。活動の大まかな流れ

は、次ページのとおりである。

組織図
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学　校 企　業ステーション

①依頼

④紹介

②開拓・登録

③依頼

　①各学校から職業講話の講師や職場体験学習等の受入事業所の紹介をステーションへ依頼（実施

日の最低１ヶ月半前まで）。このときに「日時」、「場所」、「人数」、「目的」、「内容」、その他必要な

情報をステーションに連絡。これを受け、ステーションでは、②既に開拓・登録したデータの中か

ら、あるいは内容によっては新たな依頼先を開拓し、③学校の申入れ内容にあった講師・事業所を

選定・依頼。その後、④日程や内容等の条件を調整し、学校へ紹介。

　一方、（３）・（４）はステーションが主体となった活動であり、教育界、産業界、そして

地域を対象に、ウェブを使った情報発信や講演会の開催など、キャリア教育を啓発する活動

に取り組んでいる。

　各活動の現状については、以下のとおりである。

（１）社会人講師の紹介

　社会人講師による授業は、学校からのニーズも高く、また企業側としても体験活動の

受入れ等に比べると比較的取り組みやすいということで、産学連携のもと実施するキャ

リア教育活動の第一歩として位置付けられるものである。

　最近では、単なる１回だけの講演会として実施するのではなく、職場見学や職場体験

活動の事前学習の一環として社会人講師による授業を実施するケースが増えてきてい

る。また、教員を対象とした「キャリア教育とは何か」あるいは「何のためにキャリア

教育に取り組むのか」といった研修会への講師派遣の依頼が増えてきている。これは、

教員にキャリア教育の重要性を理解いただく啓発活動でもあるとともに、中学校では

90％以上の学校で職場体験が実施され、それ自体が「行事化」あるいは「目的」になっ

てしまっている現状を受け、何のために職場体験を実施するのか、それが子どもたちの

キャリアを考える上でどのような位置付けになるのかなど、教員が改めてキャリア教育

への取組について考える時期が来ていることを示唆しているのではないかと思われ

る。

（２）職場見学、体験、インターンシップの受入先紹介

　職場見学、体験、インターンシップの受入先に関するステーションの基本的な考え方

として、学校と地域との連携を密にするという点からも、できるだけ学校が主体となっ

て受入先を探していただくことにしている。ただし、学校周辺に事業所が少ない場合、

近隣にない業種や本社機能を有する施設での体験活動を希望する場合、あるいはどうし

ても受入事業所が足りない場合などについては、学校からの要望に基づき受入先を紹介

している。特に、大商は大阪市内に 10 支部を有し、各支部が当該地域と連携を密にし

た活動を実施しており、それらのネットワークを活用して学校への事業所紹介を実施し

ている。
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（３）キャリア教育に関する情報提供

　「企業向け職場体験学習受入れの手引き」はウェブサイトと冊子（簡易版）で職場見

学や体験受入れの最初から最後までを分かりやすく解説した企業向け啓発ツールであ

る。ステーション事務局が受入先開拓のために企業訪問をする際にはこの冊子を配布

し、職場体験受入企業の拡充に取り組んでいる。

　また、全国で実施されているキャリア教育に関するプログラムを紹介するウェブサイ

ト「キャリア教育ナビ」の作成・運営も行っている。

企業向け職場体験学習受入れの手引き

http://www.career-osaka.jp/manual/
※冊子（簡易版）も無料で配布中

全国のキャリア教育関連プログラムを紹介

「キャリア教育ナビ」

http://www.career-osaka.jp/navi/

（４）キャリア教育啓発活動の実施

　キャリア教育の重要性を広く社会に発信するために、教育界、産業界、保護者に向け

たフォーラムを開催している（表３）。また平成 19（2007）年度からは、産業界の意識

啓発活動として、キャリア教育に関心のある企業に的を絞った研修会等もスタートして

いる。

表３．キャリア教育啓発のためのフォーラム

開催年月 内　容 対　象

平成 18 年７月 いま、なぜキャリア教育か

「働くことと出会うこと」　作家　

「いま、なぜキャリア教育か」

　　民間研究所所長　他

教育界、保護者

産業界

平成 19 年２月 企業がこどもたちに伝えたいこと

「企業とキャリア教育のかかわり方」

民間企業会長

「企業とするキャリア教育」民間企業３社

産業界、教育界

平成 19 年３月 ビミョーな未来をどう生きるか

東京都内公立中学校長

教育界、保護者

平成 19 年７月 ヤル気を引き出す教育とは～キャリア教育の役割～

大学教授

教育界

保護者、産業界
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（５）教育委員会との連携事業の実施

　より学校現場に近い活動として、地元の教育委員会との連携活動にも取り組んでい

る。

　大阪府教育委員会とは、平成 17 年度から３年間にわたって「キャリア育成推進事

業」を協働で実施した。同事業では夏季休業中３日間集中の高校教員向け「キャリア・

カウンセリング基礎講座」や府内の公立小中高校全校の教員を対象とする「キャリア教

育推進フォーラム」などを行った。その他に、学校への外部人材登用によるキャリア教

育実践事例として、府立高校９校へのキャリアコーディネータ派遣事業 ※5 が挙げられ

る。同事業では、進路未決定者や中退者数の減少など目に見える効果を上げることがで

きた。また、生徒にとっては教員や保護者と異なる大人に接することができたこと、教

員にとってはキャリアコーディネータが実践する生徒への対応方法や民間企業での仕事

のやり方等を知ることができたことなど、数値としては表れないが確実に学校に新しい

風を吹き込むことができた。

　また、大阪市教育委員会とは、市内の小中学校で実施する社会人講師による授業への

講師派遣や職場体験学習の受入先の紹介など学校現場からの直接的なニーズにこたえる

活動を中心に行っている。

※５． キャリアコーディネータ派遣事業…民間企業経験者でキャリアカウンセラーの資格を有するものを、原則月

14 日間、高等学校に派遣する事業。主な活動は①生徒に対するキャリアカウンセリング、②教職員に対する

スーパーバイズ、③生徒、教職員、保護者を対象とする講演、研修、④体験活動学習のコーディネート。

４　具体的なキャリア教育実践例

　では、次に企業の紹介を受け、実際に活動を行った大阪市立の中学校と高等学校の２事

例について、それぞれの学校からの報告を記すこととする。なお、大阪市立加美南中学校

の実践例については同校前校長・現大阪市立西淀中学校校長に、大阪市立生野工業高等学

校の実践例については同校校長及び担当教員からの報告である。

（１）大阪市立加美南中学校での実践例

　「学校改善に向けたキャリア教育の推進～関係機関とのネットワーキングを通して～

【事例実施の背景】

　今次教育改革では「確かな学力」の向上と「心の教育」の充実を図り、「生きる力」を育成

することが求められた。学校では、創意工夫した教育課程の編成や指導法の工夫改善等に努

め、地域に開かれた特色ある学校づくりに取り組んできた。しかし、産業・経済界等から若者

を取り巻く厳しい状況～学ぶ意欲や働く意欲の低下、規範意識の希薄さ、失業・離転職の増加

等～が指摘され、関係府省の施策「若者自立・挑戦プラン」も策定されるに至り、教職員の意

識改革を図って「望ましい勤労観・職業観を育成する」キャリア教育を推進することとした。

①　学校概要

　　　○学校の状況

　大阪市立加美南中学校は、府内３市と隣接した大阪市の東南端に位置し、近隣には

旧石器時代の古墳群や古戦場、古来よりの大陸交易跡等が残る、歴史の古い町並みに

ある学校である。平成 18（2006）年度には創立 30 周年を迎え、卒業生総数は６千余
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名に達している。

　　　　　所在地：大阪市平野区加美南１－ 10 － 15

　　　　　生徒数：445 名（各学年４クラス　特別支援学級３クラス　計 15 クラス）

　　　○キャリア教育推進上の課題

　教育改革の趣旨に沿い学校改善を図ってキャリア教育を推進していく上で、次のよ

うな解決すべき課題があった。

　　　　１）キャリア教育を推進すべき教職員の育成

　　　　２）生徒指導の充実と規範意識の醸成

　　　　３）保護者等の参画しやすい学校環境の整備

②　実施上の基盤整備の経緯とねらい

　　　○背景と経緯

　　　　１） 平成 15（2003）年度より、キャリア教育についての教職員研修の実施（中教

審答申、学習指導要領と関係法規、協力者会議報告書、若者自立・挑戦プラ

ン、アメリカの教育事情等）

　　　　２） 平成 16（2004）年、学校教育目標を「一人一人が希望する進路を選択できる

能力を培う」と改め、キャリア教育推進ＰＪ“キャリスタ：kaminan”を立ち

上げる。大阪市教育委員会施策「夢サポート 21 事業」及び「キャリア教育推

進モデル事業」において、２年間の研究指定を受ける。１年生より、キャリア

教育の実践を開始する。

　　　　３） 大阪市教育委員会の「教職員研究・研修支援事業」の助成を受けて、平成 16

（2004）年度より、教職員を学会セミナーや研究大会、全国のキャリア教育実

践先進校へ派遣する。

　　　　４） 平成 17（2005）年、「体験活動推進事業」及び「キャリア教育推進事業」にお

いて大阪商工会議所、大阪キャリア教育支援ステーションとのネットワーキン

グを開始する。

　　　○基盤整備のねらい

　　　　１）中核となってキャリア教育を推進する教職員の育成

　　　　２） 大阪商工会議所、大阪キャリア教育支援ステーションや NPO法人、企業との

連携

　　　　３）保護者 (PTA) と連携したキャリアプログラムの推進

  　　　４）地域ネットワークを活用したキャリア教育の啓発と学校改善の推進

③　キャリア教育プログラムの概要

　子どもたちに「感動させる場」と「心揺さぶる体験」を提供し、「頑張る心」を培

うキャリア教育の推進に向け、従来の学校行事等の検証・精選、教科・領域との連携

等について討議を重ね、次のようなプログラムを開発・編成した。
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　　　○テーマと活動の視点

　　　　１） 中学生時代を『自分を見つめる』時期ととらえ、「自分のよさや個性・特性を

知る」「人に学び、仕事に学び、地域に学ぶ」体験学習に取り組む。

　　　　２） ３ヵ年を連続したプログラムとするために、各活動の事前・事後指導において

は、ワークシートや感想文、アンケート等により自己を内観させる。

　　　　３） 内観シートやポートフォリオを活用して、担任によるキャリアカウンセリン

グ、保護者との教育相談を実施する。生徒自身が成長のあかしを確認できるよ

う、内観シートや活動の資料等は累積的にファイルに保存させ、卒業時に返却

する。

　　　○年間指導計画

第一学年 職業講話、職業人インタビュー、自他理解学習、

福祉体験、食農体験、ドリカム ACADEMIC

　　職場体験の様子

第二学年 職業講話、アクションプラン、職場体験、

福祉体験、プレゼン作成、わたしのしごと館、

保護者職業講話

第三学年 進路講話、上級学校体験、福祉体験、

環境教室、経済・租税教室、

職業調べ（1job/ 人）

　　　○プログラムの目標

　各活動が「受入企業・事業所」の「中学生への期待と好意」により成り立つことを

理解させ、以下のような目標を設定した。

　　　　１）職業・職場の体験を通して自己を内観し、よりよい進路選択につなげる。

　　　　２）コミュニケーション能力を磨き、あいさつができる心をつくる。

　　　　３）社会のルールやマナーを守り、規範意識を身に付ける。

　　　　４）働くことの厳しさや尊さを理解し、働くことの喜びややりがいを知る。

④　ネットワーキングによる成果

　「キャリア教育を学校ブランドに！」の決意で、教職員が自己研鑽
さん

に励み主体的・

積極的に取り組んだ結果、多くの成果を上げることができた。その要因に、大阪商工

会議所、大阪キャリア教育支援ステーションからの全面的な支援がある。

　　　○学校のニーズに応じた職場体験先の紹介

　子どもたちが生涯にわたり、中学生時代の職場体験に誇りを持って語ることができ

るような体験先の確保、人材育成のスキル・ノウハウを持った企業の確保が、喫緊の

課題であった。２年生 160 余名の体験先約 50 企業・事業所の確保は困難を極めるこ

ともあり、学校は次のような企業・事業所の紹介を、大阪商工会議所、大阪キャリア

教育支援ステーションに依頼し、職場体験を実施した。

・人材育成のマニュアルを有する　　・子どもの夢をかなえる職業・職種である

・産業や経済社会、企業理念、仕事の役割、仕事の厳しさ等の学習ができる

・人間関係づくりのトレーニングがある ・社会のマナーやルールを指導し、規範意識の醸成に役立つ
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　その結果、「将来について考えたことはない！夢はない！」と答えていた子どもた

ちが、一様に個性を生かした職業へのあこがれを口に出し、将来の姿に思いをはせる

姿勢や意欲が生まれ始めた。また、あいさつや他人への思いやりも表現できるように

なり、規範意識も少しずつ培われていった。

　　　○研修支援による教職員の意識改革

　「先生がキャリア教育を楽しもう！」と、ド

リカムスクール ACADEMIC ※ 6 の実践に先立

ち NPO法人日本教育開発協会のスタッフを招

いて、授業体験の教職員研修会を実施した。

　未来の家電製品の商品企画・開発企画・販売

戦略会議・プレゼンと進む研修の中で、子ども

のような笑顔、口角泡を飛ばすトークと笑い、

子どものように立ちすくむ営業プレゼンが、

キャリア教育を推進しようとする教職員のやる

気と自信を生み出した。また、プレゼンスキル

やプロジェクトマネジメント、コーチングコ

ミュニケーション等の産業・企業社会の文化や

技術を学んだことが、頭ごなしの指導から寄り

添う生徒指導へ、刷り込む指導から気付かせる

指導へと、指導の在り方を変容させた。

　　　○保護者 (PTA) の全面支援と協力

　夏季休業を利用した３日間の職場体験で、子どもたちの安全を確保しながら教職員

の後押しをしたのは、保護者 (PTA) の全面的な協力であった。また、数日間にわた

る事前・事後学習、職場訪問の引率等は、保護者自身の自己啓発の場ともなり自己変

容の場ともなった。子どもと教職員が入学当初より取り組んだ楽しいキャリア学習

は、子どもの望ましい成長を垣
かい

間見る、また家族の会話を弾ませる材料になったと聞

く。職場体験後の反省会での保護者の指摘は、学校の在り方や教職員の成長の糧にも

なった。大阪市立加美南中学校では、保護者が学校の良き理解者・支援者に変容して

いった。

（２）大阪市立生野工業高等学校の実践例

　　　「地域に根ざした開かれた学校づくり　～小学生ものづくり教室～」

【事例の概要と特色】

　本事例は、平成 14（2002）年度から平成 20 年度までの７年間、本校電気科で実施してきた

「地域における小学生ものづくり教室」についての報告である。

　この取組は、本校が地域に信頼され、地域に生きる学校として、開かれた学校づくりを目指

し、工業高校をもっと地域の人々に知ってもらうための実践である。小学生に「ものづくり」

の楽しさ・面白さ、技術の大切さを分かってもらうとともに、本校の生徒には、人に教えるこ

とによって技術力の向上を図り、優れた技術者として社会に巣立っていくことを目指している。

※６． ドリカムスクール ACADEMICとは

経済産業省の平成 17 ～ 19 年度事業

「地域自律・民間活用型キャリア教

育事業」で、NPO法人日本教育開発

協会（通称：JAE）と大阪商工会議

所が共同受託し実施したプログラム

ドリカムスクール ACADEMIC で企業の

最先端技術を体感
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①　学校概要

　　　○学校の状況

　　　　　　所 在 地：大阪市生野区生野東２－３－ 66

　  　　　　設置学科：機械科、電気科、電子機械科

　　　　　　学級編成：１学年６クラス　合計 18 クラス

　　　○学校の目標「ものづくり教育」の実践

　生野工業高等学校は、平成 20 年度に創立 68 年を迎え、１万４千名余の卒業生を優

秀な技術者として社会に送り出している。本校の位置する生野区の周りには平野区、

東成区、東大阪市があり、多くの中小企業が点在しており ｢ ものづくり ｣ を中心に発

達してきた地域である。本校の生徒の８割が就職希望者で、地元の企業で活躍してい

る卒業生がたくさんいる。そのような地域性にかんがみ、地域との交流をより緊密に

図るため「ものづくり教室」を実施してきた。

　なお、本校では生徒一人一人が自らの個性・能力・適性などを踏まえた将来への展

望を持ち、主体的に進路を開拓していく意思・能力・態度などを育成していくため、

全学年を通じてキャリア教育を進めており、｢ ものづくり教室 ｣ を本教育の一環と位

置付けている。

②　「ものづくり教室」の実績

　　　○ものづくり教室とは

　本校電気科の生徒が先生となり、生野区内の小学生にものづくりを教える活動。本

活動は、小学生にものづくりの楽しさ、素晴らしさを伝え、ものづくりへの関心を高

めるとともに、本校の生徒には教えることによって自ら学んでいることの内容や重要

性を再確認し、技術に携わる者としての意識を醸成するものである。

　　　○実施までのスケジュールと実績

　　　　１） ３月から４月にかけて当年度の「ものづくり教室」で製作する内容と教材を電

気科職員で検討し、５月上旬に製作するロボットを選定、その後案内状やポス

ター等を作成する。

　　　　２） 例年、７月中旬ごろから夏休みにかけて生野区内の小学校 19 校で「ものづく

り教室」を開催しているが、平成 20 年度は本校での「ものづくり教室」のみ

の実施となった。この「ものづくり教室」は、本校の良き伝統行事として定着

し、本校の電気科の生徒、無線部、電気工作同好会の部員が積極的に参加して

いる。

　　 表４．「ものづくり教室」と「出前授業」の実績

年　度 作　　品
参加者

（生野区内の小学生）

平成 14 年 相撲ロボット「SUMOMAN」 ５、６年生 20 名

平成 15 年 サッカーロボット「AIR SHOOTER」 ５、６年生 50 名

平成 16 年 サッカーロボット「スピンシューター」 ５、６年生 45 名

平成 17 年※ 【ものづくり教室】サッカーロボット「スピンシューター」 ５、６年生 58 名

【出前授業】センサーで音を感知して動く「メカカメⅢ」 ５年生１クラス

平成 18 年 【ものづくり教室】メカカメⅢ ５、６年生 60 名

【出前授業】メカカメⅢ ５､ ６年生各１クラス
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平成 19 年 【 ものづくり教室】赤外線センサーで自在に動く、アクロ
バットロボット「トルネーダー」

５、６年生 40 名

【出前授業】トルネーダー ６年生２クラス

※ 平成 17 年度より小学校からの要望で本校での「ものづくり教室」と「出前授業」の２本立てで実施。

　 なお、同年より毎年「モノづくりフェスタ生野・東成」に参加し、本校の生徒が小学生を対象にもの

づくりを指導している。

③　「ものづくり教室」の新しい取組

　平成 20 年度はそれまでの小学校との連携に加え、地域との新しい連携活動の試み

として地元の経済団体である大阪商工会議所と連携し、同会議所の東成・生野支部の

異業種交流会「フォーラム・アイ」の協力を得て「ものづくり教室」を実施した。

　本校生徒が「フォーラム・アイ」所属企業の熟練技術者から指導を受け、本年度の

作品である「ぶるぶるライントレーサー」の部品の一部を製作した。ものづくり教室

実施の当日までに、本校生徒が工場に出向き「匠の技」を見学するとともに、鉄板加

工（折り曲げ、打ち抜き、しぼりの技術）の実技指導を受け、ライントレーサーに使

用する上部のカバーを製作し、それらを使って小学生にものづくりを指導した。

　　　 【平成 20 年度実施結果】

　　　　○作　品　　ぶるぶるライントレーサー

　　　　○参加者　　（小学生）５、６年生 22 名、（本校生徒）17 名

　　　　　　　　　　（企業）　 事前指導２社、当日見学５社

現場を訪問し、「しぼり技術」に挑戦 小学生、高校生そして企業人が力を合わせ

て作った「ぶるぶるライントレーサー」

　　　　○教員・保護者・企業の反応や感想

　　　　　・ 参加児童がこんなに楽しかったことはなかったと大変喜んでいる。〈小学校教員〉

　　　　　・これをきっかけに生徒達には人に教える力を付けて欲しい。〈本校教員〉

　　　　　・ 工業高校の生徒の皆さん、小学校へ来て子供達に「ものづくり」の楽しさを

もっと教えていただくことは、できないでしょうか。〈小学校の校長・教員〉

　　　　　・ 「ものづくり教室」に参加させていただきありがとうございました。子どもも

非常に喜んでいます。主催されました皆さんにとっては何かとご苦労も多かっ

たと思います。このような素晴らしい体験を多くの子どもたちに与えていただ

けるよう、今後ともよろしくお願いします。〈保護者からの手紙より〉

　　　　　・ 若い人たちに技術を伝えることができ、非常に有意義であった。また、高校生

が小学生に教え、小学生が目を輝かせて取り組んでいる姿に感動した。今後も

このような機会をつくってほしい。〈参加企業〉

④　今後の取組

　平成 14（2002）年度にスタートした「ものづくり教室」は、小学校からのニーズ
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にこたえ平成 17 年度から「出前授業」にも拡大した。このように、｢ ものづくり ｣

を通して、地元の小学校と本校との連携が確実に強化されてきている。また、平成

20 年度からは、大阪商工会議所の東成・生野支部異業種交流会「フォーラム・アイ」

と連携し、小学校・高等学校間の連携に加え、地元中小企業との連携という一歩前進

した形で「小学生ものづくり教室」を開催することができた。

　今後、更に発展的な方法を模索しつつ、地元企業や大阪商工会議所の協力を得て、

地域の実態、小学生のニーズにこたえられるよう創意工夫を重ね工業教育の活性化と

発展に寄与するとともに、本校生徒一人一人の将来につながる教育を実践していきた

い。

５　ステーションの課題と今後の方向性

　本来、キャリア教育とは、それ自体が独立した新しい教育ではなく、「学校教育」、「家

庭教育」、「社会教育」のすべてにかかわるもの、言い換えれば子どもたちが日々生活して

いる中で“当たり前”に実践されるべきものである。

　このようなキャリア教育を推進するためには、子どもたちを取り巻く「学校」「家庭」

「社会」が別々に活動するのではなく、「子どもを育てる」という一つの目的に向かって

それぞれが関連性を意識して活動することが重要である。こういった意味でも、教育界、

保護者、産業界等地域全体が一緒になって設立された「ステーション」の果たすべき役割

は非常に大きい。

　しかし、設立から３年が経過し、教育界を取り巻く環境も大きく変化してきている。

　PISA調査などの結果を受けたいわゆる「学力低下」への懸念等の影響もありその動き

に陰りが見え始めている。キャリア教育と学力向上は相反するものではなく、キャリア教

育は生徒の課題発見能力や課題解決能力を育て「学力向上」にも寄与する教育であること

をすべての関係者、特に学校教育の第一線で重要な役割を担う教員に理解、実践していた

だくことが必要である。そのために、従来の生徒対象の活動に加え、教員自身がキャリア

教育の有用性を理解するための活動を支援することもステーションの大きな課題となって

きている。このような教員への働きかけは我々外部からの力だけでは到底なし得ない。今

後は、これまで以上に教育委員会や教育センターとの連携を強化し研修事業を始めとする

教員への啓発活動を推進するとともに、既にキャリア教育を実践し成果を上げている学校

や教員とも連携し、成功事例を一校でも多くの学校、一人でも多くの教員に伝えていくこ

とが必要である。

　現在、大阪商工会議所を始めとする全国の商工会議所ではキャリア教育支援のための活

動が徐々にではあるが確実に始まってきている。これら教育への産業界や地域からの支援

活動が特別なことではなく、“当たり前”の活動として学校側からも企業からも、そし

て社会全体から認知され実践されることが必要であり、そのような状態になるのを目指

し、大阪キャリア教育支援ステーション、そして大阪商工会議所は今後も関係機関と協

力・連携しながらキャリア教育支援活動に取り組んでいく。
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佐賀県ＮＰＯ法人鳳
ほうすう

雛塾

【事例１０】

産学官連携を基盤としたＮＰＯによる体験型キャリア教育支援

《事例の概要と特色》

　本事例は、平成１７～１９年度に経済産業省が実施した「地域自律・民間活用型キャリ

ア教育事業」において、ケースメソッドを導入した一貫型ビジネス人材育成キャリア教育事

業（佐賀モデル）（以下、佐賀モデルと記す）として取り組んだ事例である。

　佐賀モデルでは、当法人が設立当初から大学生や社会人向けに取り組んできたビジネスス

クール形式の実践的な経済、経営教育（ケースメソッド = 事例研究）と実践型体験活動（販

売体験活動、職場体験活動、企画提案活動等）を融合した起業家教育を、小、中、高校の授

業にも導入し、「生きる力」と「人とつながる力」〔二つの力を合わせて起業家精神（必ずし

も起業することが目的でない）〕を養成するキャリア教育を実施している。また、実施に際

しては、地元企業や産業界、教育界や学会、地元自治体、保護者など民間コーディネーター

である当法人が有する広範なネットワークを有機的に活用しながら、地域ぐるみで子どもた

ちを育てる環境を構築している。

１　鳳雛塾の概要

（１）鳳雛塾の状況

　当法人は、佐賀県内を中心に起業家精神の発揮とベンチャー企業・新事業等創出及び

地域情報活性化を目指し産学官が連携して立ち上げた人材育成機関であり、地域の将来

を担う人材を養成することによって、地域経済界及び教育界の発展に寄与することを目

的としている。

　当法人の前身となる任意団体（SAGAベンチャービジネス協議会）設立のきっかけ

は、地元の総合大学である佐賀大学に対して県内の産業界（経済界）と佐賀県が 99 百万円

を寄附し、地域人材育成の拠点として寄附講座（ベンチャービジネス支援先端技術講

座）を開設（1998 年１月）したことに端を発する。この大学でのベンチャー講座を皮

切りに、当法人が核となって大学生・社会人向けビジネススクールの開講（1999 年 10

月）、小学校での販売体験事業「キッズマート」の支援（2002 年９月）、高校での起業

家精神涵
かん

養教育の支援（2004 年６月）に取り組み、現在の小・中・高校まで一貫した

起業家精神を養成するキャリア教育を実施するようになった。

　本事例では小・中・高校のキャリア教育事業を中心に紹介していくが、当法人の活動

は起業を目指す人だけではなく一般の社会人として当然備えておくべき「起業家精神

（＝生きる力＋人とつながる力と定義）」をはぐくむために、企業の事例を基にした教

材を活用し、ビジネススクール形式のディスカッションを中心にした実践的な経済や経
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営の学習（ケースメソッド＝事例研究）の場を立ち上げたことがきっかけであり、この

ような実践的な学習が幼少時代から必要であるという考え方が教育関係者にも受け入れ

られたことで、当法人と連携したキャリア教育事業が拡大していった。鳳雛塾とは、鳳

凰になる雛（＝将来の英雄の意味を持つ）である子どもや若者たちを育成することで地

域社会に役立つ人材を輩出したいという願いを込めて命名している。当法人の主な概要

は以下のとおりである。

■法人名 特定非営利活動法人　鳳雛塾

■所在地
【本社】佐賀市唐人二丁目７番 20 号（佐賀銀行内 )　

【事務所】佐賀市本庄町１番地 ( 佐賀大学産学官連携推進機構３F)
■電話／ FAX TEL　0952-28-8959　／　FAX　0952-28-8959

■ホームページ http://www.housuu.jp
■創業・設立 1997 年 11 月 28 日創業　／　2005 年６月 22 日設立（法人化）

■従業員数 ３ 人　（事務局職員）

■会員数 個人会員　25 名　　法人・団体賛助会員　９社・団体　

■主な賛助会員

　（法人・団体）

㈱佐賀銀行、㈱佐銀ベンチャーキャピタル、( 財 ) 佐賀県地域産業支援センター、

佐賀県商工会議所連合会、佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会ほか

■事業内容 ①ビジネススクール鳳雛塾事業（大学 ･ 社会人向け起業家教育）

②キャリア教育事業（小 ･ 中 ･ 高校向け起業家教育）

③地域情報化推進事業（地域内における情報化推進のための活動）

④産学官連携事業（県内産学官との連携による事業推進）

⑤その他、起業支援に係る事業

■主な事業・活

　動等　（西暦）

1997 年 11 月／  SAGAベンチャービジネス協議会設立（現 NPOの前身団体）事務局は

佐賀銀行渉外部（現営業推進部）に設置

1998 年 １月／佐賀大学理工学部寄附講座への支援

1998 年 ４月／平成弘道館の開講（ベンチャー経営者向け交流会）

1999 年 10 月／ビジネススクール鳳雛塾第１期開塾（若手起業家育成）

2002 年 ９月／小学生向け起業家教育事業 ( キッズマート ) 開催（主催：佐賀市）

2003 年 ８月／日経地域情報化大賞 2003 で日本経済新聞社賞受賞

2004 年 ６月／九州経済産業局が主催する起業家教育普及事業（高校）に協力

2004 年 ８月／富山インターネット市民塾と事業提携（富山鳳雛塾開講）

2005 年 ６月／ NPO法人鳳雛塾設立（法人化）

2005 年 ６月／経産省「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」受託

2005 年 ６月／中学生向けキャリア教育事業（提案活動付き職場体験）実施

（２）地域の状況

　佐賀県は「なんでんなか（何もない）ところ」とよく言われる。日本でも有数の商業

都市を持つ福岡県と国際的な観光都市のある長崎県に挟まれ地元の人でさえそう表現す

ることが多い。産業集積としては、有田・伊万里の陶磁器産業や佐賀市南部の諸富町と

隣接する福岡県大川市にまたがる家具産業が有名であるが、多くは豊かな自然を背景と

した農業（みかん、たまねぎ等）、漁業（有明海の海苔等）、畜産業（佐賀牛等）が中心

である。また、開国時に長崎で陸揚げされた砂糖を運んでいた長崎街道（シュガーロー

ド：砂糖の道といわれている）沿いに発達したお菓子産業や佐賀錦、鍋島小紋などの伝
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統産業なども盛んである。人口は約 87 万人（全国 42 位）、面積も 2,439km2（全国 42

位）と小さい規模の県であるが、江戸時代末期には西洋の技術や文明を積極的に学び、

当時の藩主が精錬方という科学技術の研究機関を創設し、鉄鋼、大砲、蒸気機関などを

開発する高度な技術力を有する先進的・近代的な藩であった。また当時からエンジニア

の育成を始めとした人材育成に力を注いでおり、維新期には大隈重信や副島種臣、佐野

常民など日本を動かす多くの偉人を輩出した。現在、九州北部は自動車産業の集積地と

して企業誘致が進み、自動車産業の下請け型企業が増加しているが、当地は技術力の高

い研究開発型企業が多いのが特徴である。商業地としては、県庁所在地である佐賀市

（人口約 20 万人）に商圏人口 30 万人を想定した大型複合商業施設が３ヶ所も存在し、

国内でも有数の大型店激戦区となっている。これに伴い中心商店街は衰退化しており、

活性化への対応が急務となっている。

　歴史的な背景として、ひとづくり（教育）、ものづくり（産業や流通）に力を注いで

きた佐賀の気質は今の時代にも引き継がれ、教育界と産業界が連携したキャリア教育へ

つながっている。

２　鳳雛塾による総合的なキャリア教育支援

（１）小・中・高等学校の体系的な支援

　佐賀モデルでは、大学生・社会人向けビジネススクールで永年培ってきた実践的経

済・経営教育のノウハウや実践型体験活動を採り入れ、自ら学び、自ら考え、自ら行動

する「生きる力」と「人とつながる力」（二つの力を合わせて起業家精神）を養成する

プログラムを小・中・高校でそれぞれ開発し（図①）、それぞれの学校のテーマやねら

い、発達段階に応じた体系的なキャリア教育を実施している。主なプログラムは、製

造・販売体験を主体としたプログラム、仕事や職業人に触れ、職業観や勤労観を養うプ

ログラム、企画提案活動を採り入れたプログラム（企画提案やコンサルティング）の三

つに大別することができる（図②）。　

図①
 

 

　小学生向けのプログラムは、販売体験プログラム（キッズマート）と職業人インタ

ビュープログラム（職場見学も含む）であり、ここでは経済活動を学ぶ際の基本となる

販売・商売活動の体験や仕事や職業のことを理解するために実際の職業人と触れ合う体

験活動を実施している。プログラムの実施に際しては、学校のニーズや実施する学年、

地域の課題に応じたテーマ（地域との連携や環境への取組など）を設定して学校独自の

カリキュラムを開発している。

　中学生向けのプログラムは、小学生レベルからステップアップして、仕事観、職業観

の更なる養成を目指し、１週間程度の職場体験活動を実施している。中学２年生での職

場体験は全国的に一般的になってきたが、本モデルでは事後学習として体験した事業所
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に対する提案活動を実施し、企画力や改善提案能力、プレゼンテーション能力等を養う

ことにも注力している。この事後学習によって、これまでの職場体験だけでは不十分で

あった事業所へのフィードバックが可能となり、学校・生徒と事業所間の連携強化につ

ながっている。

　高校生向けのプログラムは、製造販売体験プログラム（起業体験プログラム）、企画

提案型プログラム、コ

ンサルティングプログ

ラムの三つを開発し、

それぞれのプログラム

において事前学習で

マーケティングや経営

戦略など専門的な知識

を学習することと、企

業・事業所とのつなが

りを深める活動を実施

している。

　平成 19 年度の導入校の実施概要は以下のとおりである。

　 小学校 中学校 高　校 合計

学校名

勧　

興　

小

循　

誘　

小

神　

野　

小

赤　

松　

小

城　

北　

中

城　

南　

中

昭　

栄　

中

佐賀

商業

商業

科

佐賀

商業

情報

処理

科

牛 

津 

高 

校

牛 

津 

高 

校

９校

11

ｺｰｽ

学年 ４年 ４年 ５年 ６年 ２年 ２年 ２年 ３年 ３年 ３年 ２年 　

ｸﾗｽ数 ２ ２ ４ ３ ６ ５ ５ １ １ ４ １ 34

生徒数 50 74 137 91 221 175 195 60 25 155 21 1,204

教員数 ２ ２ ４ ３ 10 ８ 10 ４ ２ ９ ３ 57

時間数 40 60 60 15 45 60 44 50 30 35 35 474

協力事

業所数
10 14 17 12 57 47 58 10 ３ ９ ６ 243

外部講

師人数
５ ４ １ １ ７ ３ ３ １ １ ３ ６ 35

事業所

訪問

件数

40 40 50 50 200 250 300 30 15 15 10 1,000

プログ

ラム

内容

販売体

験活動

キッズ

マート

販売体

験活動

キッズ

マート

販売体

験活動

キッズ

マート

職業人

インタビ

ュー

提案活

動付き

職場体

験活動

提案活

動付き

職場体

験活動

提案活

動付き

職場体

験活動

製造販

売体験

活動
きゃ～

もん祭

コンサル

ティング

活動
佐商コ

ンサル

製造販

売体験

活動
起業家

入門Ⅰ

企画提

案活動

起業家

入門Ⅱ

　

※ 当法人の支援内容は主にプログラム開発、教材等作成、授業実践のサポート、外部講師の紹介、

協力事業所等の紹介及び訪問（キャリア教育事業の啓発活動含む）等である。

図②
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（３）産学官連携による支援

　当法人は、当該地域の産業界のリード役を担う佐賀銀行（第一地銀）が核となって組

織しており、佐賀県や佐賀市等の地方公共団体、国立大学法人佐賀大学はもとより、佐

賀県内の商工会議所や商工会及びその他の経済団体等との強固な連携の下で地域振興の

ための諸施策を実施してきた。本モデルもこれらの広範かつ多様な産学官連携ネット

ワーク（地域教育資源）の下でコーディネート業務に取り組んでおり、これが大きな特

長とも言える。以下に佐賀モデルの連携スキーム（図③）を掲載する。

　キャリア教育をより優れたプログラムにしていくためには、地域教育資源を有効に活

用しながら、学

校現場と地域・

産業現場の実情

に応じた内容を

加味した最適な

プログラムにし

ていく必要があ

る。こうした実

情を把握してい

るコーディネー

タ ー が 中 心 と

なって地域教育

資源を発掘し、

学校と地域をつ

なげていく連携

体制構築が重要

である。

（４）大学生との連携による支援

　大学生との連携も本モデルの特長の一つとなってい

る。当法人の事務所は佐賀大学産学官連携推進機構（同大

学理工学部管轄）の研究室に構えており（本社所在地は佐

賀銀行本店）、同大学と共同研究契約を結び事業運営を

行っている。研究室には鳳雛塾の事務所と合わせて、大学

生主体で設立した NPO法人佐賀大学スーパーネット（環

境・森林保全活動や教育支援活動、ボランティア活動等を

実施）の事務所が同居しており、教育活動に関心のある学生が本モデルのサポート役と

して活躍している。大学生サポーターについては、実践授業のサポート、協力企業等へ

の訪問及びフォロー活動のサポート、教材開発サポート等、キャリア教育事業のあらゆ

る分野でサポートをしている。児童・生徒と年齢が近いということで、子どもたちとの

コミュニケーションも円滑になされており、学校からの評判も高く大いに活躍してい

図③

写真①－学生サポーターの協力
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る。また、同大学文化教育学部との連携も図っており、キャリア教育を研究している教

官から指導を仰ぎながら将来の教員を目指す学生たちには教育現場をより多く経験して

もらうような機会を創出している。

３　小学校との連携によるキャリア教育の全体計画と支援の実際

（１）小学校（販売体験活動：キッズマート）の標準プログラム（対象：４・５年生）

体系 単　　元 ねらい、内容等

事前

オリエンテーション キッズマートの内容やイメージを理解する

商店街を調べる（テーマ毎） 開催場所やテーマ等について調査する

商店主（外部講師）の話を聞く 商売の知恵、工夫、努力、心得などを聞く

商品の流れと値段について 商売や流通の仕組み（基礎知識）を理解する

商売の基礎知識について（仕入費

用、経費、売上と利益）

売上、仕入、経費（基礎知識）のことを学習

し、利益の出る仕組みを理解する

商売の基礎知識について（役割） お店に必要な役割（社長、販売、仕入、宣

伝、会計）やその仕事について理解する

利益の使い道について 会社の利益がどのように使われているかを知

ることで自分達の利益の使い方を考える

インタビューの練習 インタビューの内容を考えたり、インタ

ビューする際のマナーを学習する

市場調査（インタビューの実施） インタビューを実施し、ニーズ等を把握する

インタビューのまとめ 結果を分析しこれからの活動に生かしていく

体験

会社設立（グループ分け、お店の

決定、役割決め）

お店（お店の種類や店名、経営方針等）と役

割をグループ毎に決定する

仕入れリスト作成 仕入カタログから仕入商品を選択する（仕入

限度額は予め設定）

販売価格決定 販売価格を決定する（市場価格等を参考）

広報宣伝活動 テレビや地域のイベント等で宣伝する

事業計画書作成、借入れ 事業計画書を作成し、銀行からお金を借りる

直前準備（接客マナー） 販売時の接客マナーなどを身に付ける

直前準備（仕入れ、検品） 商品の検品作業やその取り扱いに注意する

直前準備（POP作成、値付けなど） お店作りや商品の見せ方などの工夫を考える

出店販売（キッズマート） 商売を体験する

事後

収支決算 売上金を計算し、収支状況を発表する

借入金の返済 借りたお金を銀行に返済する

お礼状の作成 お世話になった方へ感謝の気持ちを表す

報告書の作成 報告書を作成し、活動内容を共有する

発表会（報告会）の開催 下級生に活動内容を発表し、役立ててもらう

振り返り、まとめ 活動全体を振り返り、キッズマートで身に付

けたことを考える
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（２）佐賀市立神野小学校の事例

　校区内にある佐賀駅構内で環境商品を中心としたキッズマートを実施し、総合的な学

習の時間のテーマである「くらしと環境」に合わせた、こだわりの商品選定や修学旅行

での職場体験で接客マナーを身に付けるなど、特色ある取組としている。

①　体系的なカリキュラムの作成

　実施校のカリキュラムのねらいとしては、５年生の総

合的な学習の時間のテーマである「くらしと環境」に

合った内容を事前、体験、事後学習の体系的なカリキュ

ラムを通して、より深めることに重きをおいた取組とし

た。１学期の総合的な学習の時間の授業では、校区内

（都市部）の環境と自然体験学習を実施した山間部との

環境の差異を調査するなど、環境に対する調べ学習を行

い、自分達の住んでいる地域が多くの環境問題に直面していることを実感した。２学

期には次の展開として、環境問題にどう取り組むかを考え、その一つの対策として環

境問題を多くの人に知ってもらうこと、多くの人に環境商品を利用してもらうことを

挙げ、神野小オリジナルの環境にテーマを絞ったキッズマートへと展開を図った。販

売体験活動の取組は２学期を中心に実施し、３学期は、１学期と２学期の内容をまと

め、次の学年（次年度にキッズマートを経験する学年）へつなげる発表会を実施し

た。

　カリキュラムを実践するに当たっては、キッズマートが学校のテーマにうまく融合

するような工夫とキッズマートを実施する学年（５年生）の基礎学力をバランス良く

組み合わせることに工夫を凝らした。

　また学年間のつながりでは、お店の看板を廊下に掲示し、キッズマートを経験した

６年生からアドバイスをもらうことや仕入商品や販売価格についてもアドバイスをも

らうなど、より多くのつながりのある工夫を行った。

②　円滑な授業の実施について

　学校のテーマ（くらしと環境）とキッズマート（販売体験）をうまく融合させるた

めに先生方と密なコミュニケーションを図った。基本的には授業実践後に次回以降の

授業実践内容について打合せを行い、単元のつながりや学校とコーディネーターがそ

れぞれどのような役割を担うのか、等を議論した。また、教材やワークシートについ

ては、前年度使用した内容をベースに今年度担当された先生方の意向に合わせて編集

するなど、カリキュラムと授業実践に最適な教材等を提供した。また、キッズマート

では、単に商品を売るということではなく、商品とともに思い（環境問題を多くの人

に知って欲しい、環境をよくしたい）を伝えることを常に意識した授業実践とした。

写真②－佐賀駅でのキッズマート
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③　地域ネットワークの構築について

　地域ネットワークの構築では、環境問題に取り組む外部講師、県外のテーマパーク

（遠足での職場体験）、佐賀駅（駅構内の店舗も協力）、仕入協力事業所、地域社会を

中心に協力をお願いした。これらの交渉は、コーディネーターの有するネットワーク

を有効に活用し、ほぼ円滑に進められた。ただし、同校がテーマとする「くらしと環

境」に応じたこだわり商品を仕入れる過程では、その協力事業所を選定するときに大

きな苦労があった。また、地域社会にはキッズマートで販売する環境に良い商品には

どのような物があるかについてのアンケートを実施する（戸別インタビュー）など、

学校と地域社会とのネットワーク構築に力点を置いた。加えて同校では保護者参観時

にインタビューの練習等を実施し、その練習を通して保護者への理解も深めていっ

た。そのほかにも地域との連携については、校区の芸術祭（少年の主張大会の部）や

地元イベントでのチラシ配布、地元テレビ等で宣伝を行うなどの多様な機会を創出し

た。

④　本カリキュラムの成果と今後の課題

　各種アンケート結果の詳細については、紙面の関係上割愛するが（他校の取組も同

様）児童、先生、保護者に実施したアンケートでは、例年、総じて高い評価を受けて

いる。特に本カリキュラムでは、保護者の評価が高く、学校では学習することが難し

い販売体験学習が子どもの成長にもつながっているという結果を得ている。何より家

庭内で両親と商売のことや仕事のこと、値段や接客のことなど幅広い知識を得ようと

する子どもの姿勢や買い物に積極的に付き添い商品の鮮度や価格、POPに興味を持

つ子どもの姿勢に関心を高めている保護者が多いのが特徴である。学校側としても生

きる力の養成はもとより、学校で指導しても効果が上がりにくかった、あいさつの励

行や掃除への取組、人やものに対して感謝の気持ちを持つこと等がこの活動を通して

身に付いたと感じている。販売活動に必要とされる気持ちの良い接客態度や協力者と

良好な関係を保つこと、商品を大事にすること、お客様への感謝の気持ち等を考える

ようになったことなどがその要因として考えられる。児童自身も経験した学年の子ど

もたちの満足度はもとより、下級生も上級生の頑張る姿を見て、将来自分たちが経験

することを心待ちにしていることから、すべての実施校が継続事業として位置付ける

取組となっている。

　本カリキュラムについては、導入してから７年目を迎えており一定レベルのカリ

キュラムが出来つつあるものの、先生方が本単元の指導案を作り上げるまでの指導マ

ニュアル等は完備できていない。これまで実施してきた授業内容の詳細報告書（過去

３年分）を作成しているので、これを参考にして指導案作成をお願いしている。今後

先生方の負担を軽減するためのマニュアル等の整備を進めたいと考えている。
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４　中学校との連携によるキャリア教育の全体計画と支援の実際

（１）中学校（提案活動付き職業体験活動）の標準プログラム（対象２年生）

体系 内容 備考

事前 オリエンテーション これから学ぶ全体像について理解する

外部講師講演 実際に働いている人から話しを聞き、仕事や

働くことについて考える

地元の工場見学 職場体験が難しい製造業の現場を見学する

職業観・勤労観の学習 様々な業種・職種の仕事等について知る

地元企業（受入事業所）の調査 体験を希望する事業所を調査する

ビジネスマナー 職場体験前に基本的なマナーを習得する

職場体験前の準備 職場体験先への事前訪問や心構えの確認

事後学習のオリエンテーション 事後学習の進め方について説明する

体験 職場体験（原則１週間） 体験後に企画提案する意識を持って体験に望

む

事後 お礼状の作成 お世話になった事業所へ感謝を表す

企画提案（アイデア創出） お世話になった事業所へ中学生レベルでの提

案を行なうためのアイデアを出し合う

企画提案（アイデア決定） 企画提案するアイデア（テーマ）を決定する

企画書作成 具体的な企画（改善）提案書を作成する

発表会（報告会）の開催 事業所や地域の方を招いて発表会を行い、そ

れぞれの活動内容を共有する

（２）佐賀市立城南中学校の事例

　２年生 175 人が 11 月の課業日に１週間の職場体験活動を実施し、事後学習として３

学期に学年全体（保護者、事業所を含む）向けに企画提案発表会を開催した。この企画

提案活動を組み込んだ１週間の職場体験活動は今年で３年連続の実施となり、既に学校

行事として定着し、好評を得ている。

①　体系的なカリキュラムの作成

　実施校のカリキュラムのねらいとしては、地域との連携（外とのつながり）に重点

を置いており、生徒と協力事業所との往来回数を頻繁に行い、つながりが深くかつ持

続的になるよう工夫している。また、１年時の３学期から「働く人に学ぶ（地域内の

働く人が講師）」というカリキュラムを組み、学年をまたいでの取組になっている。

　事前学習での特色は、中学生では職場体験が難しい工場見学の実施、元客室乗務員

など専門家によるビジネスマナー講習の実施、事後学習の企画提案活動につなげるた

めの説明会（事後学習オリエンテーション）の実施である。事後学習の提案活動を円

滑に進めるためには、職場体験活動中に事業所に対する提案の課題を発見する必要が

あり、このことを理解するための説明会を実施した。

　職場体験活動は２学期の課業日を利用し、事業所 47 カ所で実施した。生徒たちは

数人のグループに分かれて、各事業所での“仕事”を体験しながら、事後学習に備え
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た課題の発見や担当者へのヒアリング等も同時に実施した。

　事後学習では職場体験のまとめとして、お世話になった事業所に対する中学生らし

い「企画提案書」作成を実施した。事業所側から“課題”を与えられたグループも

あったが、生徒自身が事業所の課題を発見し、アイディアを出したグループも多く

あった。この活動での生徒の成長は著しく、教員も生徒たちの新たな一面を垣
かい

間見る

きっかけとなっている。昨年度も、幼稚園に対する幼児向けの教具作成や中学生自身

のアンケートを基に考えた若者向け売上拡大策など、中学生らしい企画提案書が出て

きた。最後に「企画提案発表会」を開催し、事業所、保護者、地域の人たち、行政関

係者らが集まり、学校関係者のみならず、地域に対しての取組発表を行った。生徒た

ちの成長振りを地域の方々にも披露する機会となっている。

②　円滑な授業の実施について

　特に同校では、担当教員との連絡会議を密に行ってきたが、その中でも地域との持

続可能な連携を図る目的で事業所との連携方法及び事後学習を円滑に進めるための連

絡会議を頻繁に行った。事後学習では、コーディネーターも教員とともに生徒たちの

グループ学習に加わり、提案書作成のアドバイスや指導を行い、期間内に目標達成が

できるよう努めた。教員だけでは指導することが難しい課題解決（企画提案）におい

て、コーディネーターとして培ってきた産業分野のノウハウを情報提供することで、

生徒だけでなく教員とのコミュニケーションも円滑に行うことができた。

③　地域ネットワークの構築について

　当法人では本プロジェクトの初年度から、事業所と学校、生徒の相互便益の必要性

を説いており、一方的に生徒側が学ぶだけでなく、自らが体験し、学んだことを更に

提案という形で事業所に対してフィードバックすることで事業所側の満足度（便益）

がアップすることが分かった。導入校ではさらに「報告書」を冊子にまとめ全協力事

業所に配付している。この事後学習が功を奏し、学校と地域・事業所との連携が深

まっており、今年度から始まる「小中連携型のコミュニティスクール推進事業（地域

の人たちが学校事業に積極的に参加）」に役立った。今後もこのコミュニティスクー

ル活動を核として、地域と学校の強固な連携による事業を展開していく。

④　本カリキュラムの成果と今後の課題

　本カリキュラムの核となっている職場体験活動は以前から取組がなされていたもの

の、協力事業所と学校との円滑な関係構築が出来上がっていたとは言い難い状況で

あった。本カリキュラムを導入する前に多くの事業所を訪問し、職場体験に関するヒ

アリングをしたところ、「本当に体験した生徒の役に立ったのか」、「生徒はその後ど

のように成長したのか」と不安を感じている協力事業所が多いことが分かった。そこ

で佐賀モデルでは、企画提案活動を事後学習に盛り込んだカリキュラムを学校側に提

案し、受け入れていただいたことによって協力事業所と学校・生徒間の良好な関係づ

くりに寄与することができたと考えている。生徒たちからも、ただ漠然と職場体験す

－ 142 －



るだけでなく、常に問題意識を持ちながら体験することができたという声も多く上

がっている。先生やコーディネーターが頻繁に事業所に赴き、コミュニケーションを

図ることによって学校と事業所が近い関係になったことは事実である。

　ただ、学校によっては事業所に対する企画提案書のレベルを危惧
ぐ

し、「事業所に対

するフィードバックとして失礼に当たるのではないか」、「逆に学校の姿勢を疑われる

のではないか」等の懸念を持たれることもある。この事後学習についてはコーディ

ネーターのノウハウやアドバイス能力が問われるところであり、今後一層のスキル

アップを図ることが期待されている。

５　高等学校との連携によるキャリア教育の全体計画と支援の実際

（１）高校の標準プログラム（事前学習までは同一、体験学習からプログラム毎の単元）

体系 内容 備考

事前

オリエンテーション これから学ぶ全体像について把握する

基礎学習①発想・ひらめきの基礎と演習

　　　　②マーケティング、商品企画、市場調査

　　　　③コミュニケーション、プレゼンテーション

　　　　④組織、会計、事業計画、資金調達

　　　　⑤特許、接客マナー地元産業を知る　　など

原則外部講師に依頼して実施

ケースメソッド（事例研究：ディスカッション）

　※ 基礎学習で学んだ単元①～⑤を深めるために事例を使用

して学習

原則外部講師に依頼して実施

製造販売プログラム 企画提案プログラム コンサルティングプログラム

内容 内容 内容

体

験

オリエンテーション

体

験

オリエンテーション

体

験

オリエンテーション

会社設立（グループ、商品、

役割等決定）

企画立案（アイデア創出、

整理、）

企業へのヒアリング（準備、

訪問、とりまとめ）

市場調査（アンケート作成、

実施、集計、分析）

市場調査（アンケート作成、

実施、集計、分析）

提案内容の立案（現状整理、

問題提起、仮説設定）

協力企業との交渉（準備、

アポ取り、交渉、報告）

企画決定（コンセプト、ター

ゲット、SWOT等）

コンサル内容の検証（市場

調査・分析）

商品企画（具体的な商品の

内容検討、試作）

企画提案書作成（中間発表、

発表資料作成含む）

コンサル内容決定（改善提

案の具体策検討）

事業計画（製造・販売・資

材調達計画） 事

後

発表会・審査会（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ

ｺﾝﾃｽﾄへの応募）

報告書作成（企業提出用）

広報宣伝活動（広告物作成、

活動）

報告会、まとめ 事

後

発表会（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄへ

の応募）

資金調達（準備、借入れ） 報告会、まとめ

商品製造（協力事業所）

直前準備（店舗作り）

販売体験活動

事

後

収支計算

お礼状作成

報告会、まとめ
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（２）佐賀県立牛津高等学校の事例：製造販売体験活動（起業家入門Ⅱ）

　牛津高等学校は、生活経営科（生活科学・生活福祉類型）、服飾デザイン科、食品調

理科（食品栄養コース、調理師コース）の３学科（４コース）を有する県内唯一の家庭

科専門校であり、平成 17 年度から文部科学省の目指せスペシャリスト事業を受託し、

起業家入門Ⅰ、Ⅱを学校設定科目として実施している。２年次に起業家入門Ⅰで企画提

案活動に取り組み、３年次に起業家入門Ⅰで企画した商品案を具体的に商品化していく

起業家入門Ⅱに展開している。

①　体系的なカリキュラムの作成

　実施校のカリキュラムのねらいとしては、起業家入門Ⅰ（企画提案活動）で学習し

た商品企画力やマーケットリサーチ、マーケティングなどを実践として生かし、各学

科・コースの持ち味を生かした製造販売活動に重きを置いた取組となった。

　本カリキュラムでは、商品の企画から製造、販売までの一連の活動を、事前、体

験、事後学習を通して実践し、単なるその日だけの“販売イベント”にならないよ

うに工夫した。販売体験活動の日時も地元商工会が主催する産業祭に合わせて実施

し、地元イベントとの相乗効果をねらっている（同校の文化祭も同日に実施）。

　また実施校は家庭科専門高校であり、各学科・コースで専門家を養成するまでの課

程がそれぞれ異なり、カリキュラムの中身も大きく異なった。製造する商品・サービ

スもそれぞれの課程で学んだ技術を最大限に生かし、生

活経営科での手浴サービス、服飾デザイン科での草木染

によるバッグ・小物類、食品調理科での地元特産品を使

用したお菓子やドレッシングなど、プロ顔負けの商品が

完成し、購入者からの評判が非常に高かった。

　体系的なつながりとして、自分たちで企画し、製造販

売した商品の内容を『第３回佐賀学生ビジネスプランコ

ンテスト（主催：佐賀大学産学官連携推進機構）』に応

募し、一般公開される最終コンテストで一つのグループが優秀賞に輝くなど、学習成

果をコンテストへつなげる仕掛けも行った。

②　円滑な授業の実施について

　地元産業祭での製造販売活動は初めての取組であり、先生、生徒にとって地元商工

会を始め、商品製造のアドバイスをしてくれる企業との事前交渉が円滑に進むような

工夫を行った。また、各学科・コースによって育成するスペシャリストの内容が異な

るため、各々の指導方針を尊重し、通常の製造販売活動の事前、体験、事後学習の中

身を先生方の指導に合わせて変更するようにお願いした。また、本カリキュラムは文

部科学省との連携事業ということもあり、各学習の評価では特にプロセスを重視し

た。例えば、会社設立の単元では一般的な組織構成の学習もするが、最終的には生徒

たちが有機的に機能するような組織体制を組むなど、その工夫とそこにあるプロセス

を細かく記録する（生徒の書記係）などの工夫を図った。

③　地域ネットワークの構築について

　地域ネットワークの構築においては、販売活動を実施する場所が「牛津赤れんが

館」（牛津町の産業振興の発祥とされる歴史的な建造物）ということもあり、地元商

工会や行政が積極的に協力、参加するような工夫を行った。また、製造協力企業は地

写真④－地元産業祭での販売活動
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元産業を活用するなど、学校と地元産業界のコミュニケーションを円滑に進めるため

のサポートを行った。

④　本カリキュラムの成果と今後の課題

　学校で家庭科の専門的な知識や技術を習得してきた生徒たちにとっては、自分達で

作ることができるもの（学校で学んだことを生かしたもの）あるいは作りたいもの

（研究要素を含む）、いわゆる作り手視点（シーズ型）でのものづくりに取り組んで

いるが（この点に関しては教育上当然のことと考える）、本カリキュラムを経験する

ことによってお客様や消費者側、いわゆる買い手視点（ニーズ型）でものづくりをす

ることを学ぶことが大きな成果につながっている。自分達で会社を設立し、理念やコ

ンセプトを明確にし、マーケティング活動を行い、事業計画を立案しながら消費者

ニーズを考えた商品を企画・製造していくという企業活動の過程において、学校のね

らいになっている社会で役に立つ知識や技能を備えたスペシャリストの育成が可能と

なっている。

　本校の場合、各学科・コースによって特色やねらいが異なるため、それぞれに適し

たカリキュラムの作成が求められており、これから更なる作り込みが必要である。

（３）その他のプログラム

　高校では上記に挙げた牛津高校のプログラムのほか、商業高校の課程では学ぶことの

できない「ものづくり」を地元企業と共同開発で行う製造販売体験活動（佐賀商業の

きゃーもん祭：きゃーもんとは佐賀弁で買い物の意味）や企業の課題解決策を高校生の

視点で考えるコンサルティング活動、新商品・サービスの開発などを考える企画提案活

動などがあり、学校のテーマやニーズに応じてカリキュラムを開発し、実践授業を行っ

ている。

４　まとめ

　民間コーディネーターとしての当法人の役割は、教育界（学校）と産業界や地域をつな

ぐ掛け橋的な存在となり、キャリア教育を通して子どもたち自身が将来を見据えた職業や

仕事、社会などに関心を持ち、学習意欲を高めることにあると考えている。そのためにも

教育を実践される先生方がより良い環境の下でキャリア教育に取り組んでいただくような

環境構築に力を注いできた。

　また、地域の子どもたちの成長を願う産業界や地域（保護者や PTAなど）の熱い思い

を学校側に伝え、また学校現場の現状や先生の思いなどを産業界に伝えていくために、多

くの現場を訪問し（過去３年間の企業や団体への訪問件数は、述べ 4,000 件）、両者の間

に存在する垣根を取り払うための活動（相互理解）にも力を注いできた。

　子どもたち自身も、仕事や職業、商売という学校では学ぶことのできない学習の中で、

複雑多岐にわたる方々との「つながり」によって大きな成長を遂げている。この取組を通

して、子どもたちの起業家精神（生きる力と人とつながる力）が高まったことはもとよ

り、人間形成の根幹となる基本的な力〔倫理観や規律性（あいさつや道徳心）、感謝の心

（人やお金に対する感謝）、思いやり、協調性（チームワーク力）〕が身に付いたと感じて

いることが結果として現れている。

　今後も産業界と教育界の結び付きを一層深め、地域が一体となった教育を実践すること

によって、地域の将来を担う子どもたちを育てていきたいと考えている。
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