
■図3 高等学校新規卒業者の進路内訳（令和2年3月）
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2割弱が「就職」の道へ
時代を象徴する就職者区分

　文部科学省の『令和 2年
度学校基本調査報告書』に
よれば、令和 2 年 3 月に
新しく高等学校（全日制・
定時制）を卒業した者は
103 万 7,284 人（男子 52
万 3,777 人、 女 子 51 万
3,507 人）で、一昨年の平
成 31 年 3 月卒業者の 105
万 559 人 か ら 1 万 3,275
人の減少が見られた。
　進路内訳に注目してみる
と、「大学（学部）進学者」
は 52 万 9,009 人で全体の
51.0%、「短期大学（本科）
進学者」は 4 万 4,200 人
で 4.3％と、半数以上の高
校新規卒業者が大学・短期
大学に進学を果たしてい
た。次に大きい割合を占め
たのが「就職者等」の 18
万 4,842 人（17.8％）だっ
た。2割弱の高校生が卒業
後すぐに社会に出て働く決
断を下している。
　今回注目すべきは、この
「就職者等」の内訳が刷新
されたことだろう。昨年度
までの「正規の職員等」「正
規の職員等でない者」「一
時的な仕事に就いた者」の
3 区分から、①「自営業主
等」②「無期雇用労働者」
③「有期雇用労働者」、そし
て④「臨時労働者」―とい
う4区分へと定義の再構築
がなされた。
　①「自営業主等」は、個
人経営の事業を営んでいる

者及び家族の営む事業に継
続的に本業として従事する
者②「無期雇用労働者」は、
雇用契約期間の定めのない
者として就職した者③「有
期雇用労働者」は、雇用契
約期間が1カ月以上で期間
の定めのある者④「臨時労
働者」は雇用契約期間が 1
カ月未満で期間の定めのあ
る者―と改められた。
　「産業別」に就職者数の
多い順に掲げると、「製造
業」が7万2,101人（39.9%）
でトップ、その次に「卸売
業、小売業」が 1万 9,100
人（10.6%）、「建設業」が
1万 5,473 人（8.6％）、「公
務」が 1 万 3,196 人（7.3
％）、「運輸業、郵便業」が
1 万 1,001 人（6.1 ％）と
続いた。
　「職業別」では、「生産工
程従事者」が 6 万 9,875
人（38.7％）と最多を占め、
「サービス職業従事者」が
2万 4,117 人（13.4％）、「事
務従事者」が 2 万 1,687
人（12.0％）、「販売従事者」
が 1 万 5,027 人（8.3％）、
「専門的・技術的職業従事
者」が 1万 2,031 人（6.7％）
と続く。男女別の上位 5職
業を見ていこう。男子の就
職者数は11万 1,212人で、
「生産工程従事者」が 5万
3,283 人（47.9％）と突出
して高く、以下、「建設・
採掘従事者」が 9,779 人
（8.8％）、「専門的・技術的
職業従事者」が 9,350 人
（8.4％）、「保安職業従事者」

が 7,926 人（7.1％）、「サ
ービス職業従事者」が
7,664 人（6.9％）の順だ
った。一方、女子の就職者
数は 6 万 9,348 人。その
うち、「事務従事者」が 1
万 7,333 人（25.0 ％） で
最も高く、「生産工程従事
者」が 1万 6,592 人（23.9
％）、「サービス職業従事者」
が 1万 6,453 人（23.7％）、
「販売従事者」が 9,834 人
（14.2％）、「専門的・技術
的職業従事者」が 2,681 人
（3.9％）と続いた。
　価値観が多様化し、選択
肢が増えているとされる現
代社会にあって、しかしな
お男子・女子の就職先は一
面的に伝統的なそれと大き
くは変わっていないように
映る。＂働く人＂が再定義
された以上、今後の推移を
興味深く見守る必要があり
そうだ。
　また、就職者の数は、男
子が女子の 1.6 倍強となっ
ている。卒業者数自体は男
子のほうが約1万人多いも
のの、その比率では説明が
つかないほどの対比となっ
ている。その意味では、高
校新卒者の8割近くを占め
る進学者層に、より多くの
女子がいることが容易に推
察できる。平成時代を象徴
する大きな社会的変化の一
つである女子の高等教育機
関進学率は維持されている
と考えてよさそうだ。
　前年度と比較すると、「大
学（学部）進学者」で 5,543
人、「短期大学（本科）進学
者」で 1,598 人、そして（前
年度までの「就職者」とし
て調査・集計されていたも
のを、今年度の新定義に基

づいて再集計した 19 万
1,698 人に比べて）「就職
者等」で 6,856 人の減少
というように、それぞれに
おいて減少傾向が鮮明にな
りつつある。喧伝される
「18 歳人口減少期」に突入
した印象だ。
　いずれにしろ、毎年 100
万人超の高校生が、その後
のキャリア形成を大きく左
右するであろう卒業後の選
択として「進学」または「就
職」を選ぶ岐路に立つこと
に変わりはない。そうした
彼ら・彼女らの意思決定を
支援する学校現場における
「キャリア教育」の重要性
は一段と高まっている。

多様な機会と人材交流
高校と社会による＂共有＂

　高等学校における「キャ
リア教育」に追い風を吹か
せるように、文部科学省で
は高等学校と地域、企業を
結びつけた学びを促進する
事業を起こしている。その
一つが「学校教育における
外部人材活用事業」だ。社
会と連携しながらさまざま
な人との関わり合いをもた

　新年を迎え、多くの高校3年生が卒業後の新しい希望の進路実現に向け
てラストスパートをかけている。
　今号では、昨年末、文部科学省から刊行された『令和2年度学校基本調
査報告書』から高校新規卒業者の最新の進路動向を探ると共に、キャリア
教育にも密接に関連する文部科学省の取り組みに着目する。

らすことのできる学校教育
の実現を目指す取り組み
で、民間企業経験者やアス
リート人材などが教育課程
を担い、その専門性やこれ
までの社会経験、能力を活
かして生徒の学びをより一
層豊かにすることが期待さ
れる。
　ほかにも中山間地域や離
島等に位置する高等学校に
おいて、複数の高等学校の
教育課程の共通化や ICT
機器を活用した遠隔授業、
地元自治体等の関係機関と
の連携・協働により、生徒
の多様な進路実現に向けた
教育・支援を目指す「地域
社会に根ざした高等学校の
学校間連携・協働ネットワ
ーク構築事業（CORE ハ
イスクール・ネットワーク
構想）」などが展開されて
いる。
　こうした取り組みからも
学校外のリソースを最大限
活用した教育は避けては通
れないものであると考えら
れ、そこで多様な価値観に
ふれ、生徒自身の考えを深
めていくことがキャリア観
の醸成にもつながっていく
と言えるだろう。

社会との交わりからキャリア観を醸成、学校外リソースを利活用

男子 女子

その他　1,132人（1.6％）その他　1,132人（1.6％）

建設・採掘従事者　611人（0.9％）建設・採掘従事者　611人（0.9％）

運搬・清掃等従事者　1,402人（2.0％）運搬・清掃等従事者　1,402人（2.0％）

輸送・機械運転従事者　786人（1.1％）輸送・機械運転従事者　786人（1.1％）

農林業従事者　381人（0.5％）農林業従事者　381人（0.5％）

漁業従事者　21人（0.03％）漁業従事者　21人（0.03％）

保安職業従事者　2,122人（3.1％）保安職業従事者　2,122人（3.1％）

販売従事者　9,834人（14.2％）販売従事者　9,834人（14.2％）

専門的・技術的職業従事者　2,681人（3.9％）専門的・技術的職業従事者　2,681人（3.9％）

生産工程従事者　16,592人（23.9％）生産工程従事者　16,592人（23.9％）

サービス職業従事者　16,453人（23.7％）サービス職業従事者　16,453人（23.7％）

事務従事者　17,333人（25.0％）事務従事者　17,333人（25.0％）

その他　2,621人（2.4％）その他　2,621人（2.4％）

建設・採掘従事者　9,779人（8.8％）建設・採掘従事者　9,779人（8.8％）

運搬・清掃等従事者　4,608人（4.1％）運搬・清掃等従事者　4,608人（4.1％）

輸送・機械運転従事者　5,104人（4.6％）輸送・機械運転従事者　5,104人（4.6％）

農林業従事者　977人（0.9％）農林業従事者　977人（0.9％）

漁業従事者　353人（0.3％）漁業従事者　353人（0.3％）

保安職業従事者　7,926人（7.1％）保安職業従事者　7,926人（7.1％）

販売従事者　5,193人（4.7％）販売従事者　5,193人（4.7％）

専門的・技術的職業従事者　9,350人（8.4％）専門的・技術的職業従事者　9,350人（8.4％）

生産工程従事者　53,283人（47.9％）生産工程従事者　53,283人（47.9％）

サービス職業従事者　7,664人（6.9％）サービス職業従事者　7,664人（6.9％）

事務従事者　4,354人（3.9％）事務従事者　4,354人（3.9％）

■図2 高等学校新規卒業者の職業別就職者数内訳（令和2年3月）
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■図1 高等学校新規卒業者の学科別状況別卒業者数（令和2年3月）
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小規模ゆえの手厚いサポート
地域コミュニティとも協働
　本校は、全校生徒を合わ
せても60人程度の小規模
な高校です。3年次に限れ
ば、令和 2 年度は 31人の
在籍で、そのうち就職を志
望したのは 14 人でした。
ほとんどの生徒が希望して
いた企業から内定をいただ
くことができました。
　また、令和 2年度は、新
型コロナウイルス感染症が
拡大した影響で高校3年次
の就職活動日程が1カ月間
後ろ倒しになりましたが、
本校に関しては特に大きな
影響はありませんでした。
地元企業との日常的な信頼
関係や協力体制はもちろ
ん、平素のキャリア教育が
功を奏したのだろうと考え
ています。
　昨年 4月から新しく「コ
ミュニティスクール」をキ

ャリア教育の一環として導
入しました。これは、ニセ
コ町在住で教育活動に携わ
りたいと考えている一般町
民のみなさんの協力を得
て、町全体で生徒たちを育
てていこうというもので
す。教員の面接指導に加え、
地元企業の方々などにも実
際にご指導いただく場を設
けました。
　例えば、北海道職員志望
の生徒には、役場の職員、
サービス関連であれば実際
にサービス業界で働いてい
る方など、社会で活躍して
いるみなさんにご指導をい
ただけたのは非常に良い経
験になったようです。　
　教員以外の大人とコミュ
ニケーションを取る練習の
場としても活用できまし
た。常日頃接している教員
ではできない指導や成果が
期待できます。採用試験当
日までに、面識のない大人

と緊張感を持って練習でき
たのは非常に効果的だった
印象があります。
　このように、少人数規模
を活かし、手厚い進路指導
をモットーに掲げていま
す。生徒一人ひとりに対し
て時間を十分にかけて話し
合いながら進路を決めるこ
とができるのが、本校の特
徴でありアドバンテージだ
と思います。

一つひとつをていねい着実に
生徒を自主的・主体的に動かす
　「農業科学コース」と「グ
ローバルリゾートコース」
を設置していますが、両者
を総合的に全体指導を行う
というよりは、むしろそれ
ぞれのコースの中で面談を
キメ細かく行うことで、生
徒が希望する進路が実現で
きるように後押しをしてい
ます。また、生徒本人とそ
の保護者のみなさまによる
三者面談に関しては、令和
元年度から担任教諭に加え
て、進路指導教員もサポー
トとして参加するようにな
り、従来よりも具体的なア
ドバイスを生徒に送ること

が可能となりました。
　2年次にはインターンシ
ップを実施しています。グ
ローバルリゾートコースは
ホテル、農業科学コースは
農家という具合ですが、マ
ッチングしてインターンシ
ップ先に就職するケースも
少なくありません。令和 2
年度は残念ながらインター
ンシップが実施できません
でしたが、企業見学といっ
た代替案を設けるなど、想
定できるすべての形でサポ
ートしました。
　求人票も一面的に公開す
るのではなく、生徒の希望
に沿った情報を提供しなが
ら職場見学へとつなげてい
きます。生徒にも自分たち
でしっかりと考えるように
指導しますが、それだけで
はなかなか結果につなげる
ことは難しい。私たち教員
が職場見学までセッティン
グして、実際に職場や仕事
内容に興味を持ってもらう
ところまで進めます。ポイ
ントは、生徒が就職採用試
験を受ける企業を決める前
に、必ず一度は企業見学を
するように指導をするとこ
ろにあります。生徒の自主
性を尊重しながら、一つひ
とつに対してていねいに準
備を進めます。
　特に現在の3年次は企業
説明会など情報収集の場が
少なかったため、志望職種

とのマッチングに苦労しま
したが、3年間の指導を通
して認識している個別生徒
の個性や志向、情報をもと
に、希望職種とマッチング
させていきました。
　生徒には自分に合った企
業をしっかりと調べさせま
す。自分が就職したいと考
えている企業に関して知ら
ない部分がないように調べ
尽くすことでミスマッチの
防止が期待できます。私た
ち教員や学校側からの情報
提供はいくらでもできます
が、自分で考えさせること
により、面接や入社後に少
なからず活かすことができ
るはずです。企業や業界の
特徴などを把握していない
と志望動機などが自ら明確
にならないというのもあり
ますが、その部分がクリア
ーになっていなければ、入
社後のミスマッチにつなが
る可能性が高まりかねませ
ん。そうしたことを回避す
る意味でも、学校活動・教
育指導をしっかりと行って
いく必要があると考えてい
ます。

北海道

北海道

地域社会に溶け込んだ高校教育で生徒指導
3年間を通して生徒の志向を的確につかむ

　ニセコ町立の北海道ニセコ高等学校（北海道虻田郡ニセコ町、
清水美由紀校長）は、昭和 23年に北海道倶知安農業高校狩太分
校として、農業後継者の育成を目的に開校した。平成2年、社会
のニーズに合わせて、農業後継者と観光産業で活躍できる人材の
育成を目指すハイブリット教育構想により、全国唯一の「緑地観
光科」へと学科転換。進路指導部長を務める中谷知記教諭に、同
校が取り組む進路指導についてお話をうかがった。

北海道
ニセコ高等学校

手厚い進路指導
就職内定状況
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［資料：北海道総合政策部情報統計局「労働力調査」］

就業者総数
267万人
就業者総数
267万人

宿泊業、飲食サービス業
21万人（7.9％）
宿泊業、飲食サービス業
21万人（7.9％）

製造業　
20万人
（7.5％）

製造業　
20万人
（7.5％）

サービス業
（他に分類
されないもの）
18万人
（6.7％）

サービス業
（他に分類
されないもの）
18万人
（6.7％）

公務（他に分類されるものを除く）
16万人（6.0％）
公務（他に分類されるものを除く）
16万人（6.0％）

運輸業、
郵便業
15万人
（5.6％）

運輸業、
郵便業
15万人
（5.6％）

農業、林業
14万人（5.2％）
農業、林業
14万人（5.2％）

教育、学習支援業
12万人（4.5％）
教育、学習支援業
12万人（4.5％）

その他その他

卸売業、
小売業
46万人
（17.2％）

卸売業、
小売業
46万人
（17.2％）

医療、福祉
41万人（15.4％）
医療、福祉
41万人（15.4％）

建設業
23万人（8.6％）
建設業
23万人（8.6％）

■図2 産業別就業者数（令和2年第3四半期平均）

　厚生労働省北海道労働局
は令和2年12月 25日、「令
和 3 年 3 月新規高等学校
卒業者の職業紹介状況（11
月末現在）」を公表した。
発表によれば、道内の高校
を令和 3 年 3 月に卒業予
定の「就職志望者（＝求職
者）数」は 6,445 人。男子
は 3,554 人で、女子のほう

は 2,891 人だった。その
うち、「就職内定者数」は
4,600 人で、前年同月比
1,455 人減少。「就職内定
率」は 71.4％にとどまり、
こちらも同様に 83.6％か
ら 12.2㌽低下した。
　「未内定者数」は 1,845
人で、前年同月の 1,189 人
から 656 人（55.2 ％）増

加した。男女別
に見ると、男子
は 890 人（ 前
年同月比 55.9
％、319 人）増
加、女子は 955
人（同 54.5％、
337 人）増加し
た。男女共に未
内定者数が大幅
に増加した。
　道内の拠点別
に見ると、最も
就職内定率が高
かったのは「稚

内」で 88.0％。次いで、「北
見 」84.9 ％、「 苫 小 牧 」
84.4％と続いた。また、最
も低かったのは「千歳」で
50.2％だった。そのほか、
大きな下げ幅が目立ったの
は、主なところで「札幌」
61.7%（同 16.6㌽低下）、
「函館」72.7%（同 12.9㌽
低下）、「旭川」77.4%（同
10.5㌽低下）などだった。
　「主要産業別」の就職内
定者数はどうか。実数ベー
スでは、「卸売業、小売業」
の 760 人が最も多く、以
下「製造業」724 人、「建
設業」642 人、「医療、福祉」
312 人、「複合サービス事
業」245 人、「運輸業、郵
便業」220 人と続いた。前
年同月と比べて、プラスに
転じたのは「農・林・漁業」
（16 人増加）のみで、あと
はすべての産業において内
定者数は減少した。これら

のうち、実数の
下落幅が最も大
きかったのが
「製造業」で、
前年の 1,084 人
か ら 360 人 減
少。33.2㌽も低
下した。また、
実 数 で は 174
人減少にとどま
る「宿泊業、飲食サービス
業」だが、割合では 47.3
㌽も低下するなど、最も著
しくダウンしていた。
　次に、就職内定者数を「主
要職業別」に見てみると、
最も多かったのが「生産工
程」で 864 人、次いで「事
務」792 人、「サービス」
581 人、「専門・技術、管理」
508 人、「販売」486 人と
続いた。一方、最少は「建
設・採掘・運搬」の 291
人だった。前年同月比では
「サービス」が 29.9㌽低下

と最も下落した。
　最後に、北海道全体の産
業別就業者数と共にその割
合を見てみよう。
　「労働力調査」によれば、
北海道の就業者数は 267
万人で、前年同期に比べて
5万人減少した。「産業別」
では、「卸売業、小売業」
が 46 万人と最も多く、以
下、「医療、福祉」41 万人、
「建設業」23 万人と続いた。
最も減少幅が大きかったの
は「サービス業」で 3万人
も減少していた。

就職
内定者数
3,896人

就職
内定者数
3,896人

医療、福祉
312人（8.0％）
医療、福祉
312人（8.0％）

複合サービス事業
245人（6.3％）
複合サービス事業
245人（6.3％）

農・林・漁業
73人（1.9％）
農・林・漁業
73人（1.9％）

運輸業、郵便業
220人（5.6％）
運輸業、郵便業
220人（5.6％）

宿泊業、
飲食サービス業
194人（5.0％）

宿泊業、
飲食サービス業
194人（5.0％）

サービス業
（他に分類されないもの）
190人（4.9％）

サービス業
（他に分類されないもの）
190人（4.9％）

金融業、保険業
163人（4.2％）
金融業、保険業
163人（4.2％）

生活関連
サービス業、
娯楽業
82人（2.1％）

生活関連
サービス業、
娯楽業
82人（2.1％）

情報通信業
39人
（1.0％）

情報通信業
39人
（1.0％）

その他その他

卸売業、小売業
760人

（19.5％）

卸売業、小売業
760人

（19.5％）

製造業
724人

（18.6％）

製造業
724人

（18.6％）

建設業
642人

（16.5％）

建設業
642人

（16.5％）

■図1 主要産業別就職内定者数

［資料：	厚生労働省北海道労働局「令和3年3月新規高等学校］		 卒業者の職業紹介状況（11月末現在）」

Journal’sEye
北海道内の高校新卒就職志望者の内定率は71.4%
「農・林・漁業」のみ増加、それ以外の産業は減少



進路情報研究センター ライセンスアカデミーお問い
合わせ

〒169-0073　
東京都新宿区百人町2-17-24

TEL  03-5925-6228
FAX  03-5925-1651

　進路情報研究センター・ライセンスアカデミーが運営する進路ウェブサイト「進
路ナビ」において、新たに「進路ナビニュース」がスタートしました。進学や就職に
関連したさまざまなニュースやトピックを日々更新していき、高校生のみなさんを
はじめ、保護者やご家族の方々、また高校の先生方やそのほか多様なユーザーの
みなさまにご活用いただける〝ここにしかないコンテンツ〞を目指します。
　インターネットは現代社会において、速報性の高い重要な情報源として広く支持
されています。社会の動きをウェブサイト上で把握し、ニュースに目を通す時代の
流れの中、今後も需要の高まりが確実視される進路情報系に特化したネットニュー
スサイトとして、「進路ナビニュース」をお役立てください。

対象に合わせた
ニュースが全国から
「進路ナビニュース」では、大学・
短期大学・専門学校・企業・国際・高
校など、各系統・分野に関連した全
国のニュースをまとめて読むことがで
きます。進路選択や進路指導の場面
でご活用いただける情報が満載です。

お手持ちの情報を
ぜひお寄せください
みなさまがお持ちのニュースをご
投稿いただくことができます。全
国に向けた情報発信の場としてご
活用ください。
＊ ご提供いただいた情報・記事に関
しては、進路情報研究センター・
ライセンスアカデミーにおいて確
認の上、掲載させていただきます
のであらかじめご了承ください。

＊画面はイメージです
「こんな面接官はイヤ」学生の志望度・企業イメージ
ダウンにつながるWEB面接とは

2020.11.18

大阪から変わる　高校生就活「１人１社制」見直し
2020.11.10

https://shinronavi.com/news/

進路情報研究センター 現場から最新情報をお届けします

あわせてご活用ください !!！
4,100校以上の学校情報と160社
以上の企業情報を掲載している進路
情報総合サイト。奨学金情報やオー
プンキャンパス開催情報が充実。

「小論文必勝ナビ」シリーズや「面
接必勝ガイド」シリーズなど、入
試や進路選択に役立つイチオシの
情報を動画でお届け。

 東洋ワークセキュリティ株式
会社

　東北で安定した経営基
盤を作り、技術向上に取
り組むと共に、関東地方へ
の事業拡大など積極的な
チャレンジをしています。
お客様には「安全・安心・
環境」をキーワードに質の
高いサービスを提供する

など、警備実務のほか、指
導教育や事務管理、営業
等の多彩な職種があり、得
意分野で活躍できます。

〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-7-18
TEL  022-225-5068
URL https://www.tw-s.co.jp/

安全・安心な社会づくりのプロとして

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  警備、総合セキュリティ、建物サービ
ス（管理・清掃）、防犯システム販売

●設　　立 2009年（平成21年）
●資 本 金 40,000,000円
●従業員数 2,300人

令和 2 年 4 月に入社した丹野萌々夏
さん（宮城県工業高等学校出身）

　商業の専門科目では、将
来仕事をする上で基礎・基
本となるビジネスに関する
考え方や知識・技術・態度
を学ぶ。具体的には、ビジ
ネスのベースを身につける
「ビジネス基礎」、企業にお
ける取引の記録・計算・整
理を学習する「簿記」「会
計」、またコンピュータ等
を中心とする情報処理
機器の仕組みや操作方
法を学習する「情報処
理」などがある。
　同校では昨年末 12
月 10 日、就職希望者
を対象とする体験型ガ
イダンスを実施した。

　山形県立米沢商業高校の
教育目標は、商業に関する
専門的な知識・技術を習得
させることによって、社会
に広く貢献できる商業のス
ペシャリストを育成するこ
とだ。

新型コロナウイルス感染症
拡大に伴う外出自粛などに
より、家庭でデザートを作
る需要が高まり、ゼラチン
の売り上げが上昇している
という。
　振り返れば、ゼライス社
は、平成 23 年の東日本大
震災の影響により、新規学
卒者の採用を凍結してき
た。同 30 年に新卒者採用
を再開するに際しては、「震
災前から信頼関係を築いて
きた」地元の高校・大学に
直接募集をかけた。自社サ

採用活動のベースは信頼関係
キャリアセミナー等に講師派遣
　ゼライス株式会社は、食
用・医薬用・写真用・工業
用など、幅広いニーズに応
えるゼラチンメーカーだ。
ゼラチンから超低分子コラ
ーゲン「コラーゲン・トリ
ペプチド（CTP）」の生成
に成功しており、美容・健
康関連商品は、通信販売の
ラインナップの中でも人気
を集める主力商品の一つと
なっている。昨年の春以降、

イトはもちろん、就活サイ
トの活用や合同企業説明会
への参加はあえて行わない
という独自スタイルにこだ
わった。
　定期的な新卒者採用を中
断し、その後ブランクが生
じることのデメリットが指
摘される中、不安がないわ
けではなかったが、学校訪
問を中心に据え、中学や高
校、大学などからキャリア
セミナー等への講師派遣の
依頼があれば積極的に応じ
た。受講した学生や生徒ら
がその後のインターンシッ
プを経て入社に結びつくケ
ースもある。一つひとつを
積み上げる地道な活動が、
確かな人材確保につながっ

商業の専門的な知識がベース
産業界に貢献できる人材を輩出

例年であれば、米沢市のハ
ローワーク主催で、市内の
就職希望を持つ高校生を想
定した就職関連イベントが
実施されているが、今年度
は新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により中止を
余儀なくされた。そのため
米沢商業高校独自で企業に
アプローチし、今回の開催
にこぎつけた。
　進路指導主事の宍戸俊文
教諭は、「生徒が実際の仕
事を体験し、さまざまな職
業を理解できるように企画
しました」と、話す。

職業体験で生徒と企業が交流
有意義なコミュニケーション
　今回のガイダンスに参加
したのは、金融・観光・販
売・製造・福祉などの業界

から10社。いずれも卒業
生が在籍していたり、今春
4月からの入社を控える現
在の3年次がいたりするな
ど、同校と深い関わりがあ
る企業ばかりだ。
　県内で新型コロナウイル
ス感染症が拡大しているこ
とを受け、当日は、広い体
育館を使用し、企業用のブ
ースを設置。密を回避する
細心の注意を払いながら、
5〜 6時限目を利用して生
徒たちは、興味のある職業
を選択し、各企業が用意し
た業務を体験した。金融業
で働くことを想定したお札

ている。採用面接の際には、
強みや働きがいなどのプラ
ス面だけを伝えるのではな
く、会社が抱える課題や問
題点などのマイナス面もて
いねいに説明することを心
がけている。

意見が反映される風通しの良さ
社員を大切にする働き方改革
令和 2 年 1 月、同社は
企業ロゴやパッケージデザ
インを一新するなどのリブ
ランディングを行った。社
内プロジェクトが中心とな
って、社歴や部署、役職に
関係なく若い人材からの意
見も取り入れたワークショ
ップを実施するなど、社員
一人ひとりが会社に貢献し
ていることを実感し、モチ
ベーションにつなげたいと
する意向が背景にある。
令和 2 年 4 月以降、勤

務時間を従来の8時間から
7 時間 30 分に短縮するな
ど、働き方改革に本格的に
着手。各部署でミーティン
グを行うなど工夫したこと
で、懸念していた残業時間
の増加も見受けられず、ワ
ークライフバランスの充実
につながっている。今春 4
月からは、他部署の先輩社
員が新入社員の面談を定期
的に行う「メンター制度」
を導入し、新入社員の定着
や自立を支える体制を取っ
ていく。キメ細かいフォロ
ー体制と意見を取り入れる
風通しの良さが定着率向上
につながっている。

の計算や参加企業が取り扱
っているVR・ドローンの
操縦体験などのメニューが
並んだ。生徒が実際に体験
することによって、企業担
当者とのコミュニケーショ
ンが生まれるなど、双方に
とって有意義な機会になっ
たという。また、同日併催
として進学希望者対象ガイ
ダンスを実施。生徒は大学
等の学問内容の理解を深め
つつ、講義で用いる機材な
どに直接手をふれ、その感
覚を確かめた。質の高い教
育活動を推進する同校に今
後も注目していきたい。職業体験を通して就業意識を醸成していく

参加企業ごとに職業体験ができるブースを用意し、生徒が興味のある企業や職業を選択

社会の発展に資する有為なスペシャリストを育成
ガイダンスで企業担当者と円滑な関係を築く

学校訪問やセミナー参加を端緒に新卒者を採用
新入社員の育成を重視しながら支援体制を強化

ゼライス
株式会社

山形県立
米沢商業
高等学校

東　北

東 北

　山形県立米沢商業高等学校（山形県米沢市、佐藤敬一校長）は、
明治 35 年に米沢市立商業補習学校として創立。地域に支えられな
がら 118 年にもわたって多くの優れた人材を輩出してきた。
　ここでは、同校の学びの内容と共に、12月10日に開催された就
職希望者対象の体験型ガイダンスについてリポートする。

　「まぜる、ひらく、笑顔をつくるパートナー」を成長ビジョンとし、
ゼラチン・コラーゲンの可能性を切り拓くゼライス株式会社（本社
宮城・多賀城市、稲井謙一代表取締役社長）。新入社員をはじめと
する社員教育のほか、資格取得や勤務時間などの社内改革にも積極
的な同社の採用活動や社員の育成、支援体制などに迫る。

体験型ガイダンス
ワークライフバランス

3
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キャリア＆就職支援ジャーナル 高等学校版第22号
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 株式会社丸和運輸機関

　東証一部上場、創業 50 年
黒字経営、全国展開しています。

「物流業界＝トラック輸送」と
思われがちですが、当社は「運
ぶ」だけでなく、モノの「管理」
や「効率的な仕組みを創る」仕
事です。生活密着品（食品・医薬・
雑貨）を取扱い、社会貢献度

も高い会社です。勤務地は関東
圏。社風はチームワークを大事
に相談しやすい環境。社内大学
もあり、成長をフォローします。

〒342-0008 埼玉県吉川市旭7-1
TEL  048-991-0600
URL https://www.momotaro.co.jp/

丸和の強みは『一体感』

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  サードパーティ・ロジスティクス事業、ロジスティ
クスコンサルティング事業、運輸事業　など

●設　　立 1973年（昭和48年）
●資 本 金 26億6,081万円
●従業員数 12,476人

 株式会社カクヤス

　お客様のご要望には、とこ
とん応えるべく社をあげて全
力をつくすのが、カクヤスの
理念です。お客様のご要望に
応えたいという想いは、社員
一人ひとりにしっかりと根づい
ています。自ら主体的に考え、
何事に対しても全力で取り組

み、絶え間なく努力し続けるこ
とが、お客様に満足いただけ
るサービス向上につながって
いくと、私たちは信じています。

〒114-0003 東京都北区豊島2-3-1
TEL  03-5902-3619
URL https://www.kakuyasu.co.jp

お客様のご要望に「なんでも」応えたい

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  酒類・食品等の料飲店および個
人向け販売

●設　　立 2020年（令和2年）
●資 本 金 1,000万円
●従業員数 1,400人

業界＆企業の最新情報を一挙公開!!
の優良&堅実経営

「高校新卒者」を積極的
に採用・育成している個
別優良企業の紹介と共
に、日本の産業社会のア
ウトラインも解説！ 就
職指導ご担当教員の方、
必携の一冊です。

就職する前に知っておこう！準 備 編

「就職活動」に備えるために実 践 編

社会に奉仕する公務員への道公務員編

就職活動の気になる
ギモンを徹底解消!!

▲2021年度 就職活動準備号（11月刊）

お問い
合わせ

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1656進路情報研究センター ライセンスアカデミー

就職情報
入手のための

就職を目指す高校生のみなさんへ

就職活動準備号

就職・公務員編
進路のてびき2021

11月発行最新刊

関東・
首都圏

両立が大変だった」と、振
り返る。
　「2 班」は先輩から「未
利用魚を活用した『鯖ま
ん』」等の研究結果を引き
継ぎ、「未利用魚に新たな
価値を!!」を企画。生徒自
身もプレッシャーを感じる
研究テーマだったようだ。
　「3班」は、「地域活性化
につながる新たなサテライ
トオフィスの提案」をテー
マに掲げ、市内に点在する
空きオフィスを有効活用す
るためのマッチングサービ
スを考えた。マッチングが
成功するごとの成果報酬型
サービスで、実際に IT 関
連企業にプレゼンテーショ
ンを行い、東京都内の某企
業が利用を検討中だと明か
す。情報系の県外大学等に

　静岡県立伊東商業高等学
校（静岡県伊東市、川口喜
弘校長）は、「第 9回常葉大
学ビジネスチャレンジ　高
校生ビジネスプランコンテ
スト」（主催：常葉大学）に
出場し、参加したすべての
班が最終審査へとコマを進
めた。新型コロナ禍で地元
企業との打ち合わせも思う
ように進まない状況の中、
地域活性につながるユニ―
クなビジネスプランを練り
上げた。
　「with 廃棄率！ with コ
ロナ」をテーマに掲げる「チ
ーム米ックス 1班」は、栄
養価や保存性等を考慮しな
がら、ニューサマーオレン
ジを使用したラングドシャ
を考案。ある生徒は「進路
選択のための情報収集との

進学した学生の Uターン
就職も目的に包含する持続
的な地域活性プランだ。
　「4班」は、「温泉地の廃
棄木材が親子の絆を救う
!!」を追求。スギやヒノキ
などの加工品から発出する
木片を利用した「魚つりゲ
ーム」の制作・販売を企画
した。木片は幼児が口に入
れても安全なだけではな
く、水にも浮かぶため入浴
時に遊ぶこともでき、同時
にその香りでリラックス効
果も期待できるとした。

た。さらに今回の 2年度か
ら、最優秀賞に対して運営
資金 10 万円を賞金として
設けました。賞金を取り入
れた背景には、将来性のあ
るプランに投資すること
で、会社をどのように運営
していくのか、そして一年
後にどうなるのかを体感し
て欲しいという意図があり
ます。その意味で、本校の
生徒は「自分たちのアイデ
アをつくる」「将来性のあ
る企業に投資する」という
ことを学んできました。経

将来性あるプランに注目
「投資」を意識したアイデア
　本校は、毎年「ビジネス
アイデアコンテスト」を実
施しています。令和 2年度
は、審査員として大学教授
や経営者をお招きしまし

常収支などの勉強もしてい
るため、成長を見込める会
社に投資して株をどのよう
に運営するのかということ
を学ぶ機会にもつながりま
した。
　私たちが最も教えたいの
は、給料を得てどのように
使うのかということ。例え
ば、お菓子を買って食べる
だけでは単純な「消費」に
過ぎませんが、何らかの本
を購入して読むことで得た
知識はどこかで役立たせる
ことが期待できるため「投
資」にもなり得るのではな
いかということです。日常
生活で得たお小遣いでも使
い方によっては投資になる
のだということに気づかせ

るのが狙いです。教員であ
っても社会のことで分から
ないことは少なくないため
生徒と共に学び、教科書に
書かれていない部分にどこ
まで挑戦できるのかという
ことを楽しんでいます。

結果を重視する指導方針
努力の在り方を考えさせる
　国語や数学などの学習
が、日常でどれだけ役に立
つのかと疑問に思う人もい
るでしょう。そのために、
社会の実際のモデルケース
を用いて、主要教科目と社
会の結びつきにも気づける
機会を設けています。例え
ば、数学は論理的思考を養
い、本質を見抜く力の醸成
に寄与します。社会全体の
変容を理解する過程で身に
つけた「社会人基礎力」が、
プレゼンテーションを行う
ベースとなっていきます。

　努力したことよりも結果
を評価するのが本校の方針
です。十分な結果が得られ
なかったのは、努力が間違
っていたか、足りなかった
かのどちらかであるという
スタンスを取っています。
成果が出なければ、努力の
方向性を確認し、改善すれ
ば良いのです。進路選択に
おいても、自分が知りたい、
やりたいという気持ちに従
い、自分が立てた「なぜ？」
という問いから考える姿勢
を身につけることを期待し
ています。

松陰
高等学校

持 続 性 を 意 識 し た ビ ジ ネ ス プ ラ ン を 考 案
＂アフターコロナ＂のビジネスアイデアコンテスト

　松陰高等学校みなとみらい学習センター（横浜市、湯山俊樹校長）
は、「生徒と社会の接続」を重視した教育を行っているのが特徴だ。
藤田和宏センター長に、注目を集める同校独自の教育アプローチの
内容と共に、昨秋 10 月 30 日に主催した「アフターコロナ禍のビ
ジネスアイデアコンテスト」の狙いについて迫った。

埼玉県立
川口工業
高等学校

二次募集説明会
ビジネスアイデア

4 関東・首都圏
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　埼玉県立川口工業高等学
校（埼玉県川口市、田中邦
典校長）は12月11日、二
次募集の就職採用選考試験
に臨む生徒を対象とする合
同企業説明会を開催した。
今回の説明会には10社
が参加。生徒は当初緊張の
色を隠せず企業の説明に一
方的に耳を傾けるのに必死
な様子だったが、複数社と
の面談を経るのに連れて表
情の緊張もほぐれ、さまざ
まな質問を投げかけた。
参加したある女子生徒

は、「来週、近隣にある企
業の職場見学に行く予定で
すが、今日参加している企
業と比較して検討すること
ができるため、話を聞けて
良かったと思います」と、
満足気な様子だ。
　今年度は新型コロナウイ
ルスの影響により企業説明
会や職場見学への参加が思
うようにできず、生徒も志
望企業の絞り込みに苦慮し
ていた。今回の説明会が生
徒の良縁につながることを
心から祈りたい。

企業説明会に緊張の色
目前の二次募集に臨む

地域課題解消に直結するアイデア続々
「高校生ビジネスプランコンテスト」

持続性のあるプランに注目が集まる

静岡県立
伊東商業
高等学校

模索しながら地域活性案を詰めていく

対面で企業と情報交換を行った

オンラインで参加する企業も

み
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い
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株式
会社ライジング 明和工場 

　当社はプリント基板の実装
作業や精密機器の組み立てを
行う会社です。明和工場のほか、
松阪工場もあり、男女問わず
全員が活躍しております。育児
休業期間延長制度や休業明け
の同部署での復職はもちろん、
短時間勤務の取得もでき、復

職率は 100％です。従業員の
意見を積極的に取り入れ、働き
やすい職場から「やり甲斐のあ
る職場」へ成長する企業です。

〒515-0311 三重県多気郡明和町平尾字野田481-6
TEL  0596-52-2158
URL http://www.rising-jpn.co.jp

世界一の製造の黒子を目指して

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  EMS 事業、事務機器・精密機器の生産加工業務、
音響機器・通信機器の開発・設計および製造販売

●設　　立 1952年（昭和27年）
●資 本 金 80,000,000円
●従業員数 301人

 医療法人博仁会 村瀬病院グループ

　介護の仕事は人の役
に立つ仕事であり、「あ
りがとう」の言葉をダイ
レクトに感じられる仕事
です。私たちは患者のみ
なさま一人ひとりの目線
に立った医療サービスを
提供することで、地域の

みなさまから「選ばれる
施設」を目指しています。
スタッフ同士のつながり
が強い点も特徴です。

〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸3-12-10
TEL  059-382-0330
URL http://www.murase.or.jp/

地域の方の役に立つ仕事

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  入院入所施設事業、通所事業、
居宅・包括事業

●設　　立 1957年（昭和32年）
●従業員数 661人

〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-17-24
TEL  03-5925-1668
URL   http://daigakushinbun.com/大学新聞社お問い

合わせ

巻頭言 キャリア教育の学校選択
●起業という道
●起業を実現した先輩
● これでわかった！ 仕事と学びの関係
● 知っておきたい現代「仕事」事情

▲ 2021年版

本誌は高校生がキャリアデザインを描き出す
上で役立つ情報や将来の仕事・就職やスター
トアップを考える際のヒントとなるトピック、
テーマをさまざまな角度から提供しています。

若者のキャリア形成を応援する大学新聞社のキャリア情報ガイド

―高校時代から考えるキャリアデザイン―
つながる学校 2022 近刊に

就職 資格仕事 起業

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL 03-5925-1659（ライセンスアカデミー内）

キャリア教育支援協議会お問い
合わせ

キャリア教育
支援協議会

会員企業
募集中!!

森部好樹著、日経BP社発行
成長企業は

高校新卒者を
積極採用していた !

　将来の伸びしろが
大きく、多彩な現場
で活躍できる高校新
卒者の採用実態、社
員のインタビューな
どを豊富に掲載。ベ
ンチャー、中堅・中

小企業のための理想的な人材戦略を指南す
る一冊です。

キャリア教育支援協議会
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1656（ライセンスアカデミー内）

お問い
合わせ

ことになるため、高校時代
に就職について理解を深め
ることの必要性は変わらな
い。このパネルディスカッ
ションは、これから進路を
考える生徒たちの意識づけ
を行う目的で全学年を対象
として実施した。特に、異
なる業種の複数の地元企業
の話を聞くことで、地域の
産業社会に対する理解を促
進する。今回の参加企業は、
株式会社ニシタニ（製造、
本社三重・松阪市）、鳥羽
シーサイドホテル株式会
社、（接客・ホテル、本社

　伊勢まなび高校は昨年末
の 12 月 16 日、企業パネ
ルディスカッションを開催
した。
　高校生の場合、卒業後の
進路は「就職」と「進学」に
大別されるが、仮に進学し
た場合でも最終的にはほと
んどの人が社会に出て働く

三重・鳥羽市）、村瀬病院
グループ（介護、本部三重・
鈴鹿市）の 3社だった。
　パネルディスカッション
では、❶会社紹介❷どのよ
うな人が業界に向いている
か❸高校時代に学んで欲し
いこと❹今後の心構え、ア
ドバイス、いま頑張ること
―という質問について、

各業界で求められる素養など真剣
に聞き入る生徒たち

　新型コロナウイルス感染症の
拡大の影響は大きく、厚生労働
省の発表によれば、令和 2年度
の求人数は、現時点で昨年度比
2割減と聞きます。本校の場合、
一次募集の応募者は 6 人です
が、12 月 16 日現在、内定者は
4人。残念ながら内定にまで至

らなかった生徒は二次募集で再
度就職採用試験に臨むことにな
りました。採用試験の日程が例
年より 1 カ月間後ろ倒しにな
り、二次募集のスケジュールは
相当程度タイトだったと言わざ
るを得ません。また、求人件数
は半減した印象でした。
　次年度に向けては、やはり求
人数の動向が気になります。一
部ではさらに厳しくなるとの指
摘もあり、仮にそうであれば大
変な事態となるでしょう。もち

進路指導主事　
河村 宣成 教諭

それぞれの業界を代表する
立場から回答がなされた。
3業種それぞれの視点から
語られるため、公平な視点
での比較・検討が可能とな
り、どこに違いがあるのか
が一度に分かる貴重な機会
となった。
　終了後、進路指導の担当
教員からは「会社紹介の動
画が分かりやすかった」「企
業のピーアールばかりでは
なく、身につけておいたほ
うがよい力や高校生活で取
り組んで欲しいことを伝え
ていただき、生徒の意識が

変わったようだ」と、好感
触な感想が寄せられた。
　また、高校でも常に指導
しているマナーや敬語など
の一般常識、国語力を身に
つけることの重要性、欠席・
遅刻数を減らすことが大切
であるとの言及もあり、「私
たち教員が日頃伝えている
ことを企業目線から改めて
言っていただくことで、今
後の指導にも活かしやすく
なったように思う」など、
生徒・教員・企業の三位が
一体となった有意義な時間
となったようだ。

ろん、業界研究を早くから指導
するなど、生徒が希望する就職
の実現に向けたサポートは行っ
ていきます。
　求人数の減少は業界によって
偏りがあるため、生徒の希望と
実際に寄せられる求人職種のマ
ッチングができるかという点で
は不安が残ります。人気職種の
求人数が減ってしまうことで、
学校内で求人の取り合いが激し
くなるという事態は何としても
避けなければと考えています。

語る
ひと

東海・
北陸
愛知県立
小牧工業
高等学校

　午前の部・午後の部に「普通科」、夜間部に「ものづくり工学科」
を擁する三重県立伊勢まなび高等学校（三重県伊勢市、河上佳寛校
長）。単位制定時制高校として、生徒が自分のペースに合わせて学
びたい内容を学べる教育を展開している。
　進路指導主事・河村宣成教諭を訪ね、同校で開催された「企業パ
ネルディスカッション」の内容や現在の就職内定状況を聞いた。

三重県立
伊勢まなび
高等学校

卒 懇 会
客観的業界研究

業 生 談
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学科が新設されます。
　卒業生の進路の内訳は、
例年 8〜 9割が就職で、残
り1割程度が進学となって
います。モノづくりを学ぶ
学校ですから、製造業など
が特に人気を集めていま
す。進路指導としては、入
学した最初の年の早期から
外部講師を招いて進路講話
の機会を設けたり、1年次・
2年次の修了時に進路ガイ
ダンスを実施したりしてい
ます。産業社会で実際に働

「工業」から「工科」へと新生
多様な行事が高める就業意識
　現在の 3年次は、機械科
が二クラスあるほか、自動
車科、電気科、情報技術科、
化学工業科が一クラスずつ
という編成になっていま
す。2年次以降は機械科が
一クラスになる分、航空産
業科が加わる形になってお
り、来るべき令和 3年 4月
の校名変更の際には、新た
に情報デザイン科と環境科

いている企業人の方々と関
わる機会も多く設けてお
り、2年次の夏にはインタ
ーンシップ、3年次の 6月
には卒業生との懇談会など
があります。懇談会は各学
科の卒業生を3人ほど招い
て現場の話をしていただく
という趣旨のもので、年齢
が近い先輩という身近な存
在から幅広い業種のリアル
な話を聞くことができ、生
徒は少なからず刺激を受け
ているようです。
　新型コロナウイルス感染
症拡大の影響は否めませ
ん。求人を取り下げる企業
が考える以上に多く、令和
3年度入社の枠組みに関し
ては全体的に生徒の希望が

通りづらい印象を受けまし
た。だからといって、例え
ば進学に転進するというケ
ースはなく、大きな傾向と
しては、就職・進学共に例
年同様の状況でした。

企業を知り仕事を理解する
オンラインの対策強化を断行
　新型コロナ禍のため、現
在の2年次生徒がインター
ンシップをできなかったの
がとても残念です。代わり
に今年度は、3月に体育館
に 50 社ほどを招いて企業
展を開催します。生徒にさ
まざまな企業や業界を知っ
てもらうというのが趣旨の
一つです。それというのも、
志望企業を選ぶ際、例えば、
「名前を知っているから」
「家から近いから」などと
いった理由で決めようとす
る生徒が少なくない実態が

あるからです。企業を知り、
仕事の話を聞くことで、し
っかりとした考え方を身に
つけて欲しいのです。
　職場見学や就職試験をオ
ンラインで実施する企業が
複数社あったことが印象に
残りました。それに対応で
きる環境が学校としてまだ
十分ではないため、そこは
次年度に向けて解消すべき
課題だと考えています。
　生徒が自分自身でしっか
り就職先を選べるように導
くのが教員の役割です。そ
のための環境づくりや企業
を知るきっかけづくりを意
識し、今後も指導に活かし
ていきます。

新型コロナ禍で減少するインターンシップ
身近な先輩卒業生から働くことのリアルを知る

　令和 3 年 4 月、愛知県立小牧工科高等学校へと改称予定の現・愛
知県立小牧工業高等学校（愛知県小牧市、加藤満明校長）は、「心身
ともに健全で、社会と工業の発展に貢献できる、創造性豊かな実践力
を身に付けた人材」の育成を教育目標に掲げている。進路指導主事の
加藤貴志教諭に、航空実習棟の開設や学科・コースの新設など、次年
度に向けての取り組みと共に、進路指導のポイントをうかがった。

二次募集で求人数の激減に衝撃
次年度は業界研究を早めに

比較・検討が容易な新形態の就職行事
教員と企業が同じ方向を向いて導く
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 株式会社萬野屋

　「世界で一番美味
しい焼肉屋さんを作
りたい」―。そん
な思いから生まれた
お 店です。 各 店 舗
に配属された後、お
肉の知識やおもてな
し、マナーなどを先

輩たちが一から教え
てくれるので、未経
験の方でも安心して
働くことができます。

〒543-0044 大阪市天王寺区国分町21-40
TEL  06-6775-5200
URL http://www.mannoya.com

肉屋が唸る 本物の肉屋。

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  飲食店（焼肉店・肉料理店）の経
営、食品卸・小売販売

●設　　立 1997年（平成9年）
●資 本 金 10,000,000円
●従業員数 220人

将来の「働き方」を考
えたり、自己実現を目
指したりする上での
重要なキーワードで
ある「仕事」と「資格」。
キャリアパスに対す
る意識づけを促し、働
くことはもちろん、進
学→就職のプロセス
の理解を深めていき

ます。自分の興味・関心から将来の「生き方」
や「キャリアデザイン」を描き出す上で心強
いガイド役となります。

『仕事・資格GUIDE BOOK』

お問い
合わせ
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1656 URL   https://licenseacademy.jp/
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▲2021年度版

将来の＂なりたい自分＂への第一歩

新しい授業として「総合的な探究の時間」が設けられ、高校生のみなさんには自分で課題を発見

し、解決していく力が求められています。物事の本質を自己との関わりで探り、見極めようとす

る一連の知的営みである「探究」の学びを指南します。

自分は、将来をどう生きていくのか。
いま、なぜ「探究」で学ぶのか―。

探究
への導き

情報の整理・分析や自身の活動な
ど、さまざまな取り組みのプロセ
スや成果などを記録できる多様な
「ワークシート」つき

▲2021年度版

2022 近刊

大学新聞社　東京本社
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1668
URL  http://daigakushinbun.com/

お問い
合わせ

注目集める「SDGs」から着想
探究活動で解決策を手繰り寄せる

大阪府立
花園高等学校

新鮮な魚を卸売市場で仲卸業者に仲介
事業を通じて日本の食生活を支える

株式会社
うおいち

総
務
部 

人
事
課

糀
谷 

元
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いうユニークな形で学習を
進めた。例えば、テーマを

「水」に決めたチームは飲
料水や下水など、日本が抱
える社会的な課題について
考え、「保」に決めたチー
ムは、日本における社会保
障の問題点を今後の高齢化
状況を念頭に置きながら考
察した。
　テーマに関連した調べ学
習では、インターネットの
活用が多く見られたもの
の、周囲の友人はもちろん、
大人に話を聞いたり、クラ
ス内でアンケートを取った
りと、情報収集の手法にも
工夫が見受けられた。
　その後に実施された中間
発表では、各チームがクラ
スメイトからのフィードバ
ックを反映させるなど、さ
らに探究テーマをブラッシ

ュアップさせることができ
た。最終的には、クラス発
表で選ばれたチームが 1 月
28 日に体育館で全体発表
を行う予定だ。

着実に成長を遂げる生徒
放課後活用のプログラムも

　探究活動に着手した当初
は、「難しい」という声が
数多く聞こえてきたという
が、調べ学習を進める過程
で、自分で調べて答えを出
す意義を認識するなど、生
徒が着実に成長する様子が
見えてきたという。
　今後予定されている 2 年
次の修学旅行先でも探究活
動ができる構えを現在構想
中だ。普通科は沖縄県、国
際教養科は海外が現在予定
されており、1 年次に学ん
だことをどれほど活かすこ
とができるのか、関係者の
注目度も高い。
　探究活動のほかにも、希
望者を対象に放課後を活用

す る「HANAZONO進路
探究プログラム」を実施し
ている。外部講師を招いた
講演会や保育所等の施設で
幼児や保護者と関わる機会
を設けるなど、卒業後の進
路を意識した内容になって
いるのが特徴の一つだ。
　社会に出れば、学校で学
ぶ正解がたった一つしかな
いという問いは少なく、む
しろ明確な答えのない問い
や課題に立ち向かうことの
ほうが多いだろう。だから
こそ、高校時代から探究活
動に取り組む意義は大き
い。地球規模で解決してい
かなければいけないSDGs
と探究学習を組み合わせた
特色ある取り組みに大きな
注目が集まっている。

ように指導した。
　「世の中には SDGs の目
標達成につながることがた
くさんあることが分かっ
た」「テレビやインターネ
ットでは見ないような情報
を新聞で見つけることがで
き、改めて新聞の良さを感
じた」など、前向きな感想
が次々と生徒から寄せられ
たのだという。
　10 月 に 入 る と、5 人 程
度で一つのチームをつく
り、探究活動のテーマの設
定に着手。漢字一文字をテ
ーマとして定め、そこから
どのような SDGs の課題
が連想されるかを考えると

新聞から身近なSDGsを知る
調べ方や情報収集にも工夫

　花園高校では 1 年次から
SDGs にテーマを求めた探
究活動に取り組んでいる。
昨夏 7 月、探究学習のオリ
エンテーションを実施し
た。オリエンテーションで
は、「探究活動」と「SDGs」
に対する生徒の理解を深
め、社会の出来事が SDGs
とどのように関わっている
のかを知るために、新聞記
事の中から SDGs に関わ
ると思われるニュースを探
し出し、その記事に対する
感想やコメントなどを書く

　昭和 37（1962）年に開校し、「誠実・努力・協調」を校訓に掲
げる大阪府立花園高等学校（大阪府東大阪市、中須賀久尚校長）。
普通科と国際教養科の 2 学科を設置する同校では、SDGs にテー
マを求めた探究活動に取り組んでいる。特色ある同校の探究活
動にスポットを当てる。

行っています。
　しばしばメディアに取り
上げられる新年の初競りを
イメージしてみてくださ
い。テレビなどでその様子
を見たことがある人も少な
くないと思いますが、その
競りの現場を仕切り、一番
高値を付けた業者に販売す
るのが、株式会社うおいち
の事業です。
　当社は関西地方を拠点と
していますので、大阪市中
央卸売市場本場、大阪市中
央卸売市場東部市場、大阪

卸売市場の競りを仕切って販売
消費者まで安全な魚を届ける

　当社では、漁師のみなさ
んによる漁獲物である水産
物を買い付け、卸売市場で
仲卸業者に販売する事業を

府中央卸売市場と和歌山市
中央卸売市場、そして滋賀
県の大津市公設地方卸売市
場といった卸売市場が私た
ちの職場であり事業基盤だ
と考えれば理解しやすいで
しょう。
　経営ビジョンとして「地
球にやさしく、身体にやさ
しく、心にやさしく」を掲
げ、環境保全に尽力すると
共に、安全・安心な水産物
をご家庭まで届けることを
使命としています。

求める人材像は＂考働する人＂
一緒に水産業を盛り上げよう

　卸売市場の現場は、ベテ
ランの存在感が強く、相対

的に若い人たちは人数も少
ないのが現状です。こうし
た状況への対応策の一つと
して当社が取り組んでいる
のが、卸売市場をより一層
盛り上げることができる元
気で明るい若者を積極的に
採用するということです。
　求めているのは ＂考働す
る人＂ です。言われたこと
のみをこなすというのでは
なく、常に自ら考えながら
行動し、新しい価値観を提
案できる人に入社していた
だきたいのです。それが、
会社をより一層成長させる
原動力になるのではないか
と考えているからです。
　私は新入社員研修なども
担当していますが、まずは
挨拶がいかに大切であるか
を伝えるようにしていま
す。特に卸売市場は、まる
で活きの良い魚のように活
気ある方が多いですから、

　「水産物をコアとし、お客様に価値ある商品とサービスを提供す
ることにより、食文化の発展に貢献します。」を経営理念に掲げ、
水産物の荷受事業を展開している株式会社うおいち（本社・大阪
市、橋爪康至代表取締役社長）。総務部人事課・糀谷元典課長に、
会社の特徴や魅力などについてうかがった。

それに負けないくらい大き
な声で挨拶するようにと指
導しています。
　卸売市場の競りは早朝に
行われるため、現場ではど
うしても深夜から勤務する
ことになります。その意味
では、体力も必要になりま
すので、興味のある高校生
のみなさんは、まずはしっ
かりとした体力をつけてお
くと良いでしょう。また、
競りの現場では瞬時に計算
する必要があるため、暗算
力も磨いておくと必ず役に
立ちます。
　消費者のみなさんがスー
パーマーケットなどで美味
しい魚を買うことができる
陰では、私たちのような業
者が役割を果たしていま
す。そうした日本の食生活
を一緒に下支えしてしてく
れる若者と働ける日をいま
から楽しみにしています。

チームでテーマを決め、熱心に探
究活動する生徒たち

SDGs×探究
考働する人材



外部コンテストへの参加で意欲を高め
実力を磨き「調理師」免許の取得を目指す

　平成 30 年 4 月、「佐賀
県立高等学校再編整備計
画」に基づき、旧・白石高
等学校と杵島商業高校が再
編統合し、「校舎制」とな
ったのが、佐賀県立白石高
等学校（岸川美和子校長）
だ。「普通科キャンパス」（佐
賀県杵島郡白石町）と「商
業科キャンパス」（佐賀県
杵島郡大町町）がそれぞれ
の校舎において教育活動を
進めるものの、「一つの学
校」として地域に根ざすべ
く展開している学びが特色
と言えるだろう。
　白石高校は、令和元年度、
佐賀県が実施する「地域と
つながる高校魅力づくりプ
ロジェクト」の「モデル校」
に指定され、これまでさま
ざまな活動を推進してき
た。取り組みの一環として、
「夢 T∞ Tプロジェクト」
を展開。これは、生徒自身
が抱く将来の夢や希望を地

域社会へと「つなぐ」・「つ
なげる」ことで、自己有用
感の醸成や地域社会に貢献
する姿勢を涵養することを
目指す活動だ。
　最終的な達成目標とし
て、①地域の生徒が行きた
いと思う学校②地域との連
携を通して探究的・実践的
な教育を実現する学校③地
域活力の向上に生徒自らが
貢献できると思うようにな
る学校④地域にとって次代
の担い手を輩出する学校⑤
地域に愛され地域に信頼さ
れる学校―の五つを掲げ
ている。
　目標の実現に向け、①地
域に根ざした近隣の大学や
専門学校等と連携した活動
を行う「大学・専門学校ワ
ーキンググループ」、②地
域の小・中学生を対象とす
るスポーツ教室や放課後児
童クラブのサポートなどを
行う「小・中学校ワーキン

ググループ」、③商工会議
所主催等のイベントでの販
売実習、地元企業との協働、
商品開発などを行う「企業
連携ワーキンググループ」、
④地域探究学習や地域ボラ
ンティアなどを行う「地域
連携ワーキンググループ」
―というように、前身二
高校の強みを最大限に活か
した4つのワーキンググル
ープを設置。主として普通
科キャンパスでは①②④
に、商業科キャンパスでは
②③④に取り組み、個々の
活動がより機能的に進むよ
うに編成されている。
　活動内容はキャンパスご
とに異なる。普通科キャン
パスでは、「キャリア教育」
を通した年間計画における
取り組みや「総合的な探究
の時間」を活用した地域理
解を深化させる取り組みを
実施。一方、商業科キャン
パスでは、3年次の「課題

　別府溝部学園高等学校
（大分県別府市、佐藤清信
校長）の「食物科」では、
調理や栄養の知識はもちろ
ん、熟練の料理人による実
技指導を通して、和食・洋
食・中華に加え、製菓・製
パンの専門技術を身につけ
るための実践的な学習を展
開。調理師免許の取得を目
指すことができるのが大き
な特徴だ。
　一昨年には、＂和食の街＂
として知られる石川県金沢
市が主催する「全日本高校
生WASHOKU グランプ
リ 2019」の決勝大会にお
いて審査員特別賞を受賞す
るなど、活躍の場を広げて
いる。
　19 年度の大会テーマは
「出汁を使った和食」。同校
は、地元・大分県の郷土料
理を中心に、地場産の食材

や特産品をふんだんに活用
し、「スタミナ鶏ひつまぶ
し」「大分とり天」「だしり
ゅうきゅう」「どんこの味
噌汁」「やせうま」の 5品
を考え、これらを大分の魅
力が凝縮された「大分
WASHOKU御膳」として
仕上げた。
　大分が「ラグビーワール
ドカップ 2019」の準々決
勝の地であったことから、
「出汁」の魅力や「旨味」
が極まった料理を国内・外
に発信したいという思いが
込められたという。新型コ
ロナウイルス感染症拡大の
影響により、残念ながら、
20 年度の同大会の開催は
見送られたが、大会の再開
に向けて生徒たちは日々の
学習の中で練習に励み調理
スキルを磨いている。
　そのほかにも、1年次の
「かつらむき大会」、2年次
の「ワンプレート大会」、3
年次の「作品展示会」など、
校内で開催されるコンテス
トが豊富なのも特色の一つ
だ。毎年校内コンテストを
実施することで、生徒一人
ひとりの技術の向上につな

がっている。
　1年次に開催されるかつ
らむき大会は、調理実習を
通して身につけてきた技術
や知識を発表する場として
毎年開催されている。昨年
の優勝者は、過去 15 回の
最長記録を塗り替える
4.65㍍を記録した。
　定期的に地域住民を招い
て地域交流会として高校内
で「高校生レストラン」を
開催。時には、地元の保育
園やお祭りなどにも参加
し、毎回好評を得ている。
　また、全国の郷土料理を
調べ、メニューに取り入れ
て授業の一環として集団調
理を行ったり、昼休みに寮
生を含む高校生が食事を摂
れる食堂を開いていたりす
るのもユニークな取り組み
だろう。食物科の生徒によ
る挑戦は多岐にわたり、「食
育」の役割も担っているの
だと明かす。
　このように、イベントな
どへの参加が生徒たちの学
習意欲を一層高め、職業観
を十分に養い、それと同時
に実践的な力を身につける
ことにつながっていく。

　株式会社海星ムサシ（本
社・福岡市、中島信行代表
取締役）は、平成 6年に鮮
魚小売店として創業した。
同 12 年には精肉部門を併
設し、全国的にも珍しい鮮
魚と精肉を併せ持つ専門店
として、九州を中心に東京
や大阪など全国各地への店
舗出店を果たしている。
　創業当初は、鮮魚の仕入
れ販売が基幹事業だった
が、時代のニーズを読み、
精肉・惣菜とカテゴリーを
増やしながら、スーパーマ
ーケットや大手百貨店へと
進出。各地域の地元の食材
の特徴を十分に理解した上
で、味覚・香り・栄養素が
豊富な「旬」を大切にし、
最高の商品を食卓へ届ける
ことで信頼の積み重ねに成
功した。
　一方、テナントとして店
舗を展開するため、出店先
の新規開拓も重要な仕事の
一つだ。より多くの企業か
ら声をかけてもらうため
に、商品の品質を向上させ
るだけではなく、接客マナ
ーやサービス体制などにも
注力する必要がある。そう

することで、今後もさらな
るレベルアップを目指しブ
ランド力を磨いていく体制
が整っている。
　社歴や性別などに関係な
く役職に就くことが可能な
のが同社の特徴の一つだ。
そのため、仕事での成果が
正当に評価され、女性店長
の活躍も珍しくはない。
　そのほかには、社員たち
が心地良く快適に働ける環
境づくりにも取り組んでい
る。風通しの良い風土、若
手の抜擢、研修や資格取得
支援、福利厚生面の充実な
ど、すべての社員が安心し
て働ける環境が用意されて
いるのは嬉しい。
　海星ムサシ社では、今後
も「食」という私たちの生
活に欠かせないジャンルだ
からこそ、より顧客に選ば
れる「豊かな食生活」を追
求・提供していく。

研究」の授業で「地域活性
化講座」を開講し、地域に
おける課題の発見や解決に
取り組んだ。
　「生徒自身が自ら地域を
見て、聞いて、感じる。そ
して貢献できる事柄を考
え、実行する」という一連
の PDCA サイクルに基づ
くこれらの諸活動は、年間
計画を整理することで、当
初の想定を越える効果が顕
著に表れたのだという。
　具体例を見てみよう。昨
年、学校周辺で「豪雨災害」
が発生し、多くの被害が出
たことを契機に、「なぜ豪
雨災害が発生したのか」と
いうテーマのもと、自然環
境や地理的解析に着手する
のと同時に、治水対策につ
いて大学教授から講義を受
けた。また、別日程で災害
発生地域の野外フィールド
ワークを実施することで、
講義で得た知識が体験的に
定着し、さらに深い地域理
解につながった。
　他方、地域おこし協力隊
の講師による講演を契機と
して、自治体と共催した「こ
ども・あそび・マルシェ」

の開催など、生徒自身が自
己有用感を高め、さらなる
地域貢献につながる行動を
始めるきっかけとなった。
いずれにしてもこれらの取
り組みは、両キャンパス共
に試行錯誤の連続だった。
令和 2年度からは、校務分
掌に基づき、さらに教育課
程の中に位置づけることで
より効果的な活動が行える
環境を整えた。
　2年目となった令和 2年
度は、地域との関係性にお
いて、大きく飛躍した一年
であったと言えそうだ。令
和 3年度で「モデル校」と
しての活動は一旦終了する
が、その後も継続して地域
活性化の一端を担う教育活
動に邁進していく構えだ。
こうした多様な経験が糧と
なり、生徒が進路選択にお
いてより主体的に取り組む
ことを期待したい。

在校中から調理スキルを向上させる

会社が大きく成長を続けるのと同時に
社員が安心して働ける環境を提供する

野外フィールドワークを実施する
ことで生徒の理解を深めた

目 指 す の は 自 己 有 用 感 の 醸 成 と 地 域 貢 献
多様な経験と実践が主体的な進路選択を実現する

九州・
沖縄

風通しの良い快適な職場環境
顧客の豊かな食生活に貢献

別府
溝部学園
高等学校

株式会社
海星ムサシ

佐賀県立
白石高等学校

地 域 と
つながる高校魅力化計画
学校内で
地域交流高校生レストラン

http://seichoukigyou.com/2015年7月1日（水）http://daigakushinbun.com/
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■10代　　■20代
■30代　　■その他

37.0%37.0%

16.7%16.7%
30.3%30.3%

9.0%9.0%

15.7%15.7%11.2%11.2%

18.0%18.0%

14.6%14.6%

22.2%22.2%

53.7%53.7%

18.5%18.5%

27.8%27.8%

16.7%16.7%

5.6%5.6%1.9%1.9%

■学習経験無し　　■初級　　
■中級　　　　　　■上級
■無回答

■日本語学校　　■専門学校
■短期大学　　　■大学
■大学院　　　　■未定
■無回答

30

25

20

15

10

5

0

24

9

5
8

2

20

26

13

6

11

5
2

14

9

4

1.1%

教
育
学・心
理
学

医
学

環
境
科
学
、畜
産
学
、農
林
学
等
 

デ
ザ
イ
ン（
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、

室
内
デ
ザ
イ
ン
、土
木・測
量
等
）

建
築
と
建
設

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ（
機
械
工
学
、

電
気
工
学
／
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
、

原
子
力
等
） 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術

（
I
T
、W
e
b
デ
ザ
イ
ン
、グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

デ
ザ
イ
ン
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
等
）

芸
術（
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン・マ
ン
ガ
、

写
真
、映
像
工
学・光
工
学
、

音
楽・声
優・舞
踊
、演
劇
等
） 

広
告
、放
送
、メ
デ
ィ
ア
 
 

精
密
科
学
と
自
然
科
学

（
物
理
学
、化
学
、生
物
学
等
） 

観
光・ツ
ー
リ
ズ
ム・ホ
テ
ル
 

商
学
 

経
理
、課
税
、フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
 

経
済
学
／

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、経
営
学
 
 

言
語
学
 

 

（件）

新宿区）が昨年の 6 月 30
日に公表した「2018 年度 
海外の日本語教育機関調
査」の結果によると、18
年度時点でロシアには 1 万
1,764 人の日本語学習者が
おり、世界の国・地域別で
第 22 位、東欧諸国では第
1 位に位置している。日本
語学習者数・日本語教育機
関数・教師数のいずれも、
前回調査（15 年度）と比
べて 30% 以上増加してい
た。同基金がその背景にあ
る要因として挙げるのが、
17 年の日本査証（ビザ）
取得条件の緩和等によるロ
シアからの訪日観光客数の
増加や、17 年後半から 19
年前半にかけて、日露間に
おける人的交流の拡大を図
って開催された「日露交流
年（ロシアにおける日本
年）」の影響などに起因す
る日本に対する関心の高ま
りだ。
　また、ロシアにおいて長

日本語学習者数で東欧1位
第一外国語は複数から選択可

　日本の外務省によると、
ロシアの教育制度は初等普
通教育 4 年間、基礎普通教
育 5 年間、中等普通教育 2
年間の「4―5―2 制」となっ
ている。初等・中等教育は、
11 年制の「シュコーラ」
と呼ばれる学校で行われ、
そのうち 1 〜 9 学年（6 〜
15 歳）が義務教育とされ
ている。基本的にロシア語
によって教授され、一般学
校では第 2 学年（7 〜 8 歳）
から第一外国語（英語・ド
イツ語・フランス語・スペ
イン語から選択）の授業が
始まる。大学などの高等教
育機関への進学を希望する
者は、中等普通教育修了時
に日本の大学入学共通テス
トに相当する「統一国家試
験（EGE）」を受験する必
要がある。
　国際交流基金（本部東京・

らく日本語教育の中心を担
ってきた高等教育機関に在
籍する学生らの主な学習動
機としては、日本文化（伝
統文化、武道、文学、映画、
アニメーション、ポップカ
ルチャー、テクノロジー等）
に対する興味のほか、留学
や将来の就職、起業に結び
つけたり役立てたりするた
めといった実利的目的など
があるようだ。
　ロシアでは新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大が
収まらず、1 月 18 日現在
の感染者数は累計で 350
万人以上にも上っている。
昨年末の 12 月 5 日には、
ロシア国内で開発された新
型コロナワクチン「スプー
トニク V」の接種が始まっ
た。1 月 18 日からは、ロ
シア国内の 18 歳以上のす
べての希望者に対して、ス
プートニク V のワクチン
接種を可能としている。
　なお、ロシアでは、新型
コロナウイルス感染症の広
がりを受け、従来対面ある
いは郵送が主流だった大学
進学希望者の出願・進学手
続きをオンライン化する動
きが急速に進んでいるとい
う。実際に、昨年よりロシ
アの公共サービスポータル

サ イ ト で あ る「Public 
Services Portal of the Russian 
Federation」で、出願マル
チサービスが利用できるよ
うになった。この画期的な
システムに対して大きな期
待が寄せられている。

ロシア現地の若者に向けた
オンラインイベントを開催

　進路情報研究センター・
ライセンスアカデミー（本
社東京・新宿区）は昨秋
10 月、日本留学に興味を
持つロシア現地の若者を対
象に「オンライン日本留学
フェア」を 24・25 日の二
日間にかけて開催した。ラ
社は感染拡大防止のため、
例年行っている対面形式で
はなく、ウェブ会議サービ
ス「Zoom」を使用したオ
ンライン形式で実施。初日
には 73 人、二日目には 56
人の来場があった。
　イベント開催中は、メモ
を取りながら真剣に講師の
話に耳を傾ける者や、留学
前に必要な準備などについ
て積極的に質問する参加者
の姿などが目立った。イベ
ント終了後には、感謝の言
葉と共に、「また同じ形式
のイベントを行って欲し
い」との感想が寄せられる
など、現地に定着した「日
本留学フェア」に対する期
待の高さを感じさせた。な
お、今回のオンラインイベ
ントは、在ウラジオストク
日本国総領事館が毎年秋に
開催している日本文化フェ
スティバル「日本の秋」の
プログラムの一つとして認
定され、在外公館のウェブ

サイト上などでも告知され
た。日露間の人的往来が一
時的に制限される状況下
で、両国の異文化理解の推
進を図る好機となったのは
間違いなさそうだ。
　今回、ラ社は「オンライ
ン日本留学フェア」の参加
者を対象に、事前アンケー
ト調査を実施した。その結
果を見てみたい。まず、「日
本語学習レベル」を見ると、

「初級」が 53.7% で最も多
かった。以下、「中級」が
22.2%、「学習経験無し」が
16.7% と続いた。また、「希
望している留学先」を尋ね
る と、「 日 本 語 学 校 」 が
30.3% でトップ。以下、「大
学院」18.0%、「短期大学」
15.7%、「未定」14.6% と
続く結果となった。最後に、

「興味のある分野（複数回
答可）」については、「芸術

（アニメーション・マンガ、
写真、映像工学・光工学、
音楽・声優・舞踊、演劇等）」
が 26 件でトップ。以下、「言
語学」24 件、「コンピュー
ター技術（IT、Web デザ
イン、グラフィックデザイ
ン、コンピュータゲーム
等）」20 件、「観光・ツー
リズム・ホテル」14 件と
続いた。文化・言語・科学
技術・産業など、さまざま
な観点から日本に対する理
解を深めたいと考える参加
者の姿勢がうかがえる。ラ
社では、3 月 27・28 日にも、
ロシアの日本留学希望者を
対象とする「日本留学フェ
ア」をオンライン形式で開
催予定だ。日本留学を志す
多くの若者の参加が期待さ
れる。

「オンライン日本留学フェア」事前アンケート 集計結果
■年齢

■興味のある分野（複数回答可）

■日本語学習レベル ■希望している留学先

新型コロナ下のロシアの若者対象留学相談会
ロシアの教育トピックス❷

　世界最大の国土を有し、国際社会でも強いプレゼンスを示す
ロシア連邦。文学・食・美術・音楽・バレエといった豊かな文
化は、世界中の人々を惹きつけてやまない。日本とは古くから
交流を重ねてきた歴史があり、友好親善活動も活発だ。
　本稿では、ロシアの教育制度や日本語学習事情、現地におけ
る新型コロナウイルス感染症の感染状況などについてお伝え
すると共に、昨年秋に開催された「オンライン日本留学フェア」
の様子を報告する。

ウェブ会議サービス「Zoom」を通して日本留学に関する情報を届けた

オンライン形式による実施だったが、参加者の反応は全体的に良好だった
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「オンライン日本留学フェア」を開催
画期的な「出願マルチサービス」が始動


