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劇的変化の令和 2 年度。＂Withコロナ時代＂の就職活動の在り方
令和 3 年度が目前に迫っている。振り返れば、令和 2 年度は新型
コロナウイルス感染症に直撃され、高校側も企業側も変化を求められ
る一年間となったことだろう。ここでは、厚生労働省が 3 月に発表し
た「労働経済動向調査（令和 3 年 2 月）
」や大学新聞社などが実施し
た「コロナ禍における高校現場の変動実態調査」から、激動となった
令和 2 年度の就職環境を概観する。

採用活動の成果前年同期より下方
新型コロナの影響映す採用状況
厚生労働省は 3 月 17 日、
「労働経済動向調査（令和

件、
「採用情報」58 件と続

平 均 が 81.9 ％ だ っ

いた。

たのに対し、
「2020
年度内定率」は

企業との接点

訪問」などが影響として挙

76.8 ％ と、5.1 ㌽ 減

採用情報

げられた背景として考えら

少していることが

職場見学

れるのは、新型コロナへの

分 か っ た。 新 型 コ

オンラインツールの使用

内定（配属予定）が達して

罹患を回避するための施策

ロナ禍を発端とす

いない」の内訳を見ると、

として、オフィスへの出勤

る影響が経済動向

「採用計画数以上の応募者

自粛と共にテレワークが求

や各企業の採用活

数はあったが計画数までの

められたり、時短営業が要

動 な ど に 波 及 し、

採用内定は行わなかった」

請されたりしたことに伴っ

結 果、 就 職 活 動 に

が 4%、
「採用計画数に応

て生じたであろうマンパワ

も大きな影響を与

した。この中で特に注目し

募者数が達していない」が

ーの著しい不足だ。実際に

えていることが考

たいのが、
「令和 3 年新規

38% だった。

発令された
「緊急事態宣言」

えられる。

約 6 割の事業所が採用計

に対する産業界側の対応と

「就職指導で不安

画数通りの採用活動を進め

状況はその最たる例だろ

なことはありまし

発表によれば、令和 3 年

る一方、応募者数が採用計

う。

たか（複数回答可）
」

新規学卒者の「採用計画・

画数に満たず、人材確保が

採用予定がある」事業所の

困難な事業所も少なくなか

については、
「就職イベン

数」が最も多く 265

割合について、調査産業計

った。また、ごくわずかで

トの中止」
「求人の取り消

件、そのほか、
「県

で は 高 校 卒 40 ％（ 前 年 同

はあるが計画数まで採用内

し」
「募集の一時中止」
「採

期比 8㌽減）
、 高 専・ 短 大

定は行わなかったという事

用スケジュールの全体的な

「採用スケジュー

卒 28%（同 8㌽減）
、大学

業所もあり、少なからず新

遅れ」などが挙がった。ま

ル」などの声が挙

卒（ 文 科 系 ）37%（ 同 10

型コロナウイルス感染症が

た、
「オンラインツールの

がった。

㌽減）
、 大 学 卒（ 理 科 系 ）

影響していると思われる結

使用」が件数を上げている

39%（ 同 9 ㌽ 減 ）
、大学院

果となったと言えそうだ。

ことから類推できるのは、

関する調査結果だ。

24 件を数えた「その他」

卒 21%（同 7㌽減）
、専修

対面で接触する機会が減少

学校 22%（同 5㌽減）とな

す る こ と に 伴 い、
「WEB

高校現場のリアルな声切実に
企業との対面型機会が激減

り、すべての出身学歴にお
いて前年同期の数値を下回
る結果となった。

企業の訪問

「職場見学」や「企業の

3 年 2 月）
」の結果を公表

学卒者の採用内定状況」に

■コロナの影響が、
就職活動のどの部分に影響を及ぼしましたか

大学新聞社とライセンス

に対しては、
「求人

内企業の募集状況」
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■現在未定者はどのような業界を希望していますか
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ミスマッチをいかに防ぐか
今後の産業界の動向を注視
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職活動の推移や産業界の動
向によっては、ミスマッチ
の温床にもなりかねない可

面接」などの採用活動が増

「どのような業種への内

能性が排除できない。希望

加しているのではないかと

定が決まっていますか」と

通りの業種から内定を得ら

いうことだろう。

いう問いに、5 つ以内で選

れた生徒がいる一方で、希

令和 3 年新規学卒者の

アカデミーは昨年末の 12

コロナ禍において、企業

択 を 求 め る と、
「建設」

望通りの進路が実現できな

「採用計画・採用予定があ

月 8 〜 22 日、全国の高等

の人事・採用担当者が直接

188 件、
「流通・小売」267

い者が一定数いることもあ

る」事業所について、高校

学 校 の べ 5,073 課 程（ 全

学校へ足を運んで学校側と

件、
「製造」389 件、
「アパ

り得るだろう。

卒の採用内定（配属予定）

日制・定時制等含む）の進

交流する場が激減し、就職

レル」48 件、
「電気・ガス・

の状況を見てみよう。

路指導担当教員を対象に

志望者が会社の雰囲気を直

インフラ」113 件、
「飲食」

らゆる社会状況が変化し、

すでに見た通り、高校新

「コロナ禍における高校現

接自分の目で確かめる機会

91 件、
「観光・宿泊」88 件、

激動の一年間となった令和

卒における「新規学卒者の

場の変動実態調査」を実施

「物
さえも奪われてしまった。 「医療・介護」209 件、

2 年度。令和 3 年度の就職

採用計画・採用予定がある」

した。
有効回答数は 715 校・

直接対面しなくても情報を

流・ 運 輸 」217 件、
「情報

活動スケジュールは、求人

は 40% だった。具体的な

721 件。調査結果の中でも

入手することは可能ではあ

処 理・IT」35 件、
「美容」

申込書の受付を 6 月 1 日

内訳は、
「採用計画数より

特に就職環境に注目する。

るが、面談や会話、相手の

67 件、
「 施 設・ 設 備 管 理 」

に開始し、
「企業による学

「コロナの影響が、就職

表情から得られる情報も少

74 件、
「その他」113 件と

校への求人申し込み及び学

をした」は 10%、
「採用計

活動のどの部分に影響を及

なくない。直接話をするこ

いう回答を得た。

校訪問開始」が 7 月 1 日、

画数どおり採用内定（配属

ぼしましたか」と尋ねたと

とで相手の人柄などが伝わ

また、
「現在未定者はど

「学校から企業への生徒の

予定）をした」は 49％、
「採

ころ、最多は「職場見学」

り、会社の良さを知ること

のような業界を希望してい

応募書類提出開始」が 9 月

用計画数に採用内定（配属

232 件 だ っ た。 以 下、
「企

も可能だ。そして、直接会

ますか」という問いに、同

16 日から始まることが厚

予定）が達していない」は

業 の 訪 問 」211 件、
「企業

社の雰囲気を感じ取ること

様に 5 つ以内で選択を求め

生労働省から発表されてい

42% となっていた。

と の 接 点 」139 件、
「オン

で、入社後のミスマッチ防

た結果の上位 2 業種は、す

る。新型コロナは収束のメ

ラインツールの使用」109

止にもつながる。オンライ

でに「決まっている」上位

ドが立たず、その影響は数

ン上でのやり取りだけで完

2 業 種 の「 製 造 」
「 流 通・

年にわたるだろうとの指摘

結するスタイルだと、会社

小売」と完全に一致してい

も少なくない。令和 2 年度

や先輩社員の雰囲気まで把

る。その意味では志向とし

の就職状況を踏まえつつ、

握することは難しい。そう

てのマッチング性は高いよ

＂With コロナ時代＂ の就職

した観点から、オンライン

うにも見える。

活動について、より良い在

多く採用内定（配属予定）

この「採用計画数に採用

■学歴、
令和3年新規学卒者の採用内定
（配属予定）
状況別事業所割合

学歴

新規学卒者
の採用計画・ 採 用 計 画 数
採用予定が より多く採
用内定（配属
ある
予定）をした

採用計画数 採用計画数
どおり採用 に採 用内定
が
内定（配属予（配属予定）
達していない
定）をした

（単位：％ ）

採 用計画数
以上の応募
者数はあった
が計画数まで
の採用内定は
行わなかった

採用計画数
に応募者数
が達してい
ない

ツールを活用した就職活動

高校卒

40（ 48 ）

10（ 9 ）

49（ 48 ）

42（ 43 ）

4（ 2 ）

38（ 41 ）

に不安を抱く教員が少なく

高専・短大卒

28（ 36 ）

3（ 4 ）

48（ 47 ）

48（ 49 ）

7（ 6 ）

42（ 43 ）

ないのかもしれない。

文科系

37（ 47 ）

8（ 7 ）

59（ 56 ）

33（ 37 ）

8（ 8 ）

25（ 29 ）

理科系

39（ 48 ）

6（ 4 ）

55（ 49 ）

39（ 47 ）

10（ 10 ）

30（ 36 ）

大学院卒

21（ 28 ）

5（ 4 ）

58（ 54 ）

37（ 41 ）

10（ 10 ）

26（ 31 ）

専修学校卒

22（ 27 ）

4（ 4 ）

45（ 45 ）

51（ 51 ）

6（ 7 ）

45（ 45 ）

大学卒

＊（

）は、前年同期の数値であり、
「令和 2 年新規学卒者」に関するもの。
（令和 3 年 2 月 1 日現在、調査産業計）
（資料：厚生労働省「労働経済動向調査（令和 3 年 2 月）」）

一方、
「建設」
「電気・ガ
ス・インフラ」
「医療・介護」

新型コロナ禍に伴い、あ

り方や好ましい構えをまだ
まだ模索していく必要があ

「物流・運輸」
「施設・設備

りそうだ。高校側はさらな

ま た、
「1 次 応 募 段 階 に

管理」では、実際に内定が

るオンライン対策の徹底を

おける就職希望者の内定率

決まっている件数の多さ

すると共に、企業側には、

についてご回答ください」

と、未内定者の就職希望の

会社の雰囲気をより感じ取

と い う 問 い に 関 し て は、

件数に差が開いている。こ

れる機会を創出することが

うした現象は、その後の就

求められる。

「2019 年度内定率」の全国
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校内説明会の効用
安定感ある指導体制

北海道

本校は「総合的な探究の

変化する社会情勢の中で安定した就職指導
北海道
穂別高等学校
校内ガイダンスで生徒の進路意識を高める

時間」の中で進路行事を定
期的に実施しており、特に
外部講師を招いた校内ガイ
ダンスに重点を置いていま
す。1 年次からキャリア教

「小さな学校で大きく成長する学校」を目指しているのが、北海道
穂別高等学校（北海道勇払郡むかわ町、小野達彦校長）だ。豊かな
自然環境のもと、生徒一人ひとりを大切にする指導を行っている。
進路指導部長の大友光裕教諭を訪ね、新型コロナウイルス感染症の
拡大期当時を中心に、就職指導の状況をうかがった。

志望者優位の＂売り手市場＂

育に注力し、外部の講師を

を維持してスタートを切る

招いて、2 年次に実施する

ことができました。オンラ

インターンシップに向けた

大友 光裕 教諭

インによる職場見学や企業

講話を行っています。聴講

を行いました。受講を通し

説明会、面接など、企業側

した生徒は「働くことの意

て進路について関心を高め

望の実現に向けたサポート

の選考活動の部分では新型

義」や「インターンシップ

るのと共に、学問に対する

を行いました。

コロナ拡大の影響を感じま

における心構え」に耳を傾

興味や職業理解を深める良
い機会となりました。

生徒との近い距離を活かし
不測の事態にも対処

新型コロナ禍による社会

したが、観光関連の就職志

け、インターンシップに対

的混乱を受けて、特に観光

望者をはじめ、ほかの生徒

する気持ちを高めていきま

その分教員と生徒の距離の

関連の企業や採用活動がど

も就職内定をしっかりと得

す。

近さが進路指導において有

のように動いていくのかが

ることができたことには感

効に働いたと実感する一年

最も不安な要素でした。ま

謝しています。

となりました。

た、保護者の意見が生徒の

本校は小規模校ですが、

新型コロナウイルス感染

動向や意志決定に色濃く反

症の感染拡大に伴って、高

映されることが多く、令和

校新卒就職志望者に対する

2 年度においては地元企業

採用スケジュールに変更が

就職の希望が多かった印象

生じたものの、教員が生徒

があります。生徒が志望す

は非常に多様化しており、

一人ひとりと深い関わり合

る職種が地元にはないなど

いを持ち指導に当たること
ができたため、それほど影
響を感じませんでした。

リアルイベントだからこそ
正確な情報が入手できる
近年、進路の形やルート

進路指導部長

実際に企業や学校が来校
して開催するガイダンスや

ま た、1・2 年 次 を 対 象

面談による鮮度の高い情報

とする「出前授業（進路ガ

は、生徒の進路意識を維持

イダンス）
」も実施しまし

するモチベーションにもつ

た。大学や短期大学、専門

ながっています。本校の立

学校を招き、生徒は興味・

地上、インターネットを通

関心のある分野の講演を聞

じた情報収集も不可欠であ

くことができました。

るため、このようなイベン

一部の参加校はオンライ

トを通して情報を得ること

教職員がそれらすべてに対

ン型の講座となりました

でインターネット上の情報

のジレンマもありました

してスピード感を維持して

が、公務員の仕事や採用試

が正しいのか否かを確認す

が、結果的には担任教諭と

対応することが難しい状況

験対策について有益な情報

る好機にもなっています。

の面談を重ねていく中で生

に陥りつつあります。その

を得ることができるプログ

今後も校内ガイダンスな

基本的には、担任教諭が

徒と保護者、両者が納得で

意味では、最新の情報を一

ラムでしたので、志望生徒

どのイベントを活用し、実

中心となって面接指導や業

きる成果を残せたのは本当

度に入手できる「校内ガイ

にとって有意義な時間とな

際に新型コロナの影響を受

界研究指導に当たりまし

に良かったと思います。

ダンス」は、生徒はもちろ

りました。ほかの講座では

けると予想される令和 3 年

た。生徒の要望を把握した

昨年の一斉休校以降、就

ん、教員にとっても、情報

デザイン系職業に関する講

度も可能な限り最新の情報

上で企業に対するアプロー

職環境が厳しいと伝えられ

収集において非常に価値の

演やプログラミング体験、

を持って進路指導に当たり

チ方法などを教え、夢や希

る状況であっても、本校は

あるものです。

介護福祉士の仕事体験など

たいと考えています。

新生活をスタートさせるみなさんの気持ちに寄り添い、
健やかで豊かな暮らしをサポートする生活環境をお届け
したい。それが私たち「学生会館」の願いです。

https://dormy-ac.com
：

：
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インターンシップ
フォローアップ

東 北
岩手県立
久慈東
高等学校

北

勤労観・職業観を養うためのインターンシップ
三日間の職業体験を達成感と成長につなげる

進路に合わせた豊富な系列を持つ総合学科高校として、人文科学・
自然科学・情報ビジネス・食物・介護福祉・環境緑化・海洋科学の
7 系列・11 の総合科目群を設定している岩手県立久慈東高等学校
（岩
手県久慈市、髙橋克壽校長）
。地域躍進の先駆けとなり、次代に活
躍できる人材の育成を目指す同校のキャリア教育に迫る。

むと共に、段階的な自己成

進路実現に向けた目標を設定
講話や先輩から学びを得る

身につけ、将来の生き方や
進路を考える機会とする。

インターンシップは全員参加
勤労観や職業観を身につける

衣料品店や造船会社、
スーパーマーケット等のインターン先で働くことの意義を考える

た 10 月 に は、5 〜 7 日 に

告ができずに注意された生

目標を見通した生き方を考

は「総合的な探究の時間」

2 年次全員を対象とするイ

徒は、意識して報告を心が
けるようになったという。

長のための努力目標や到達

令和 2 年 9 月11日、同校

岩手県立久慈東高校は、

えるように導く。具体的に

を使って「インターンシッ

ンターンシップを実施。あ

「キャリア教育全体計画」

は、社会人による講話に耳

プ事前セミナー」を実施し

る生徒は、インターンシッ

そのほかにも、
「長期休

を策定し、万全な指導体制

を傾け、働くことの意義や

た。インターンシップをよ

プで学んだこととして、
「コ

業中のアルバイトであって

を整えている。その目標の

社会で必要とされる力のこ

り効果的な体験とするため

ミュニケーションをしっか

も就くことができない職種

一つとして、
「勤労観・職

となどを考えていく。そし

に、基本的なマナーや仕事

り取ることと、分からない

を体験できました」
「三日

業観を育むための職業に関

て、大学・短期大学や専門

に対する取り組み方につい

ことがあったら分かるまで

間やり遂げることで達成感

する知識・能力を育成する」

学校、また、企業を見学し

て学習し、将来働くことに

聞くこと」を挙げた。不明

が身につき、成長できまし

ことを掲げる。

て意識を高めること、そし

向けて意識の向上を図る機

点はコミュニケーションを

た」などの感想が寄せられ

1 年次は、自らの進路計

て先輩に当たる 3 年次の進

会とした。

通して解消することの重要

るなど、満足度の高い結果

画を実現するために、将来

路目標達成に向けた取り組

外部講師を迎えたセミナ

性を理解する機会となった

が得られたようだ。

を設計する能力や態度を育

みをヒアリングし、高校時

ーの当日は、インターンシ

代になすべきことについて

ップに向けての心構えとし

さらに「お客様のことを

につけながら職場でのマナ

考える機会を設けている。

て、自己紹介の仕方や基本

最優先に考え、誰のために

ーや対人関係の大切さ、協

2 年次インターンシップ

的な言葉遣い、また職業体

働いているのか、あるいは

調性について学ぶことを目

は、生徒の意欲や適性等を

験日の流れや仕事の取り組

次にできることは何かを考

指す。1 〜 3 年次までの進

考慮しながら実施する。産

み方、就職を見据えた高校

えながら行動する大切さを

路スケジュールを示し、計

業社会での実体験を通して

生活の過ごし方を学んだ。

学びました」というように

画的・系統的な指導の充実

望ましい勤労観や職業観を

そのセミナー参加を受け

話す生徒もいた。初日に報

を図る。

創業以来受け継がれる高度な技術
顧客から確かな信頼を得る人材育成

た経験豊富な技術者が強い

おもしろさにつながってい

電部門においては、既設鉄

率先して研修や講習、勉強

ます」と、語る。

塔の点検やパーツの交換な

会などに参加して技術のブ

事前セミナーを経てインターン
シップに参加

株式会社
愛工大興

愛工大興（本社・仙台市）は「研鑽、創造および革新に励み、安全
で高品質な工事施工をする会社となる」ことを経営理念として掲げ
てきた。送電線建設工事・内線工事事業を中心とする事業を展開し、
顧客から厚い信頼を寄せられる同社の仕事の魅力や人材育成につい
て、総務部の阿部宏行氏にお話をうかがった。

株式会社愛工大興は、創

責任感をもって現状把握や
情報共有、現場作業に当た
る。迅速かつ明瞭で安心で
きるとして評判が高い。送

一方、
「工期を守ること

ど幅広いケアを行い、内線

ラッシュアップに努める企

部門・変電部門でも屋内電

業風土のもと、若手のうち

進められる仕事ではない」

気設備や受変電設備に関す

からあらゆる工程に携わる

のが大変な点であるとい

るフォローに万全を期して

ことで、技術やノウハウに

う。また、
「高圧送電線建

いる。こうしたキメ細かい

関する「引き出し」を増や

設工事に関しては、
雨や風、

さまざまな努力の背景にあ

していく。

大きさ」
だと強調する。
「私

雪など気象条件に左右され

るのは、社員の成長を重視

たちがつくるものは、100

る山の中での仕事となるた

した人材育成方針だ。

㍍規模の鉄塔など、ダイナ

め、屋内の電気設備工事も

人材育成の支柱となって

ミックかつ、長い期間、形

含めて基礎体力が求められ

いるメンター制度は、基礎

として残るものが圧倒的で

ます」と、体力面での厳し

のレクチャーから安全面の

「 一 人 前 に な る ま で 10 年

す。経験を確実に積み上げ

さを明かした。

教育はもちろん、業務以外

は必要」とされる業界でも

総務部の阿部宏行氏は、
同社で働くことの魅力を

内線工事事業を中心に業容

「つくりあげているものの

総務部

阿部 宏行
氏

ざまなフォローアップが、

のプライベートでも親身に

多くのプロフェッショナル

った分だけ評価に反映され

ンスにもしっかりと対応し

相談できる環境づくりの一

を輩出し続けている秘訣な

る点が、仕事のやりがいや

ており、現場を知り尽くし

翼を担っている。社員自ら

のだろう。

株式会社愛工大興
電力の安定供給をトータルにサポート

組織の強み・社風
特別職国家公務員として、人々が安心して暮らせる基盤を支えます。大規模災害時には被災者の救助や生活支援
といった活動を行い、地域の方々から感謝の言葉をいただいています。そのほか、海外での各種訓練や平和協力で
の幅広い経験、自衛隊内における教育は、自己のスキルアップに直結するなど、やりがいを感じる安定した仕事です。

会社情報

組織情報

仕事紹介

●基幹事業 送電線、
変電所、
屋内電気設備な
ど電気供給のインフラ整備
●設
立 1946年
（昭和21年）
●資 本 金 98,000,000円
●従業員数 113人

▲東京都市ケ谷地区内に所在する庁舎

▲国の平和と独立を守るための活動を行う

考

【防衛省庁舎】東京都新宿区市谷本村町5-1
＊郵便番号は各局・監部等により異なる

『仕事・資格GUIDE BOOK』
将来の＂なりたい自分＂への第一歩

送電線建設に関
するあらゆるサービ
スを提供できるのが
当社の強みです。積
極的なコミュニケー かけるのが社風。
これからも新卒者
ションづくりを行
い、若手社員への教 の離職率ゼロを目指
育指導にも、時間を します。

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
▲2021年度版
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。

〒984-0015 仙台市若林区卸町3-3-13（本社：宮城県仙台市）
TEL 022-231-4142
URL http://www.ai-taikoh.co.jp/

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL 03-5925-1656 URL https://licenseacademy.jp/

会社の強み・社風

備

問合せ

TEL 0120-063792
（募集コールセンター）
URL https://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

く、成長を下支えするさま

同社は納品後のメンテナ

知れば知るほど誇れる仕事

自衛隊の第一の使命は、日本の平和と独
立を守り、維持することです。日本が武力
攻撃などの有事に見舞われた場合でも、国
民の生命と財産を守るために、即座に効果
的な対応ができるように備えています。国
の防衛に携わる仕事です。有事の際にはさ
まざまな災害派遣活動を行い、人命救助と
復興に尽力。さらには国際平和協力活動の
主役として活躍しています。

社員一人ひとりの仕事に
対するモチベーションが高

ることができるため、頑張

防衛省・自衛隊
●業務内容 国の平和と独立を守り安全を保つため、
各種事態への対応、国際平和協力活動
および大規模災害への対応 など
●設
立 1954年（昭和29年）
●現 員 数 22万7,442人
（令和 2 年 3 月31日時点）

同校は今後も勤労観を身

が大切であり、ゆっくりと

業以来、送電線建設工事・
を拡大してきた。

ようだ。

お問い
合わせ

ライセンスアカデミー
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静岡県立
伊東商業
高等学校

コンテストW受賞
フューチャーライブ

「第9回高校生ビジネスプランコンテスト」
グランプリと準グランプリをW 受賞

昭和 38 年に開校し、
「開拓」を校訓に掲げる静岡県立伊東商業高
等学校（静岡県伊東市、川口喜弘校長）
。常葉大学経営学部（静岡
県浜松市）が主催する「第 9 回高校生ビジネスプランコンテスト」
で素晴らしい成績を収めた同校 3 年次の生徒たちの活躍に注目する。

ナ禍で需要が高まった企業

木片を利用した幼児向けの
魚釣りゲームがグランプリ

残余の木片を利用した魚釣

て情報提供を行うマッチン

りゲームの製作と販売に取

グサイトを提案した。

のサテライトオフィスの誘
致事業に注目し、オフィス
設置を検討する企業に対し

り組んだ。新型コロナウイ

グランプリと準グランプリを獲得した生徒からは充実感が漂う
んの苦労があったことも明

した高校生のみなさんには

かした。

大きな負担をかけることに

貴重な経験が成長を促す
今後の活躍に高まる期待

また、準グランプリに輝

なりました。そのような中

いたチームのリーダー・志

でも優れたビジネスプラン

村真夢さんは「パワーポイ

を披露してくださったみな

いう社会的な問題が顕在化

「今回このようなグラン

ントの作成や発表などに苦

さんには、改めて感謝申し

していることを知った生徒

プリを受賞することができ

労しましたが、仲間たちと

上げます」と、心中を明か

発表と交流の場を提供し、

たちは、木片にリラックス

て、
とても嬉しく思います。

協力して無事に終えること

す。これからも地域を見詰

静岡県の高校教育に資する

効果があることに着目。幼

企業の方に対してアポイン

ができ、挑戦することのや

め、
ビジネスプランを考え、

ことを目的に毎年開催され

児は楽しく遊ぶことがで

トメントを取るなど、社会

りがいや達成感を味わうこ

実現するという夢を持ち、

ている大会だ。
「ビジネス

き、家事や育児に奔走する

人になってから経験するよ

とができました。私たちの

地域経済の発展に目を向け

プランの部」と「調査・研

保護者はリラックスするこ

うなことを高校生のうちに

努力が準グランプリという

るように頑張って欲しいと

究の部」の二つの部門から

とができるという一石二鳥

体験できたことは、私自身

形になり、とても嬉しく思

エールを送った。

構成され、伊東商業高校の

の幼児向けの玩具を完成さ

大きな財産になったと思い

います」と、
喜びを語った。

チームは今回、ビジネスプ

せた。

ます」
。そう振り返るのは、

高校生ビジネスプランコ

ルス感染症の影響によって

ンテストは、常葉大の経営

育児における子育て家庭の

学部が静岡県の高校との高

ストレスが高まっていると

大連携事業の一環として、
県内の高校生に学習成果の

ランの部において「温泉地

また、
準グランプリには、

第 9 回高校生ビジネスプ

ビジネスプランの部の審

ランコンテストでグランプ

グランプリに輝いたチーム

査委員長を務めた常葉大経

リと準グランプリのダブル

の廃棄木材が親子の絆を救

「地域活性化につながる新

のリーダー・渡辺瑞希さん

営学部の芦澤成光特任教授

受賞の快挙を果たした伊東

う !!」をテーマに掲げ見事

たなサテライトオフィスの

だ。幼児でも安全に利用で

は「新型コロナウイルス感

商業高校。今回の経験は、

グランプリを獲得した。

提案」をテーマにした同校

きるようにすみずみまでヤ

染症拡大防止のため、今年

今後のキャリアを切り拓い

このチームは、スギやヒ

の他チームが選ばれた。こ

スリがけをするなど、完成

度は映像を通したプレゼン

ていく上で、貴重な機会と

ノキなどの加工品から出る

ちらのチームは、新型コロ

するまでには本当にたくさ

テーションに変更し、参加

なっていくに違いない。

カデミー（本社東京・新宿
区）に協力を仰ぎ、
「フュ
ーチャーライブ」を開催し
ています。演劇形式で進学

技大会などをはじめとする

や就職について考えること

校内行事が中止になってし

ができる企画とあって、生

まったりしたために、生徒

徒はもちろん、教員の間で

同士の交流機会が減少した

も毎年好評です。

教諭

大正13 年に開設された私立神中夜学校を起源とする神奈川県立希
望ケ丘高等学校（横浜市、宮地淳校長）の定時制。1 学年担当の中西
亮太教諭に、新型コロナ禍における生徒たちの様子や授業内で実施し
た「フューチャーライブ」の感想などについてお話をうかがった。

究センター・ライセンスア

1学年担当

演劇形式「フューチャーライブ」
が大好評
映像を通して生徒の進路意識を醸成

中西 亮太

神奈川県立
希望ケ丘
高等学校

フューチャーライブを録画

本来であれば、今回もナ

した DVD を本校に送って

マの演劇を間近で見られる

くださり、その映像を生徒

一刻も早く新型コロナウ

ものと期待していました

たちに見せることができま

心地良い生徒との距離感
新型コロナ禍で交流機会が消失

が中止となりました。私は

ことが大きな理由の一つな

昨年度、当時の 1 年生の副

のだと考えています。

担任を務めていましたの

本校の定時制には、現在

で、 現 在 の 1 学 年 と 2 学

イルス感染症が収束し、生

が、1 月 8 日から 2 度目の

した。教員としては、迅速

160 人弱の生徒が在籍して

年の両方の生徒たちを知っ

徒たちには従来のような充

緊急事態宣言が発出された

な対応にとても感謝してい

います。教員と生徒の距離

ていますが、いまの 1 年生

実した高校生活を送って欲

ことにより、本校では外部

ます。また、生徒たちの様

が近く、何でも相談しやす

はここ数年の中でもかなり

しいと願っています。

から人を招き入れることが

子を見ても、1 学年のうち

い雰囲気があるのが特色の

おとなしいという印象を受

できなくなりました。予定

から卒業後の進路について

一つです。

けています。フィジカル・

演劇形式の大人気進路行事
この冬はDVDを活用して実施

していたフューチャーライ

真剣に考えていかなければ

ブも中止せざるを得ないの

いけないのだと、進路に対

かと心配していましたが、

する意識を育むことにつな

本校は例年、進路情報研

ライセンスアカデミー側が

がったと思っています。

令和 2 年度は新型コロナ

ディスタンスを確保するた

ウイルス感染症拡大の影響

めとはいえ、グループ学習

によって、学校行事の多く

ができなかったり、夏の球

株式会社丸和運輸機関
丸和の強みは
『一体感』

●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

お客様のご要望には、とこ
とん応えるべく社をあげて全
力を尽くすのが、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 み、絶え間なく努力し続けるこ
一人ひとりにしっかりと根づい とが、お客様に満足いただけ
ています。自ら主体的に考え、 るサービス向上につながって
何事に対しても全力で取り組 いくと、私たちは信じています。

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

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

就職 仕事 資格 起業 に
つながる学校 2022

― 高校時代から考えるキャリアデザイン ―

巻頭言

活躍できる
人財を目指して
●起業という道
起業のための
「学び」
●仕事につながる
学校を考える
●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

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。

大学新聞社

お問い
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
合わせ
TEL 03-5925-1668

地域密着の総合展開で医療の新しいカタチを届ける
●基幹事業 地域密着型の医療福祉サービスを
提供
●設
立 1993年
（平成5年）
●資 本 金 非営利団体のため非公開
●従業員数 3,700人
（グループ全体）

問合せ

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」 も高い会社です。勤務地は関東
や「効率的な仕組みを創る」仕 圏。社風はチームワークを大事
事です。生活密着品（食品・医薬・ に相談しやすい環境。社内大学
雑貨）を取り扱い、社会貢献度 もあり、成長をフォローします。

医療法人社団 桐和会グループ

高校生のみなさんへメッセージ

会社の強み・社風

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

会社情報

会社の強み・社風

お客様のご要望に「なんでも」応えたい
会社情報

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

「人を助ける人生
を、選んだ」
。この合言
葉を胸に、桐和会は平
成 5 年 3 月に東京都
江戸川区に＂篠崎駅前
クリニック＂を開院。以
来、
「あんしん」
と
「まご
ころ」の医療サービス
を追求する姿勢を貫
いてきました。

現在は東京・埼玉・
千葉で70拠点の診療
所、認知症専門病院、
特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、
グ
ループホーム、認知症
デイケア、在宅医療、
訪問介護、認可保育
園、乳児院、病児保育
室を展開しています。

会社の強み・社風
桐和会グループは、医
療機関と各種福祉施設の
両方の業態も運営していま
す。そのため、病院と高齢
者施設の相互連携はもちろ

ん、多職種による連携もス
ムーズに行われています。
人材育成に関しても、医療
のスペシャリストから直接
指導が受けられるため、高
い専門性を習得できます。

〒133-0061東京都江戸川区篠崎町2-6-1 クサナギビル6F
TEL 03-6231-8337
FAX 03-5666-7444
URL https://towakai.com/
E-mail saiyo@towakai.com
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東海・
北陸

修文女子
高等学校

指導体制再構築
＂密回避＂説明会

新型コロナ禍で進路指導期間に変化
生徒の不安を取り除く手厚いサポート

普通・情報会計・家政・食物調理の 4 学科を設置し、生徒の未来を
広げる教育を行っている修文女子高等学校（愛知県一宮市、
栗本整校長）
。
令和 4 年 4 月には、共学化を予定しており、熱い視線が注がれている。
進路課長・進路指導主事の唐井正臣教諭と、就職指導主任の中野敬
仁教諭を訪ね、新型コロナウイルス禍での進路状況や令和 3 年度の指
導に向けての意気込みを聞いた。
唐井

修文女子高等学校の

卒業生の進路内訳の傾向
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中野

求人の出足が遅かっ

たことも特徴かもしれませ
ん。例年通りであれば 7 月
1 日から 2 週目にかけて一
斉に求人票が送られてくる

例年であれば就職と

のですが、今回はゆるやか

進学の受験時期にはズレが

に継続的に送られてくると

あるのですが、今年度は就

いうようなペースでした。

中野

職だけが後ろ倒しになった
ことで重なってしまいまし

唐井

進路課長・進路指導主事の唐井正臣教
左 と、
諭●
就職指導主任の中野敬仁教諭

や部活動の大部分がなくな

過年度のデータをも

ってしまったわけですから、

とに生徒が希望した企業の

た。短期集中の就職活動に

求人がなく、どうするか悩

本当に厳しい。3 年次にな

就職市場は、特に新

ついていけず、進学に切り

んでいるところに後から求

り進学や就職の試験で面接

型コロナに振り回された一

替えようにもタイミングに

人が来るというような、企

の際、話の内容に悩む可能

中野

は、就職が 25％、進学に関

年でした。就職は進学より

差がない……という状況は、

業側も様子を見ながら、迷

性があります。また、今後

しては、大学・短期大学・

も例年動き出しが早いので

生徒によってはかなり苦し

いながら求人を出している

の状況がどうなるか不透明

専門学校がそれぞれ 25％の

すが、面談を行う 4 〜 5 月

く感じられたでしょう。

印象を受けました。

な部分が多いため、学校と
して注視する必要があると

合計 75%というイメージで

に休校になってしまったた

唐井

す。系列校に短期大学があ

め、6 月から集中して進め

絞り込んでいても、その企

た点としては、オンライン

考えています。

るためか、全国平均と比べ

ることを余儀なくされ、苦

業の募集がなくなり次の候

の環境が整ったことが挙げ

中野

て短大進学率が高い傾向に

戦を強いられました。

あります。

また、企業側の反応とし

進学先で人気のある分野

ても、特に外食産業や観光

早くから志望企業を

中野

反対に動きやすかっ

就職は計画的に進ま

補を探さなければならない

られます。情報発信が手軽

ということが ありました。

になり、生徒は自宅で最新

年度の計画を調整します。

志望企業の募集がなくなっ

情報を確認できるため、夏

面談を早めに実施して生徒

なかった部分を踏まえて次

は、医療系や美容系、ファ

業の状況が厳しく、求人票

たある生徒が次の候補企業

季休業中でもスピーディー

が希望する分野を把握し、

ッション系などです。令和

が送られてきたにも関わら

に見学に行ったものの、後

な指導が可能となりました。

より早めの情報収集に努め

3 年 4 月 入 学 に 関して は、

ず、
「 今回は 採 用を見 送る

日「たくさんの志願者が集

定員の充 足が早いようで、

ことになりました」という

まっており競争率が高くな

学期の開始が早まったこと

別 企 業 の情 報 だけではな

早々に定員に達して募集を

お話を数 件 頂戴しました。

っているため、それを踏ま

でかえってじっくり指導で

く、学校と会社の違い、企

締め切るところが少なから

これまでに例のない事態で、

えた上で応募するかどうか

きた面はあります。文化祭

業はどのような目的で活動

ずありました。

合同企業
研 究 会
ライセンスアカデミー

たいと思います。また、個

進 学においては、2

その分影響の大きさを実感

判断して欲しい」という趣

がなくなり、規模を縮小し

しているのかなど、社会全

します。しかし、求人数自

旨の連絡が入ったケースも

た文化部発表会のみとなっ

体の話をしていきます。

体は、幸 運にも平 成 31 年

ありました。優秀な生徒で

たため残念な気持ちはあり

生徒は今後の社会情勢に

3 月卒業生と同程度でした。

あったため学校側としては

ますが、進路選択だけで言

対して不安を持っています

自信があったのですが、本

えば落ち着いた指導ができ

から、それを払拭できるよ

が 導 入されたこともあり、

人は「そういうことであれ

たように思います。

進学も就職もいろいろな意

ば」と志望先を変更し、そ

しかし、令和 2 年度の 2

り手厚い、一人ひとりに向

味で振り回された印象があ

ちらで内定をいただく形に

年次にとっては、最も楽し

き合った進路指導をしてい

ります。

なりました。

いとも言われる学年で行事

ければと思います。

唐井

令和4 年4 月に共学化を予定

唐井

大学入学共通テスト

「対面」と「対策」両立の分散開催研究会

うに面談などをしつつ、よ

は通常通り 1 カ所で開催で
きるとなおありがたい」な
どの意見が上がった。
新型コロナウイルス感染

ライセンスアカデミー名

染症対策として、前半は常

シートの設置や入場人数の

症が国内で初めて確認され

古屋支社が主催する「合同

滑高校で自校の生徒を対象

調整はもちろん、Zoom を

てから 1 年以上が経過して

企業研究会」が 2 月 10 日、

に実施し、後半は会場をゆ

使用してオンラインで参加

いるが、いまだ収束の兆し

愛知県立常滑高等学校（愛

めたろうプラザに移して近

する企業もあるなど、徹底

は見えていない。多くの企

バランスを見ながら採用を

知県常滑市）と武豊町町民

隣の高校からの参加も可能

した感染予防対策が実施さ

業がその影響を受けてお

考えていく。こうした状況

会館「ゆめたろうプラザ」

にするという分散開催の形

れた。参加企業からは「移

り、業績に対する不安を抱

下で就職担当の教諭に求め

式となった。

動があるため慌ただしさは

えている。

られるのは、企業と密に連

（愛知県知多郡武豊町）を

＂三密＂を回避しながら情報収集

会場に、高校 2 年次生を対

当日は製造・運輸・美容・

あったが、コロナ禍でイン

一方、今後 18 歳人口の

象に開催された。例年はゆ

総合警備・鉄鋼・介護業界

ターンシップがなくなり生

減少が顕著になり、若手の

の要望なども共有しつつ、

めたろうプラザのみで開催

などから 13 社がブースを

徒に仕事を知ってもらう場

人材確保が難しくなるとの

高校新卒就職志望者の確か

されている研究会だが、今

構え、のべ 88 人の生徒が

が減ったため、こうした機

指摘も無視できず、企業は

な就職先を確保していくこ

回は新型コロナウイルス感

来場した。場内は飛沫防止

会があって良かった。来年

経営状況とコロナ対策への

とだろう。

トーシンホールディングス

トランコムDS株式
会社

株式
会社

高校生対象合同企業研究会＊1

株式会社三河屋

実施地域
（会場）

あなたの笑顔を仕事にしてみませんか

●基幹事業 一般貨物運送事業
（生協個人宅
配）
●設
立 2006年（平成18年）
●資 本 金 94,000,000円
●従業員数 1,068人

会社の強み・社風

くらしをもっと美味しく
会社情報

会社の強み・社風

会社情報

会社情報

●基幹事業 移動体通信事業（au・ソフトバンク・UQモバイ
ル・ワイモバイルショップ運営）、
リゾート事業
●設
立 1988年（昭和63年）
●資 本 金 7億2,475万円
●従業員数 282人

「笑顔」を届ける

●基幹事業
●設
立
●資 本 金
●従業員数

食品スーパーマーケット
1975年
（昭和50年）
50,000,000円
1,290人

会社の強み・社風

入社後、先輩社員
がしっかりと 指 導、
サポートを行います。
お客様から目の前で
直 接「 ありが とう」 厚生も充実しており、
の言葉をいただけた 休日にリフレッシュ
ときはやりがいを感 してメリハリのある
じます。また、福利 働き方が可能です。

「誰もが活躍でき
る職場づくり」に
いち早く取り組み、
個人の希望に合わ
せたチャレンジを
しやすい環境を整
え て い ま す。 幅 広
い年齢層の社員が

〒460-0008 名古屋市中区栄3-4-21 TOSHIN SAKAEビル
TEL 052-262-1122
URL https://www.toshin-group.com/

〒461-0004 名古屋市東区葵1-19-30
TEL 052-325-3007
URL http://www.trancom.co.jp/ds/

集 ま っ て お り、 意
見を言いやすい風
通しの良さが魅力
の職場です。

私たちは、愛知県・
岐阜県・滋賀県で「ビッ
グリブ 」
「Mikawaya」
「パワーズ」という 3 種
類の食品スーパーマー えた仲間と楽しく仕事を
ケットを展開しており、 しながら、人々に「美味
＂お客様との距離感ゼロ＂ しい」を提供して食生活
が目標です。世代を超 を支える仕事です。
〒485-0016 愛知県小牧市大字間々原新田字下新池987
TEL 0568-73-7735
URL http://www.biglive.jp/

携して情報交換を行い互い

実施日

時間
（予定）

令和元年度実績＊2

多治見市産業文化センター

5/11
（火） 13：00～17：00

3年就職希望者 200人

大 垣

ソフトピアジャパンセンター

5/17
（月） 14：30～17：30

3年就職希望者 213人

名古屋

名古屋市中小企業振興会館
（吹上ホール）

5/24
（月） 16：00～18：30

3年就職希望者 110人

多治見

半 田

住吉福祉文化会館

5/25
（火） 16：00～18：30

3年就職希望者 157人

岐 阜

岐阜メモリアルセンター

6/ 4（金） 14：00～17：30

3年就職希望者 202人

可 児

可児市福祉センター

6/10
（木）

魚 津

ありそドーム

6/18
（金） 13：30～15：30

＊今回新規に実施

熊野市文化交流センター

6/22
（火） 15：30～17：30

3年就職希望者 75人

掛川グランドホテル

6/24
（木） 16：00～18：00

3年就職希望者 84人

【一人暮らし企業限定】

熊野・尾鷲
掛 川

午後

＊今回新規に実施

＊ 1 全学年の就職希望者を対象とする企画です。高校 3 年生を中心に、1・2 年生の来場も見込まれています。
＊ 2 令和 2年度は新型コロナウイルスの影響で中止となった会場が多かったため、令和元年度の参加実績数を記載しています。

問合せ

ライセンスアカデミー 名古屋支社

〒460-0008 名古屋市中区栄1-15-22

TEL 052-222-1641
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キャリアパス整備
早 期進路指 導

「長く働くことができる会社」づくりに成功
風通しの良さと複線的なキャリアパス

株式会社
引越社

株式会社引越社（関西本部大阪・吹田市、井ノ口晃平代表取締役
社長）は、
「引越のプロフェッショナル」として顧客満足度の高いサー
ビスを提供していることが評判を呼んでいる。職場環境やキャリアパ
スについて、新卒採用企画室・松井和隆氏にお話をうかがった。

ト ッ プ 直 通 の「 目 安 箱 」
社員の意見を積極的に採用

るなど、顧客にも社員にも
より良い企業となるために
全社的な方策を推進してい
るのが当社の特徴です。

ながっています。
働きやすい環境づくりの

モチベーションと仕事の質
相乗効果を狙った仕組み

観点で見ると、社歴に関わ

左 から3 人目）
社員の士気を高めることがサービスの質につながると語る松井和隆氏（◦

め、いまでは「長く働くこ

かを考えて行動するように

とができる会社」になった

なりました。顧客によって

と自負しています。

評価していただけるポイン

当社は地域密着型で事業

らず誰でもが発言しやすい

を営んでいます。一つひと

ように風通しを良くしてい

つの仕事の質を担保し、
「顧

ます。
具体例の一つとして、

作業が圧倒的で、年齢を重

顧客対象のアンケートで

トは異なるため、経験を重

客の満足度を高める」姿勢

当社の井ノ口が直接目を通

ねると働き続けることが体

は、その日対応したスタッ

ねるうちに相手が求めるも

を重視して、堅実な事業展

す「目安箱」の設置が挙げ

力的に難しいというイメー

フの氏名の記載欄を設けて

のを敏感に感じ取る力、人

開を図ってきました。

られるでしょう。これまで

ジを抱く方もいるでしょ

おり、高い評価をいただい

を見る目が養われます。短

結果として、そうした意

に業務効率を上げる多数の

う。その点、当社ではしっ

た分だけ給与に上乗せして

時間の引越作業の中で、そ

識や構えは引越作業後に顧

意見が取り入れられている

かりと休日数は確保してい

支給する制度を導入してい

れを見極めつつ業務効率を

客にご回答いただくアンケ

ほか、
地域貢献としての
「子

ますし、複線的なキャリア

ます。仕事に対するモチベ

考えてチームを指揮するこ

ートに表れているように思

ど も 110 番 の 家 」 へ の 協

パスを用意しています。現

ーションが上がり、それが

とが身につくと、その後の

います。作業現場の状況や

力など、さまざまなことに

場を取り仕切るセールスド

質の高いサービスの提供に

キャリアを変えて営業職に

ご要望に合わせて最適な作

取り組んできました。

ライバーとしての道を究め

直結するなど、相乗効果を

なった際に契約が取りやす

生み出しています。

くなり、管理職になった際

運送業界と聞くと、現場

業を実行するため、非常に

また、管理職や営業・現

ることもできますし、営業

高い顧客満足度を達成して

場責任者を評価対象とする

職や管理職を目指すことも

この制度を通して、スタ

には店舗を円滑に運営する

おり、そこから、例えば口

社内アンケートを行い、そ

できます。職場環境と共に

ッフはどうしたら顧客の満

ことができるようになって

コミなどで次の仕事へとつ

の結果をフィードバックす

キャリアパスの整備を進

足度を高めることができる

いく傾向があります。

早期指導でスタートダッシュを狙う
進路実現に向けて熱く生徒と向き合う

きる事前準備に力を入れて

を持って接することで生徒

います。

の意識にも火がつくと信じ

大阪府立
佐野工科
高等学校

ています。楽しいこともつ
らいことも共有し、寄り添

えているのは「早め早めに

視野が広がる進路イベント
知ることが天職への近道

動く」ということです。グ

先日、進路相談会に参加

原動力になるのではないで

ループワークやマインドマ

して痛感したのは、進路選

ップ、自己分析にじっくり

択の場面においてはやはり

今後の目標の一つは、生

困難な局面に直面した一年
進路に対する意識を高める

のではないかと思います。

と取り組むことで、今後の

＂知ること＂ が大事だとい

徒自身のスケジュール管理

採用選考の開始が 10 月 16

学校選択や企業選択に向け

うことです。イベントや説

能力の向上に力を入れてい

日以降と 1 カ月間後ろ倒

て考え方を鮮明にする。
「な

明会でさまざまな人から話

くことです。また、提出物

令和 3 年 3 月卒業生の就

しになった上、10 月には、

ぜこの学校・企業でないと

を聞いてとにかく情報をか

の期限や面接練習日などを

職指導を総括すると、生徒

本校の定期考査が組まれた

ダメなのか」ということを

き集める。そうして視野を

しっかりと把握するため

としては就職活動に対する

ことも手伝って、少なから

ハッキリと答えられるよう

広げていき、情報の取捨選

に、クラス全員に手帳を配

意識をどのように高めてい

ず採用選考開始まであたか

に、2 年次の時から考える

択をしていくことで天職が

付する予定です。卒業時に

けば良いのかが難しかった

もまだ余裕があるかのよう

機会を設けています。

見つかる可能性が格段に上

本校の生徒として堂々と巣

がっていくはずです。

立つことができるよう挨拶

ものづくり教育を柱として、産業界で活躍することができる人材を
育成する大阪府立佐野工科高等学校（大阪府泉佐野市、山本好男校
長）
。生徒をより良い進路選択へと導くべく奮闘する進路指導部・北
出颯斗教諭の思いに迫った。

進路指導部

北出 颯斗
教諭

株式会社萬野屋
肉屋が唸る 本物の肉屋。
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

会社の強み・社風
「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

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

は、生徒が漸進するための
しょうか。

な感覚に陥ってしまい、そ

また、進路に対する意識

うした気の緩みやスピード

を高めるために「3 年次の

生徒には、進路について

などの礼儀作法を徹底指導

感の欠如を正すことが生徒

いまごろは何をしているの

どのようなことでも相談し

していきます。求人数の減

側・教員側の双方で難しか

か」ということを繰り返し

に来るようにと伝えていま

少が危惧されますが、生徒

ったように感じました。

問いかけたり、総合型選抜

す。訪れて来た生徒には、

の後悔のない選択を実現す

私は 2 学年クラスの担任

の課題作文に挑戦してもら

悩みの解決に向けて全力を

べく、いまから一つひとつ

を務めていますが、志望進

ったりするなど、3 年次進

尽くして対応しています。

の指導の積み重ねを大事に

路は問わず、生徒に強く伝

級後にスタートダッシュで

生徒に対して真摯に、熱量

していくつもりです。

就職を目指す高校生のみなさんへ

進路のてびき 2022

優良&堅実経営 の

近刊 5月発行予
定

就職活動スタート号

就職・公務員 編
準 備 編

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。

いながら指導していくこと

就職活動の気になるギモンを徹底解消!!

就職する前に知っておこう！

実 践 編

「就職活動」に備えるために

公務員編

社会に奉仕する公務員への道

お問い合わせ

業界＆企業研究のための最新情報!!

進路情報研究センター

就職情報
入手のための
▲2021年度 就職活動スタート号
（5月刊）

ライセンスアカデミー

「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。

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL 03-5925-1656
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グランプリ受 賞
平和学習推進

開発した商品がグランプリ獲得
紅芋を素材に沖縄に笑顔を届ける

クッとした
食感を加え
た い 」 と、
ローソン沖
縄の商品開

て、
商品開発に取り組む
「商

し、結果、消費が落ち込ん

発担当者に

校（沖縄県宜野湾市、新里

品開発プロジェクト」だ。

でいる現地特産品の紅芋を

提 案 し た。

彰久校長）では、株式会社

今回は「地産地消」
「ベー

＂県民で楽しもう＂ という

検討を重ね

ローソン沖縄（本社・沖縄

カリー商品」という二つの

思いから、今回は紅芋とク

た結果、パ

県浦添市、中西淳代表取締

テーマに合わせ、県内の商

ロワッサンを使用した新し

役社長）が毎年開催してい

業 高 校 か ら 109 作 品 の 応

い商品の開発に取り組んだ

ン生地その 「カスタード紅芋クロワッサン」は、サクサクとした生地の食感と紅芋
ものの変更 の風味、カスタードの甘さが際立つ逸品。沖縄県内で支持を広げた

る「 ロ ー ソ ン 沖 縄 × 沖 縄

募が寄せられた。その後、

のだという。かつて中国か

は厳しかったものの、現状

を獲得してきた強豪常連校

県商業高校商品開発プロジ

社内での書類選考を経て、

ら持ち込まれたとされる紅

のものをトーストすること

だ。今回は 3 連覇がかかっ

ェクト」に常に参加してい

5 校・9 作品が審査を通過。

芋が琉球の食糧難を救った

で「外はサクッ、中はふん

た大きなプレッシャーを抱

る。5 回目の開催となった

参加生徒は同社の社員と共

と伝わるように、＂また沖

わり」とした食感を再現す

えての参加となった。開発

昨年は、2 年次の謝 花 明日

に与えられたテーマに沿っ

縄の人々を紅芋で笑顔にさ

ることに成功した。

途中にうまくいかないこと

香さん、渡邊桃子さん、銘

て商品開発を進めた。

せたい＂ という生徒たちの

沖縄県立中部商業高等学

じゃはな

め

生地だけではなく、パン

もあったと明かすが、これ

の中身にもこだわってい

まで築き上げてきたチーム

る。紅芋の風味とカスター

ワークで危機を乗り越え、

というテーマに合わせるた

ドのまろやかさがしっかり

その結果、グランプリ獲得

め、どのような種類のパン

と感じられるように何度も

という最も素晴らしい成果

開催されると、商品に対す

を使用するのか校内でアン

試作を重ねた結果、紅芋の

に結びついた。

一作品がグランプリに選出

る熱い思いをプレゼンテー

ケート調査を実施したとこ

深みとカスタードの甘さが

今回グランプリを受賞し

される仕組みで、4 人のチ

ションしてみせた。審査員

ろ、クロワッサンに人気が

ちょうどいいようになじ

た中部商業高校の「カスタ

ームが開発した「カスター

からの鋭い質問に時折緊張

あるという裏づけを得た。

み、それゆえクロワッサン

ード紅芋クロワッサン」
は、

ド紅芋クロワッサン」が、

する姿も見受けられたが、

クロワッサンらしいサクサ

と非常に相性が良く、完成

沖縄県内のローソンで期間

沖縄中南部支店のグランプ

終始堂々とした振る舞いで

ク感を引き出すために工夫

度の高い逸品に仕上げるこ

限定商品として 1 月 26 日

リに輝いた。

回答していた。

を重ねて開発したパンは柔

とができた。

より販売され好評を得た。

かる

苅百音さん、赤嶺愛柴さん

謝花さんら 4 人は、昨年

の 4 人が参加。
「沖縄中南

の 10 月 14 日、最終審査会

部支店」
「沖縄北支店」
「那

が新型コロナウイルス感染

覇浦添支店」の 3 エリアの

症対策のためオンラインで

店舗オーナーらから、各々

願いが込められている。
また、
「ベーカリー商品」

同プロジェクトは、沖縄

新型コロナ禍の影響で国

らかい生地が特徴だ。その

中部商業高校は、これま

次年度の同校の新たなアイ

県内の商業高校とローソン

内・外を問わず沖縄県を訪

ままでも十分に美味しい

で 2 年連続で最終審査会を

デアに早くも期待が集まっ

沖縄がコラボレーションし

れる観光客が大幅に減少

が、
「表面にはもう少しサ

勝ち抜き、商品開発の権利

ている。

聖母の騎士
高等学校

「アンネのバラ」プロジェクト始動
バラを介して平和の意味を学ぶ

株式会社
堀口自動車

チームワークを活かし
地域に根ざした会社

聖母の騎士高等学校（長

校の敷地内にある「アンネ

崎市、﨑濵宏美校長）の設

のバラ」に挿し木をしてバ

立母体は、イタリアのロー

ラの株を増やすところから

マに本部を構える「コンベ

スタートした。昨夏に始動

ンツアル聖フランシスコ修

したばかりのプロジェクト

道会」だ。同修道会は、い

のため、現時点で挿し木で

ま か ら 約 800 年 前、 イ タ

きた数は少ない。しかし、

リアのアンジで活躍した修

挿し木をしているうちの 2

の方法」などを調査し、プ

道士・聖フランシスコによ

本から芽を出すことに成功

レゼンテーションを行うこ

って創立された。聖母の騎

した。

とで事前学習を実施。プロ

ュニケーション第一主義」
。

＂最好のチーム＂ を目指し

ジェクトを推進する意味を

顧客に寄り添いながらカー

続ける」―。これが、堀

改めて全員で共有した。

ラーライフをプロデュース

口自動車社の経営理念だ。

する。社員一人ひとりが顧

創業 48 年の歴史を誇る同
社には長年勤務、活躍して

士高校は修道会の存在を日

プロジェクトには、
「平

本に伝えたコルベ神父によ

和学習」と「自然と関わる

って設立されたことからも

機会を増やす」という二つ

生徒が大切に育ててきた「アンネのバラ」

平和学習を日頃から推進

株式会社堀口自動車（本

きた時間などを顧客に対す

社・熊本県玉名市、堀口純

る手厚いサービスを提供す

一 社 長 ）は、 昭 和 50 年 の

る時間に当てることができ

創業以来、自動車の車検・

たと振り返る。

整備、鈑金・塗装、新車・

「 人 は 宝、 社 員 皆 家 族。

中古車販売など、自動車関

頼る・頼られる・頼り合う。

連のサービスを地域市民に

自分・家族・仲間・お客様・

提供している。

社会を好きになる。貢献す

同社が掲げるのは「コミ

る。そして、最も好かれる

分かるように、
「他人を思

の意図が込められているの

する同校の生徒にとって、

客に必要とされ、頼りにさ

いやる優しい心」
「寛容さ」

だという。
「コルベ神父と

昨年プロジェクトを立ち上

れる会社をつくり上げてき

いる社員が少なくない。そ

同じく第二次世界大戦で命

げたことには大きな意味が

た。社員一丸となり、＂チ

うしたベテランの熟練した

あった。それというのも、

ームワーク＂ をモットーに

技術と知識が、
「堀口自動

成長を続け、
「お客様を 24

車」の大きな強みだ。その

時間いつでも助けたい」と

強みを活かし続けるため、

いう思いから自社で自動車

上司・先輩社員から次の世

に関するサービスを、川上

代へ、技術と共に ＂想い＂

から川下まで請け負うシス

も受け継がれている。その

テ ム を 約 10 年 前 に 導 入。

ようなチームワークの良さ

以降、サービスを一括して

と、仲間意識の高さが高い

内製化することで大幅なコ

クオリティーと顧客満足度

スト削減に成功し、削減で

につながっている。

「謙虚な姿勢」など、ミッ
ションスクールのイメージ

を落としたアンネ・フラン

通りの豊かな精神を養うた

クについて学び、その名を

第二次世界大戦の終戦と長

めの学びを展開している。

冠するバラを育てることで

崎県に原子力爆弾が投下さ

聖母の騎士高校では、
『ア

平和に対する思いを育んで

れて 75 年という節目の年

ンネの日記』で有名なアン

欲しい」―。担当教諭は

だったからだ。また、新型

ネ・フランクの父親である

そう語る。

コロナウイルス感染症の急

オットー・フランクから譲

平和を願いながらも短い

激な拡大により、人々の生

り受けたバラから株分けし

生涯を閉じたアンネ・フラ

活様式も一変し、平和や安

た「アンネのバラ」を育て

ンクの想いを「アンネのバ

全・安心について考える機

ている。第二次世界大戦の

ラ」を通してたくさんの

会が増えたのも背景の一つ

終戦から 75 年を迎えた令

人々に届けられるように、

だ。平和への思いを同プロ

和 2 年の夏以降、バラの挿

同プロジェクトには全校生

ジェクトを通して長崎県か

し木をしてバラを増やし、

徒が携わっている。本格的

ら日本へ、日本から世界へ

希望者に届ける「アンネの

に活動を始めるに当たり

広げたいという願いが込め

バラプロジェクト」を始動

「アンネ・フランク」や「ア

られている。同校のウェブ

ウシュビッツ強制収容所と

サイトを通じて希望者を募

聖コルベ」
「バラの挿し木

り、バラを届ける予定だ。

させた。
このプロジェクトは、学

また、地域の高校から生
徒をインターンシップに受
け入れるなど、地域貢献活
動などにも注力している堀
口自動車社。今後も地域か
ら長く愛される会社づくり
を目指していく。
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インドネシアの教育トピックス❷

日本留学フェア in インドネシアを開催！
インドネシアの若者が対象
オンラインイベント大盛況
約 2 億 7,020 万人と、2020 年 9 月現在で世界第 4 位の人口を誇る
インドネシア。若い世代の人口比率が高いこともあり、成長目覚ましい
新興国として近年注目を集めている。日本では、ユネスコの無形文化遺
産にも登録された伝統芸能「バリ舞踊」や、アイドルグループ「JKT48」
の拠点があることなどでも知られている。本稿では、インドネシアの日
本語学習事情などを紹介すると共に、2 月 20・21 日に開催された「オ
ンライン日本留学フェア in インドネシア」の様子を報告する。

多言語・多文化社会を形成
インドネシアの教育制度

は地方語（ジャワ語・スン

外務省によると、インド

インドネシア語を学習する

ダ語・バリ語など）で、小
学校 1 年生から国語として
ケースが大半だという。

ネシアの教育制度は小学校
6 年間、中学校 3 年間、高

る英語を除けば、日本語の
人気は依然として高いとい
う。その背景には、日本と
の経済的な関係の強さを土

担当者が日本での留学生活をイメージしやすいように解説した

台とする将来の就職目的
や、ポップカルチャーへの
高い関心があるようだ。

日本語学習者数が世界第2位
多くが第二外国語として学ぶ
国際交流基金
（本部東京・
新宿区）が令和 2 年 6 月

なお、第一外国語は英語

30 日に公表した「2018 年

等学校 3 年間の 6 ― 3 ― 3 制。

で、中学校から必修科目と

度海外の日本語教育機関調

小学校 1 年生〜中学校 3

して学ぶほか、高校からは

査」の結果によれば、イン

年生までの 9 年間が義務教

第二外国語（日本語・中国

ドネシアには 18 年度時点

の た め、13 年 の 新 し い カ

トに参加した者の半数以上

育期間となっている。世界

語・韓国語・フランス語・

で 70 万 9,479 人の日本語

リキュラムの導入に伴い、

は現地の高校生で、高校卒

最大の島嶼国家で、多様な

ドイツ語・アラビア語の 6

学習者がおり、世界の国・

日本語クラスの開講の休止

業後に日本の教育機関に進

文化・言語・人種で構成さ

カ国語から選択可）の履修

地域別で第 2 位にも達して

や縮小を行った教育機関が

学したいという声が多く聞

れている。そのため、母語

が始まる。第一外国語であ

い る。 た だ し、15 年 度 に

相次ぎ、結果的に日本語学

かれた。また、初めてイベ

行った前回調査と比べる

習者の減少につながったよ

ントに参加した生徒から

と、3 万 5,646 人（4.8%）

うだ。

は、各教育機関の入学条件

また、
学校教育以外では、

ほど減少した。

ウェブ会議システム「Zoom」を介して日本語学校の概要を説明

高校卒業程度のインドネシ

日本就職の機会などの質問

し て、13 年 の 教 育 課 程 改

ア人が民間機関で日本語を

が寄せられた。日本語を独

訂により、それまで実質的

短期間学習し、技能実習制

学で学び、通訳者を介さず

に必修科目だった「第二外

度等を利用して渡日するケ

に面談者と直接コミュニケ

国語」が選択科目となった

ースが多く見受けられると

ーションする者もおり、会

影響を挙げる。それという

いう。実際に、現地では技

場は盛況だった。

のも、インドネシアでは日

能実習生の送り出し機関が

今回、ラ社は「オンライ

本語学習者全体の 9 割以上

近年急激に増えているとさ

ン日本留学フェア」の参加

を高校生が占めており、そ

れる。さらに、令和元年度

者を対象にアンケート調査

創設の新しい在留資格「特

を実施した。その内容を見

定技能」の社会的定着と共

てみよう。
「日本語学習レ

に、就労を目的として訪日

ベル」
については、
「未受験」

する者や日本語学習者の増

が最も多かった。また、
「説

加が見込まれている。

明会をどこで知ったか」に

■日本語学習レベル

■2月20日

■2月21日
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や奨学金の有無、留学後の

同基金はその主な理由と

「オンライン日本留学フェア」アンケート集計結果
■興味のある分野（複数回答可）

日本だからこそ体験できる文化交流活動も留学生から人気だ

ポスター・チラシ
28%

インターネット
51%

ついては、
「インターネッ

インドネシアの若者に情報発信
オンライン日本留学フェア

ト」
「ポスター・チラシ」
「学

進路情報研究センター・

野（複数回答可）
」につい

ライセンスアカデミー（本

ては、初日・二日目のいず

社 東 京・ 新 宿 区 ） は 2 月

れも「日本語」がトップ。

20・21 日 に、 イ ン ド ネ シ

このほか、初日では「トラ

アの若者を対象とする「オ

ベル・ホテル・サービス」

ンライン日本留学フェア

や「アニメ・漫画」
「通訳・

in インドネシア」を開催

翻訳」が上位に挙がり、二

した。現地では、新型コロ

日目では「トラベル・ホテ

ナウイルス感染症の感染者

ル・サービス」
「自動車工学」

数が減少していないことか

「調理」に人気が集中した。

ら、大半の州の教育機関で

この結果から、まずは日本

オンライン授業が行われて

語を学習し、その知識やス

いる。こうした状況を踏ま

キルを活かしてその後の就

え、ラ社はウェブ会議サー

職やキャリアにつなげたい

ビス「Zoom」を使用して

と考えているであろう参加

オンライン形式でイベント

者の意識がうかがえた。

校の先生」
が上位に並んだ。
最後に、
「興味のある分

を開催した。初日の参加者

ラ社は 9 月 4・5 日にも

は の べ 1,927 人、 二 日 目

インドネシアの若者対象の

はのべ 973 人だった。
当日、オンラインイベン

「オンライン日本留学フェ
ア」を実施予定だ。

