
調査
概要

調査対象は全日制・定時
制・通信制など全国の高
等学校（一部サポート校含

む）の進路指導部、のべ5,049校。
ファクシミリによる質問紙を用い、
有効回答数は706校だった。設置
者別の回答校内訳は国立0.4％、公
立68.7％、私立30.9％となった。

高校新卒就職志望者を取
り巻く環境の中で、特に社
会的な関心を集めているの
は、「一人一社制」の存在
だろう。
一定の期日まで、就職志
望生徒一人については一社
に限り学校内で選考した者
を高校が推薦する「一人一
社制」。生徒の送り手側と
受け手側というように、高
校と企業、双方にとって半
ば連綿と続いてきたこの仕
組みの根幹にあるのは「実
績関係」と呼称される良い
意味での結びつきだ。
その大きな特徴は、高校
の側に立てば、高校新卒就
職者にとって溶け込みやす
い就職先企業を安定的に確
保することができ、企業側
は、年齢的にも若く柔軟な
思考と理解力のある人材を
継続的に採用できるメリッ
トがある点だとされる。
「担任教諭や就職指導担
当教員の指導を受けながら
就職活動をしている」とい
う状況が重要であり、高校
と企業が関係性を途切れな
いようにすることで、双方
が求人票だけを媒介にした
水平的な関係にのみとどま
ることのない信頼感を紡ぎ
続けてきたことの伝統ある
歴史でもある。多くの生徒
に応募の機会が与えられる
ことや高校教育への影響を

考慮した短期間でのマッチ
ングが可能であることなど
から、高校の進路指導現場
を中心に幅広く普及・定着
をしてきた。
この在り方に関連して、
令和 2 年 2 月、高等学校
就職問題検討会議ワーキン
グチームによる「高等学校
卒業者の就職慣行の在り方
等について」と題する報告
書が、「生徒は、応募する
以外の企業・職場を十分知
らないままに一社に応募
し、内定すれば当該企業に
就職することになる」と、
言及。「このような慣行に
基づいた就職指導の在り

1.6％という結果が得られ、
「賛成」「どちらかといえば
賛成」を合わせた 78.9％
の教員が一人一社制を支持
していることが分かった
（図 1）。
指導現場に立ち会う教員
だからこそ見えるものがあ
ることの証左なのだろう、
賛成の理由は、実に多彩で
示唆に富んでいる。その回
答を、いくつかピックアッ
プする。「一社を目標にし
て集中して取り組める」「す
べての就職希望者に、平等
にその機会を与えることが
できるため」など、一社に
絞ることで集中力が高ま
り、志望動機がより明確に
なり、就職活動を進めやす
くなるという趣旨の意見が
多く挙がった。また、「企
業と学校との信頼関係が崩
れる可能性がある」など、
仮に「一社制」ではない場
合には、企業との良好な関

りこれまでは採用されてい
た（であろう）生徒も難し
くなるのではないかと思
う」というように、功罪相
半ばするために判断が容易
ではないという声が多数あ
ることだ。
大学生のような就職活動
を高校生に求めることは現
実的ではない。一つには、
高校新卒就職志望者に対す
る就職指導が、高校におけ
る教育活動の一環として行
われ、生徒の平素の学習活
動と密接に関わっているか
らだ。就職指導や職業紹介
が教育現場で行われている
意義を考える必要があるだ
ろう。自由度が高くなく、
ルールで束縛されていると
さえ形容される高校生の就
活だが、「一社」という表
面上の指摘だけに拘泥し、
そこだけに焦点を当てて矮
小化すべきではない。高校、
企業、行政、そして当事者
の生徒たちが四位一体で取
り組むということに目を向
けるべきだ。そこから、従
来の良い部分はそのまま
に、しかし同時に新しい価
値観が生まれてくることを
期待したい。

圧倒的多数の都道府県が「一人一社制」
生徒の安定した就職先企業を確保

しかしながら、実際に高
校現場の声を聞くと「一人
一社制」を支持する姿勢が
極めて鮮明だ。ラ社が行っ
た「新規高卒就職に関する
アンケート調査」の結果に
よると「一人に一社ずつ応
募する仕組み（いわゆる一
人一社制）について、どの
ように考えますか」という
質問には、「賛成」46.4％、
「どちらかといえば賛成」
32.5%、「どちらでもない」
13.9％、「どちらかといえ
ば反対」5.6％、「反対」

生 徒 の 夢 を 実 現 さ せ た い 教 員
教員ならではの「支持」理由が極めて多彩

方、生徒の就職の仕方が、
生徒自らの意思と責任で職
種や就職先を選択する意欲
や態度、能力の形成を妨げ
る一因となっているのでは
ないか」と展開し、「その
ことが早期の離職等の問題
につながっているのではな
いかという指摘もなされて
いる」とした。また、「令
和 4（2022）年 4 月より、
成年年齢が 18 歳に引き下
げられる中、教育再生実行
会議第十一次提言や規制改
革推進会議等における指摘
なども踏まえつつ、今日的
な観点からその在り方を検
討していく必要がある」と
指摘し、各都道府県の就職
問題検討会議において地域
の実情に応じて検討するこ
とが適当だと示した。

係性が脆弱化するのではな
いかと危惧する声も少なく
ない。
一方、複数応募制となれ
ば、就職志望者や指導を行
う教員への負担が大きくな
るのではないかとする懸念
もある。複数の企業の採用
選考を同時に受けること
で、履歴書や面接対策がよ
り煩雑化し、「一社」に対
する思い入れが薄くなって
しまうケースがないとは限
らない。また、応募企業が
増えることで面接の日程が
増え、授業時間を割く場面
が増えたり、遠方であれば
経済的な負担が生じたりす
るなど、「一人一社制」だ
からこそ顕在化しなかった
就職志望者への、身体的・
心理的・経済的負担が大き
くなってしまう可能性も排
除できない。
反対の理由には、「不合
格になった場合、選択の幅
が狭くなってしまうため」
「一つだけでなく、いくつ
かの会社を生徒自身で選ん
でほしいため」などが挙げ
られた。
「どちらでもない」とす
る意見で象徴的だったの
は、「多くのチャンスが与
えられることは非常に良
い。しかし、競争率が上が
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（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

図1 一人に一社ずつ応募する仕組み（いわゆる一人一社制）に
ついて、どのように考えますか

進路情報研究センター・ライセンスアカデミーは9月、全
国の高等学校進路指導部のべ5,049 校（全日制・定時制・通
信制、一部サポート校含む）を対象に「新規高卒就職に関す
るアンケート調査」を実施した。今号では、教員の視点から
見た「一人一社制」、高校新卒就職者の「早期離職問題」など、
就職指導現場の実態に迫る調査の結果内容を詳報する。
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高校新卒者を全力で応援！ 手厚いサポートが技術者へと導く
株式会社 阿部建設

　郷土の発展と農業復興の一助となることを目指して設立され
た株式会社阿部建設（本社・北海道石狩郡新篠津村、阿部時男
代表取締役）。石狩・空知地区を主な活動拠点に置き、農業土木
専門業者として主に農業を支える土木工事を請け負う。技術者を
育てるために導入する「企業委託生制度」をはじめ、社員の成
長を下支えする出色の教育制度を紹介する。

　昭和 62（1987）年に設立
された株式会社阿部建設
は、用水路の整備や土地改
良、あるいは農業土木を基
幹事業とする建設会社だ。
札幌市から自動車で 50 分
ほどの新篠津村に本社を構
えている。
　同社の前身である「阿部
産業」は、現在の代表取締
役・阿部時男氏が新篠津村
で農業展開を進めるに当た
り、農地の開拓を目的に創
業された。当時、新篠津村
は水はけが悪く、農作物を
育てるのに適した環境では
なかったという。阿部氏は
農家の課題を解決し、「人々
を救いたい」という思いか
ら、意図的に土地の改良な
どに取り組んできた。
　現在は「阿部建設」とし
て日本の農業の未来を守
り、創るために土木業に邁
進する。農作物を栽培する
水田や畑の水はけを良くす
るための「暗

あん

渠
きょ

排水工事」
や、重機を用いて田畑をき
れいな状態に整える「整地
工事」、また農作物の健全
な成長を促すために土壌の
性質を補填する「客

きゃく

土
ど

工事」
などに携わり、農業を営む
地域住民が作業をしやすい
環境を構築している。
　阿部建設社の魅力は、社
員の成長に対して全力を傾
けていることだろう。建設
業界は労働環境が劣悪とい
う、およそ現在の実態とは
大きくかけ離れているネガ
ティブなイメージを払拭す
るために、最先端の ICT
機器や独自の施工術を導
入。生産性や安全性の改善
を図り、労働環境の向上と
共に社員が快適に働き、十

分に力を発揮できる環境を
整えている。
　今後、建設業界はますま
す IT 化が加速し、進化し
ていく。同社は、古き良き
伝統を大切にしながら、し
かし同時に新しい知識や技
術 を 積 極 的 に 取 り 入 れ、 
＂他社より一歩先を歩く会
社＂ を目指し続けていく。
　その一つの手段として、
入社後、指定の専門学校に
新入社員が入学できる「企

会社概要

〒068-1142 北海道石狩郡新篠津村第37線南1
T E L  0126-58-3231　　 F A X  0126-58-3931
E-mail info@abekensetu.com
U R L  http://abekensetu.com/

お 問 い
合 わ せ

商　　号  株式会社 阿部建設
設　　立  昭和 62（1987）年 3 月 27 日
資 本 金  2,700 万円
代 表 者  代表取締役 阿部　時男
従業員数  85 人（令和 3 年 3 月末現在）
事業内容   農業土木専門業、圃場整備・暗

あん

渠
きょ

排水工事・客
きゃく

土
ど

工事・排（配）
水工事に関わる施工

一 つ の 想 い 入 れ か ら 大 き く 飛 躍
日 本 伝 統 の 農 業 を 守 り、創 る

入 社 後 の 手 厚 い サ ポ ー ト に 刮 目
早 期 か ら 一 人 前 の 技 術 者 に

業委託生制度」を導入して
いる。これは、実際に現場
で働く前に土木技術に関す
る基礎知識や技術を習得し
た上で、安心・安全に就業
することを目的に実施して
いるもので、併せて農業土
木において欠かせない業務
上必要となる資格の取得も
目指している。産業界と結
びつきの強い専門学校との
間で伝統的に継承されて来
た「就職進学」という一形
態だ。

　総合技術職として入社し
た後、札幌工科専門学校（札
幌市）に「就職進学」し、「測
量士」「土木施工管理技士」
の資格取得を目指す。同校
の「測量情報科（1 年課程）」
では、卒業時に国家試験免
除で「測量士補」、実務経
験 2 年後に「測量士」の資
格を取得することができ
る。また、「環境土木・造
園施工管理科（1 年課程）」
の「環境土木コース」では、
卒業後 2 年間の実務経験を
経て「2 級土木施工管理技
士」の国家試験を受験する
ことができ、最短での資格
取得を目指せる。
　一方、「環境土木工学科

（2 年課程）」では、「測量士」
と「土木施工管理技士」の
同時取得を目指す。卒業と
同時に国家試験免除で「測
量士補」の資格を取得し、
実務 2 年後に「測量士」を
取得することが可能で、「土
木施工管理技士」は、「環
境土木コース」と同様、卒
業後 2 年間の実務を経て国
家試験受験資格を取得し、

ことを目標に掲げたり、専
用機を持つことでさらに業
務に没頭できたりと、自身
の成長を実感すると共に、
モチベーション向上にもつ
なげることもできそうだ。
　10年後・20年後も成長し
続ける企業であることを目
指すために＂若いチカラ＂

の育成に注力する阿部建設
社。次世代に向けた技術の
承継と組織づくりを進め、
IT 化に対応できる人材の
育成が今後の目標の一つ
だ。従業員一人ひとりが自
身の能力を伸ばし、成長を
実感できる環境をこれから
も整備していく。

代
表
取
締
役

阿
部 

時
男 

氏

学校で学んでいる期間は就
業する必要がないため、学
業に専念できるのがポイン
トだ。また、近隣に寮があ
るため、遠方出身者も安心
して通うことができる。
　企業委託生制度修了後、
約 2 年間を通してさまざま
な現場作業や現場代理人と
しての経験を積み重ね、ど
のような業務が適している
かを先輩のサポートを受け
ながら見極める。

体験した業務をベース
に、当事者である個別社員
の希望と適性に合わせて

「現場代理人」「重機オペレ
ーター」「土木作業員」「運
搬・整備」の中から配置が
決まる仕組みとなってい
る。専門学校を卒業後、2
年間の現場経験を経て、「2
級土木施工管理技士」や「2
級建設機械施工管理技士」
の資格を取得して「施工管
理技士」として力を発揮す
ることもできるだろう。さ
らに、敷地内には整備工場
も隣接しているため、「整
備士」としての専門性を高
めることができるなど、職
種の選択肢が幅広く、多様
なキャリアパスを描き出せ
るのも同社の魅力だ。
　「重機オペレーター」は
業務年数を重ね、＂十分な
運転スキルが身についた＂
と認められると、一人につ
き一台、自分専用の重機が
与えられる。専用機を持つ

一気に合格を
目指す。
　学費は同社
が支弁するた
め、社員の負
担はゼロで、
もちろんその
期間には所定
の賃金も支給
される。専門

各分野のプロフェッショナルが集まり、一つのチーム
として支え合う職場環境が新人の成長を支える

北海道

北海道

	 	 練習場
　阿部建設社は新篠津村の広大
な土地を活かし、4.5㌶の演習
場を所有している。測量の練習
や重機を使用する現場でのシミ
ュレーションを行うことがで
き、新入社員の研修で使うこと
はもちろん、スキルアップのた
めの場としての利用も可能だ。

		 社員寮
　北海道外や遠方出身の社員の
ために、本社屋から自動車で 5
分のところに社員寮を構えてい
る。職住近接の環境は大きな魅
力だ。まだ築年数が浅い新しい
建物で、キッチンやエアコン、
駐車車などを完備。快適な会社
員生活を送ることができる。

	 	 資格取得支援制度
　社員の資格取得を徹底サポー
トするため、「資格取得支援制
度」を導入している。業務上不
可欠な資格を取得する際に要す
る受験料や講習費、免許費用な
どを会社側が負担。資格を取得
した先輩からのアドバイスも嬉
しい限りだ。

充実した
福利厚生

社員を大切にする阿部建設
魅力的なポイントにアプローチ！

技術を磨き、どのような状況下で
も仕事ができる専門家を目指す

広大な土地でいつでも練習ができる。
日々の研鑽が大きな自信につながる

会社に認められることで自分専用の
重機が与えられる仕組みが嬉しい

企業新発見

DP's 
Eye
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お問い
合わせ

就職する前に知っておこう！準 備 編

就職にそなえる実 践 編

社会に奉仕する公務員への進路公務員編

就職活動の気になるギモンを徹底解消!!

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

進路情報研究センター ライセンスアカデミー

社会で早く働きたい高校生のみなさんへ

就職・公務員編 2022進路のてびき
優良&堅実経営 の企業情報&求人データを一挙公開!!

「高校新卒者」を積極的に採
用・育成している個別優良企
業の紹介および求人データと
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。

充 実 の
誌面内容

キャリアデザイン準備号近 刊

▲表紙イメージ

 協和運輸倉庫株式会社

　宮城県を中心とした
倉庫管理・流通加工や、
東日本エリアへ物流
サービスを展開してい
る会社です。安全でス
ピーディーな輸送・安
心の商品管理、環境に
やさしい物流を提供し

ています。単にモノを
保管し運ぶ物流から、
よりモノの価値を高め
る物流へ対応します。

〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹3-6-10
TEL  022-237-7311
URL http://www.kyowa-unyu-soko.co.jp/

活力ある物流を

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  倉庫サービス、物流サービス、人
材派遣、情報システム

●設　　立 1962年（昭和37年）
●資 本 金 1億円
●従業員数 140人（令和2年8月現在）

 秋田エコプラッシュ株式会社

　環境負荷の削減および
循環型社会の構築に向け、
再生可能エネルギーを活
用し、一般家庭や事業所
から排出される廃プラス
チックを資源再生し、射
出成型機でプラスチック
製品を製造しています。「リ

サイクルを通して地球も
人も豊かに」の企業理念
のもと、地域とともに持
続的な成長を目指します。

〒016-0122 秋田県能代市扇田字扇渕11-1
TEL  0185-58-5600
URL https://www.ecoplash.co.jp/

秋田発のリサイクル製品を全国へ

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  プラスチックリサイクルとリサイ
クル製品の製造販売

●設　　立 2004年（平成16年）
●資 本 金 1億円
●従業員数 67人

教材やオンラインスピーキ
ングの導入などに意欲的だ
っ た。 令 和 4 年 4 月 か ら
導入される新カリキュラム
では、「Adobe Illustrator」
やVR など、クリエイティ
ブ系のアプリケーションソ
フトや最新の ICT コンテ
ンツを活用し、教室内で専
門的な学びを深められるよ
う計画している。

COVID-19の感染拡大の
影響を受け、臨時休校を余
儀なくされた昨年の期間中
に関しては、ICT プラッ
トフォームである「Google 
Chromebook」を用いたオ
ンライン授業で柔軟に対応

●ⅠCTコンテンツを活用
山 本 学 園 高 校 は、ICT

コンテンツを積極的に活用
し、地元におけるフィール
ドワークを通して地域住民
と関わりながら表現力・技
術力・実践力を磨いている。

同校は、新型コロナウイ
ルス（COVID-19）ショッ
ク以前から、e ラーニング

した。また、令和 3 年度入
学者からは、生徒一人につ
き一台 Chromebook を配
布することが決定。これに
伴い、オンライン授業はも
ちろん、探究型学習や日常
の課題提出まで、学びを支
えるツールとして最大限活
用する方針だ。

山本学園高校は設置する
3 学科においてそれぞれ
ICT を 活 用。 普 通 科 は、
世界中の講師からオンライ
ンで英会話を学べるほか、
仲間と共同でレポート作成
が可能だ。商業科では、画
像加工や動画編集、アプリ
ケーション開発に取り組
む。 衣 創 科 で は、ICT を
活用したデザインスケッチ
を行い、ICT がごく身近
な環境の中で学校生活を送

ることができる。

●地域貢献につながる開発
ICT を通して実現する

学びの環境を最大限に活か
し、商業科ビジネスコース
は、山形市内を巡回する「ベ
ニちゃんバス 西くるりん」
の バ ス の 現 在 位 置 を
GoogleMap 上に表示する
アプリケーション「べにズ
くるりん」を開発した。路
線図・バス停の位置・時刻
表を統合させた利便性を追
求しており、マップ上では

生徒が取材した店舗の営業
時間やセール情報、こだわ
りの商品などを確認するこ
とができる力作だ。高校生
のニーズにとどまらない開
発の成果を追求すること
で、地域貢献につながった。

社会の変化に合わせて、
多様な進路へとつなぐ体制
が整備されている山本学園
高校。「地域を支える人間
を育てる」を学園ポリシー
に掲げ、今後も山形の街づ
くりを担う多くの人材を送
り出していく。

探究型学習から課題提出までさまざまな場面でⅠCT コンテンツを活用する

全校生徒がオンライン授業を受け
られるように環境を整備

ⅠC T 教 育 を 積 極 的 に 導 入 !!
地域社会を支える人間を育成

山本学園
高等学校

　高校 3 年次の職場見学を
通して、リサイクル活動で
地域の環境を改善するとい
う仕事に魅力を感じまし
た。複数の仕事を抱えてい
る時は、一つひとつていね
いに取り組むことを心がけ
ています。
　新型コロナ禍によって高
校生活で力を発揮できずに
悔しい思いもすることもあ
ると思いますが、取り組ん

　地元就職を考えていた時
に、進路指導の先生から当
社の求人票を見せていただ
いたことがきっかけで入社
しました。大変だと感じる
ことは少なくありません
が、プラスチックの種類の
違いを発見し、数値の変化
から良し悪しを判断できる
ようになるなど、成長して
いくことにやりがいを感じ
ています。

できたことはムダにはなり
ません。いましかない高校
生活を全力で過ごして楽し
んでください。

　規則正しい生活や挨拶は
もちろん、いまの自分にし
かできないことを頑張って
ください。

営
業
部

納な

谷や 

彩あ

奏か

菜な 

さ
ん

品
質
管
理
部

菊き
く

地ち 

栞か
ん

那な 

さ
ん

職場見学で気づいた製造業の魅力

仕事を通して成長が感じられる

東　北

東 北

　令和 4 年 4 月から校名変更し、「惺山高等学校」として新たなスタート
を切るのが現・山本学園高等学校（山形市、関義人校長）だ。ⅠCT コンテ
ンツを積極的に導入し、教室内で専門的な学びを深めるための体制づく
りに注力している。本稿では、その具体的な取り組みについて紹介する。

社会貢献事業
ICT教育の推進

3
http://seichoukigyou.com/2015年7月1日（水）http://daigakushinbun.com/
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は、①廃棄物を有効利用し、
資源循環型社会構築に寄与
②秋田発のリサイクル製品
を全国へ③リサイクル事業
を通じた地域貢献―を柱
とし、「リサイクルを通し
て地球も人も豊かに」を企
業理念として掲げる。

社名に冠するエコプラッ
シ ュ と は、「 エ コ ロ ジ ー
(ecology)」「プラスチック

（plastic)」「 石 炭 灰（fly 
ash）」を組み合わせた造
語。同社は、一般家庭から
ゴミとして収集された容器
包装や事業所から排出され
る廃プラスチックをリサイ

●リサイクル事業が天職
地球温暖化や海洋プラス

チック問題が世界的に注目
されている。特に、化石燃
料から新たなプラスチック
製品を製造することは環境
への負荷が大きいため好ま
しくないとされ、より徹底
したリサイクルが求められ
る社会環境となっている。

秋田エコプラッシュ社

クルして再商品化製品を製
造する事業を推進してい
る。また、プラスチックを
主成分とする廃棄物「廃プ
ラスチック」と添加剤など
を混練し、材料特性を改質
したコンパウンドペレット
の製造にも取り組む。

秋田県を中心とする地域
の再生可能エネルギーの活
用を加速化させ、環境負荷
の低減および循環型社会の
構築に向けた取り組み、お
よび地域と共に持続的な成
長が目標だ。

同社は、個々の能力に応
じた人材育成を心がけなが
ら、創造力と行動力の養成
に注力する。しかしそれと
同時に、自己啓発を忘れな
い魅力的な人材を育てるべ

社員に課題意識を持たせる人材育成
リサイクルを通して社会に貢献する

秋田
エコプラッシュ

株式会社

　能代火力発電所から発生する石炭灰と容器包装プラスチックや産
業廃棄物の「廃プラスチック」を混練し、新素材「エコプラッシュ」ペ
レットを製造する秋田エコプラッシュ株式会社（本社秋田・能代市、
松井隆伸代表取締役）。経営方針や人材育成方針について直撃した。

く、組織風土の
醸成にも目配り
しているのが特
色の一つだ。

生産体制は、
原材料の製造か
ら製品化まで一
貫しており、独
自の委員会を設
立。社員一人ひ
とりが課題を自
分の責任として
考えられるよう
に、中途採用者
や高校新卒者が
相互に刺激し高
め合うことがで
きる環境づくり
に余念がない。

容器包装プラ
スチックなどの
リサイクルを通して社会貢
献に努めている秋田エコプ
ラッシュ社。「品質を維持
した業容の拡大を図り新し
い事業の柱を確立する」こ

とを経営方針として掲げ、
今後も揺らぐことなくプラ
スチックリサイクルおよび
リサイクル製品の製造販売
に傾注していく。



高校生の確かな進路選びをサポートします!!

大学新聞社 ☎03-5925-1668 ライセンスアカデミー ☎03-5925-1656 お問い
合わせ

＊上記のほかにも豊富に取り揃えています。また、新年度版の発行や、統合・合本化等に当たり、名称や編集内容が変更となる場合などがあります。詳しくは、大学新聞社（☎03-5925-1668）またはライセンスアカデミー（☎03-5925-1656）までお問い合わせください。

�No.�1���食物、栄養、調理、製菓、生活、服飾、健康、スポーツ分野
�No.�2���理容、美容、メイク、エステ、ネイル分野
�No.�3����国際、経済、経営、法、公務員、ビジネス、語学、文学、教育、留学、
� ホテル、トラベル、エアライン分野
�No.4���芸術、音楽、造形、美術、デザイン、まんが、イラスト、アニメ分野
�No.5��理・工学、環境、情報、通信、機械、自動車、建築、農学、
　　　バイオテクノロジー（生命工学関連）分野
�No.6���看護、医療、福祉、保育、幼児教育分野
�No.�7���動物、植物、バイオテクノロジー（農学関連）分野

大学・短期大学・専門学校『系統・分野別情報誌』シリーズ
高校生が学校を選ぶ上で基準となる「好き」「興味」に焦点を当て、系統・分野、
領域・ジャンル別に全7分冊に、分かりやすくかつ体系的に編集しています。

持ち運びに便利な
『ダイジェスト版』も
ご用意しています

医療系学校
入試データ

フューチャーライブ
ガイド

専門学校�
進路のてびき

高校担任教諭必携
進路指導ハンドブック

Global�
Education

学費ゼロ&返済不安のない
「進学先」選びガイドブック

自力進学�進学支援・
学費サポートガイド

保護者の
みなさまへ

総合型選抜＆AO入試
受験ガイド「探究」への導き

その他多彩なナンバー＆ラインナップ

『見学会のてびき』は、企業または大学 ・ 短期大学、あるいは専門学校など、各種見
学会参加時に活用できるハンドブックです。『オープンキャンパスBOOK』は、各校
のオープンイベントを特集した進学情報誌です。

自分の目で確かめよう！ イベント参加必携シリーズ

オープンキャンパス
BOOK

■北海道・東北版��
■東日本版　
■中部版� �
■北陸版　
■近畿・中国・四国版�
■九州・沖縄版

見学会のてびき

■北海道版
■東北版
■東日本版
■東海・北陸版
■近畿・中国・四国版
■九州・沖縄版

『アプローチマガジン』は、高校1・2年生向けに「進学」や「就職」など、さまざまな進
路について整理したガイドブックです。『職業実践専門課程ガイドブック』は、＂就職
力＂を上げる上で重要な実践的な職業教育を受けられる専門学校の情報誌です。

進路を考えよう！ 進路選択と実践力の学びシリーズ

職業実践専門課程
ガイドブック

アプローチ
マガジン

■東日本版
■東海・北陸版
■近畿・中国・四国版
■九州・沖縄版

進学・就職は安心の地元で！ 高校生の進路応援シリーズ

福井県・石川県・富山県の
高校生のための進路応援BOOK 

沖縄県の
高校生のための進路応援BOOK

長野県の
高校生のための進路応援BOOK

中国・四国地方の
高校生のための進路応援BOOK

新潟県の
高校生のための進路応援BOOK

がんばれ！
青森県の高校生通える学校

愛知県三河地区・静岡県西部の
高校生のための進路応援BOOK 

各地域・路線網・交通手段などから考える進路＆進学情報誌です。地元の大学・短
期大学・専門学校、また企業等の最新情報はもちろん、当該エリア・路線の進学事
情や通学環境なども掲載しています。
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版

●❺
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崎
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・
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版

�
を
活
用
し
て
将
来
を
描
き
出
そ
う
!!

進
路
選
択
教
材

ガ
イ
ド
ブ
ッ
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これでナットク！ 大学・短期大学研究シリーズ
『大学・短大 進路のてびき』は、大学と短大の学びや入試、学費等の基本情報を掲載。『大学
探しBOOK』は、「学びたいこと」から進学先が絞り込めるように3分冊構成になっています。

●❶�人文科学、社会科学、教養・総合科学
●❷理学、工学、農学、医療・保健　●❸教育、芸術、家政・生活科学

学べることから見つける大学探しBOOK

■東日本版
■中部・西日本版

大学・短大�
進路のてびき

現役合格を目指す高校生のための進学情報ガイドです。個別大学・短期大学等
の最新情報と共に入試日程もお届けします。

がんばれ受験生！ 大学入試合格応援シリーズ

大学受験�合格
GUIDE�BOOK（秋版）

大学受験�合格
GUIDE�BOOK（春版）

地方入試告知
リーフレット

就職・仕事・資格・起業に
つながる学校

進路のてびき
就職・公務員編 仕事・資格ガイド 仕事から見つける

学校資料請求本

高校を卒業後、最終的には多くの人が「働く」ことになります。「キャリアデザインブック」
は、そうした社会人として将来のキャリアパスを切り拓いていく上で有用な資格や検定
試験等に関する知識などを詳説し、働くことに対する意識づけに最適なシリーズです。

将来を見つめる！ 仕事とキャリアデザインシリーズ

教材案内4
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 株式会社トラバースエンジニアリング

地盤対策のパイオニア
会
社
情
報

●基幹事業  測量および地盤・土質調査・地盤改
良工事等

●設　　立 2019年（平成元年）＊会社分割
●資 本 金 5,000万円
●従業員数 724人

教
育
体
制

　安全・安心の環
境で作業を行うた
めに、年に 2 回研
修会を実施してい
ます。新技術を披
露し、全社員で共
有するなど、充実
した内容で行って
います。そのほか、
安全・衛生・品質

大会を実施。交通
安全ビデオの視聴
など、安全に対す
る意識を高めてい
ます。

〒272-0121 千葉県市川市末広2-4-10
TEL  047-359-1191
URL https://www.travers.co.jp/

事業所
国内24拠点
海外1拠点

問
合
せ

備
　
考

　当社は、大手ハウスメーカー
の敷地調査部門を手がけてき
たノウハウを活かし、役所調
査、測量調査、地盤調査の
各種申請に至るまでの業務を

トータルに行う独自のシステ
ムを確立しています。さらに、
地盤改良工事では、最先端の
技術を導入し、最新機材の自
社開発などを行う業界のパイ
オニアとして躍進しています。

会社の強み・社風

 株式会社田子重

　地域一番店を目指
して、品揃え豊富、
快適な店舗づくりを
心がけています。地
域に密着した、人々
の暮らしに必要な食
料を安心・安全に提
供します。教育制度

が充実しており、切
磋琢磨しながら技術
を向上することがで
きます。

〒425-0035 静岡県焼津市東小川2-16-14
TEL  054-627-3134
URL https://www.tagoju.co.jp/

地域社会になくてはならない存在に

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  静岡県に12店舗のスーパーマー
ケットを経営

●設　　立 1972年（昭和47年）
●資 本 金 50,000,000円
●従業員数 270人

〒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。ス
タート・アップ、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

 MS&ADグランアシスタンス株式会社

　当社は自動車や住
まい、海外でのトラ
ブルに電話で解決の
お手伝いをする総合
アシスタンス・コー
ルセンター事業を
行っています。創業
以来、「安心を提供

すること」を使命に、
日々お客さまに寄り
添いながらサービス
を提供しています。

〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町10-21リ･クリエ所沢B館
TEL  04-2921-6562
URL https://www.grand-assistance.co.jp/

電話の先のお客さまへ笑顔を届ける

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  総合アシスタンス・コールセン
ター事業

●設　　立 1989年（平成元年）
●資 本 金 1億円
●従業員数 1,363人

進
路
指
導
主
事

鶴
見 

拓
俊 

教
諭

関東・
首都圏

オンライン
セ ミ ナ ー

キャリア教育支援協議会

重な動きが求められること
に変わりはない。

進路情報研究センター・
ライセンスアカデミーは埼
玉県内において、10月 6日
に北部西部、12 日には東
部南部を対象とする「〜高
卒採用の可能性を広げる〜

『高校と企業をつなぐオン
ライン就職懇談会』」を開
催した（キャリア教育支援
協議会共催）。

二つのエリアの合計で高
校27校・企業17社が参加。
前半は参加企業・参加高校

新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）の感染拡
大の影響により、高校新卒
者の採用をめぐる動向や情
報がやや混乱気味の様相を
呈している。そうした中、
高校教諭と企業の人事・採
用担当者が情報・意見交換
を行う場は相互に話をする
ことができるとあって貴重
だ。10 月 1 日に緊急事態
宣言が全国的に解除された
が、「第 6 波」など COVID-19 
の再拡大と罹患を回避する
ために、今後も社会的に慎

の紹介が行われ、後半は個
別情報交換会として、各企
業の人事・採用担当者と高
校教員が個別面談形式で臨
んだ。企業側は、オンライ
ン上の画面共有システムを
活用して「会社概要」や「求
人票」を示しながら、最新
情報を提供した。

高校新卒者を対象とする
就職活動は、9 月16日から
採用選考が解禁されてお
り、早ければ、この時期に
内定を得ている生徒も少な
くない。残念ながら第一志

認できる機会は貴重です。
　昨年からは、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大
の影響に伴い、職場体験は
実施できていませんが、そ
の分企業見学等を相対的に
充実させています。それで
も実体験にはおよびようも
なく、進路イメージに結び
つきにくいからなのか、例
年に比べて気持ちが揺らい
でいる生徒が多い印象があ
ります。こうした状況を踏
まえて、今後は出前授業等
を増やしていくことで、改
善していきたいと模索して
いるところです。
　本校では、学年担任が主
体となり進路指導を進めて
います。進路指導部と学年
担任は週に一度話し合いの
機会を設けており、情報交
換等を欠かさないようにし

職場体験が進路意識を育む
進路×学年担任の連携で進行

　本校では、「総合的な探
究の時間」の枠組みで「職
業と進路」を設けています。
その中で、1 年次を対象に
実施しているのが三日間の
職場体験です。中学生時代
に経験している生徒が少な
くありませんが、高校生と
しての職場体験は進路選択
により結びつけやすくなる
ようです。体験先は生徒に
希望調査を行った上で、教
員が依頼する形にしていま
す。目指す職業を実際に体
験して「希望通りに進みた
い」と決意を新たにする生
徒がいる反面、「自分には
向いていない」という結論
を出す生徒もいます。実際
に業務を体験して適性を確

ています。私が掲げている
方針は、生徒それぞれの進
路希望を尊重し決して否定
しないということです。ど
のようにしたらそれを達成
できるのかを共に考えて動
くようにしています。生徒
の夢を実現させてあげたい
という想いが強いのです。
　

卒業式直後に先輩トーク
進路別のリアル体験談

　毎年、卒業式の翌日に卒
業生と在校生の懇談会を実
施しています。進路選択の
タイミングや採用試験の様
子など、パネルディスカッ
ション形式で実施してお
り、在校生にとって刺激に
なっています。また、3 年
次の就職志望者を対象に 5
月上旬から 6 月にかけて、
就職後 2 年程度経過した卒
業生を招き、現在の仕事内
容や就職試験に関する話を
披露してもらっています。

　高校新卒者の就職といえ
ば、専門高校が強い印象が
ありますが、普通科高校だ
からこその強みを発揮でき
るよう、気持ちを強く持っ
て、仮に、試験に落ちてし
まったとしても「見る目が
ありませんね」くらいの気
持ちで試験に臨むように指
導しています。その上で、

「私を採用することでこの
ようなメリットがありま
す！」と、アピールする準
備を怠らないようにと伝え
ています。普通科だからこ
そ、企業や職場の色を柔軟
に吸収できる人材が多いこ
とも、企業に訴求できる魅
力だと思います。

「開かれた進路室」づくり
清掃を通して磨かれる人間性

　しっかりと挨拶ができる
生徒が多いのは、本校の誉
れとするところです。私た
ち教員が、毎朝昇降口に立
って挨拶するようにしてい
る姿勢から何かを感じ取っ
てくれているのかもしれま
せん。私自身、進路指導部
長を拝命した際に「開かれ
た進路室」という目標を掲

げました。授業だけではす
べての生徒と接することは
できませんが、朝の挨拶で
わずかでも良いコミュニケ
ーションを取ることで、進
路室に足を運んでくれるき
っかけにしてくれればとい
う期待があります。
　これは私見ですが、社会
で活躍していく上で、清掃
をできるかどうかには大き
な意味があると思います。
入社したばかりの新入社員
にとって、会社全体の詳し
い業務内容は分からない部
分が多いかもしれません
が、清掃は業務内容が分か
らなくてもできる唯一の仕
事と言っても過言ではない
でしょう。清掃ができると
いうことは、「気遣いがで
きること」だと私は考えて
います。人間的に成長し、
社会で活躍してくれること
を楽しみにしています。

望企業から内定を得られな
かった生徒は、二次募集を
実施する企業の中から、次
の応募企業の絞り込みを進
める必要があり、その眼差
しはより一層真剣だ。だか
らこそ、ナマの情報交換が
できる直接の機会に対する
期待は高い。

東部南部会場に参加した
浦和実業学園高等学校（さ
いたま市）の田口純平教諭
は「オンラインでの開催は、
場所・時間を問わず、多く
の企業と教員が一対一で周
囲の喧騒を気にせずに意見
交換ができる点が魅力だ」
とし、「ウェブ会議システ
ムでの資料共有では、動画
を利用できるなどのメリッ

トもあり、今後懇談会の幅
がますます広がるでしょ
う」と、オンラインでの開
催に好感触を得たようだ。
就職懇談会はいずれも活況
を呈し、終了時間を 30 分
間も延長するほどだった。

企業の人事・採用担当者
と直接交流ができるこうし
た機会を有効的に活用する
ことで成果の上積みを果た
したい。

データの開示と共に具体的な企業情報の説
明を受けられるとあって満足度は高まった

栃木県立
壬生高等学校

実 体 験 が 醸 成 す る キ ャ リ ア 観
挨拶から始まる「開かれた進路室」

　栃木県立壬生高等学校（栃木県下都賀郡壬生町、小峰重雄校長）
は今年、創立 60 周年を迎える全日制普通科高校だ。「数理」「人文」「生
活」「福祉」「情報ビジネス」の 5 コースを設け、キメ細かい教育を実
現している。進路指導主事の鶴見拓俊教諭に進路指導方針を聞いた。

開かれた進路室
オンライン懇談会

5
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高校教員と人事・採用担当者
オンライン懇談会で情報交換
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図4 生徒の企業研究（企業比較・応募先の絞り込み）は十分にできて
いますか

おおむね
できている
46.4%

どちらでもない
19.7%

やや不足している
23.7%

不足している 7.4% 十分にできている
2.9%

結果詳報
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「業界研究」は 2年次、「企業研究」は 3年次からの指導が主流 早期の就職指導と情報収集が醸成する「職業観」と「働くイメージ」

研究
手段

インターンシップ・企業見学
校内の進路行事に信頼感

１年次から始まる就職指導
目標の進路に対する意識づけ

く。例えば、受付や事務、会
計の仕事であれば「事務的職
業」、ほかの企業に自社の商
品を販売する営業の仕事であ
れば「販売の職業」と、企業
にはさまざまな職種が存在し
ていることを理解する。

業界研究
業界研究の指導開始学年

は、「2 年生」が 38.7％と最
も多く、以下「実施していな
い」23.4％、「1 年生」22.7％、

「3 年 生 」15.2 ％ だ っ た。
61.4％もの高校生が 2 年次
までに「業界研究」に着手し
ていることになる。文理選択
が始まり、より具体的な進路

を考える 2 年次からの指導開
始が多いようだ（図 2-2）。

業界研究は、志望業界の動
向や業務内容を理解する上で
欠かすことができない。業務
内容を調べることで、その業
界に必要な知識や技術を知る
ことにもつながるだろう。

企業研究
複数の企業を比較・検討す

る際に行う企業研究。指導開
始学年については、「3 年生」
が 69.0％と半数以上を占め、

「2 年生」17.1％、「実施して
い な い 」10.1 ％、「1 年 生 」
3.5％と続いた。応募する企
業の選定に直結するため、採
用選考が間近に迫る 3 年次が
多くなっている。履歴書や面
接試験などで必要となる志望
理由を固めるためにも「企業
研究」は欠かせない（図 2-3）。

就職指導は、各学年で計画
的に実施されている。キャリ
ア教育の観点から見ると、1
年次から指導を行う高校が多
く、早期段階から進路に対す
る意識づけを行おうとする姿
勢が見受けられるようだ。

業研究」の手段として活用さ
れている。授業時間に組み込
まれていたり放課後の時間で
実施されたりと、ごく身近な
場所とタイミングにおける実
施であり、それゆえ効率良く
就職情報を得られるとあって
重要視されているようだ。

また、「企業研究」の指導
手段として 52.6％が「企業
見学会」を活用しており、業
界や業種を絞る前の段階か
ら、進路に対する意識づけや
職業観を育成する機会として
とらえられているようだ。

2年次
2 年次の「職業研究」「業

界研究」の手段では、いずれ
も「インターンシップ」が 3
割を超えており、職業体験が
重要視されていることを示し
ている。インターンシップは、
夏季休暇などを利用して一日
を通し、仕事に従事する。そ
のため、志望する職業の業務
や業界について詳しく知るこ
とができる。また、社会人と
してのマナーや職業観の醸成
にもつながるため、就職志望
者のみにとどまることなく、
進学を考えている生徒もキャ

リア教育の一環として経験す
ることが多くなっている。

特徴的なのは、2 年次に上
がると「求人票」が指導手段
として多く活用されること
だ。特に「企業研究」の指導
手段では 1 年次が 36.8％で
あ る 一 方、2 年 次 は 77.6 ％
と大幅に増加している。これ
は、卒業後の進路を視野に入
れた面談が本格化すること
や、インターンシップの参加
を通じて、志望する職業や業
界を絞り具体的に企業を見て
いくためだろう。

3年次
いずれのプロセスにおいて

も、またどの学年次でも多く
活用されている「求人票」だ
が、3 年次には 84.2％が「企
業研究」の手段として活用し
ており、求人票の情報をもと
に応募先を絞っていることが
推察される。

また、「企業研究」の手段
として 52.0％と半数以上が
活用してるのが「企業見学会」
だ。応募する＂一社＂ を決め
る前に実施すべき取り組み
だ。見学会では、職場などの
雰囲気を感じ、そこで働いて
いる社員からのナマの声を聞
くことができる好機とあって
導入率が高くなっているのだ
ろう。

就職志望者に対する指導に
ついて、「職業研究」「業界研
究」「企業研究」の各過程に
おける「指導開始学年」と、「指
導手段（複数選択）」の実態
はどうなのだろうか。回答を
見ていこう。

職業研究
職業研究の指導開始学年は

「1 年生」が最も多く 48.6％
だ っ た。 以 下、「2 年 生 」
33.0％、「3 年生」10.6％、「実
施していない」7.9％と続い
た（図 2-1）。

職業研究では、企業に設置
される各部署の仕事や職務内
容について具体的に調べてい

「職業」「業界」「企業」研
究の指導手段の調査結果を各
学年で詳らかにしていこう

（図 3-1 〜 3）。各学年で共通
して見られたのは、「先生に
よるアドバイス」がいずれの
研究手段でも高い活用率とな
っていることだ。進路指導教
員や担任教諭は企業の人事・
採用担当者からさまざまな情
報を得ており、進路全般はも
ちろん、社会に関する知識も
豊富だ。何よりも、生徒と常
に接しているからこそ、個別
生徒に適した的確なアドバイ
スを提供することができる。

以下、各学年次における特
徴をピックアップする。

1年次
1 年次で多く活用されてい

る「指導手段」は、「校内の
進路行事（講演会）」「校内の
進路行事（企業説明会）」だ。
特に「校内の進路行事（講演
会）」は、「職業研究」の手段
として 59.1％、「業界研究」
で は 60.6 ％ と な っ て お り、
非常に有効な手段として位置
づけられていることが分かっ
た。また、「校内の進路行事（企
業説明会）」は、57.9％が「企

（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

1年生
48.6%2年生

33.0%
3年生
10.6%

1年生
22.7%

2年生
38.7%

3年生
15.2%

実施していない
23.4%

実施していない
7.9%

2年生
17.1%

3年生
69.0%

実施していない
10.1%

1年生  3.5%

（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

図3-1 【職業研究】の手段（複数選択）

図3-2 【業界研究】の手段（複数選択）

図3-3 【企業研究】の手段（複数選択）
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「生徒の企業研究（企業比
較・応募先の絞り込み）は十
分にできていますか」の質問
に対して最も多かった回答は

「おおむねできている」で
46.4％だった。以下、「やや
不足している」23.7％、「ど
ちらでもない」19.7％、「不
足している」7.4％と続き、「十
分にできている」はわずか
2.9％に過ぎなかった（図4）。 

企業研究は、自分自身の条
件に合った企業や適性に合っ
た職種を見極めることにもつ
ながる。その視点で考えると、

「おおむね」を含め「できて
いる」と回答したのは半数に
も満たない 49.3％と、少な
からず残念な結果に沈んだ。 
「やや不足している」「不足

している」の理由を見ると、
「求人票公開から見学申し込
みまでの期間が短い」「職場
見学のできる時間が短い」な
ど、時間が足りていないとの
コメントが多く寄せられた。
さらに、「情報不足、機会不
足から絞り込みに時間がかか
る」「就職に対する意識が低

い」などが挙げられている。
そもそもが、企業研究に着手
できる段階には至っていない
ということなのだろう。

就職活動をする当事者であ
る生徒の意識が十分に高まっ
ておらず、就職準備を先延ば
しにしてしまったり、意欲的・
主体的な取り組みがいま一つ
であったりということが ＂就
職情報の不足＂ につながり、
結果として応募に当たり複数
の企業を比較・検討する ＂時
間不足＂ になっていると考え
られそうだ。

一方、「学校行事が多く落
ち着いた時間が取りにくい」

「指導の時間が十分に取れて
いない」など、学校側の就職
指導のスケジュールや手段に
何らかの課題があるのではな
いかという趣旨の分析をする
教員も一定数いた。

また、新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）の感染
拡大の影響を受け、「2 年次
のインターンシップや 3 年次
の企業見学が実施できなかっ
た」と、就職情報を収集する

＂夢＂の実現に向けた事前準備
外部機関と連携で入念な対策

機会が少ないという意見も散
見され、教員と生徒の意識だ
けで解決することが難しい社
会的な課題が横たわっている
ことも事実だろう。
「十分にできている」「おお

むねできている」と回答した
教員のコメントを見てみよ
う。「1 年生の時から、進路
ガイダンスに積極的に取り組
んでいるため」「複数企業の
応募前見学をさせているの
で、比較研究をしやすいため」
など、早期段階からの就職指
導がなされ、志望先企業の選
定に際して、比較・検討の材
料となるさまざまな情報を得
る機会を増やすために職場見
学を積極的に活用している学
校が見受けられた。

また、「地元企業を招いて
の説明会や応募前の見学を実
施し、ある程度企業のことを
理解している」というように、
企業との協力により ＂働く＂
ということを身近に感じさせ
るような取り組みを推進して
いる学校では、総じて「生徒
の企業研究」が好ましい形で
進んでいるようだ。

ほかにも、「キャリアガイ
ダンススタッフに来てもら
い、適宜指導が行えている」

「外部講師を招いて複数回指
導をした」と、就職指導に関
する専門家や企業現場を熟知
している識者などを擁する外
部機関等との連携体制を整え
ている学校も少なくない。「で
きている」と回答した高校は、

（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

外部との連携をしている傾向
があることが分かった。企業
や就職アドバイザーとの連携
によって、さらに充実した就
職指導や職業観の育成を図る
ことができているということ
なのだろう。

企業
研究

就職
情報
「企業が高校訪問する際に

提供して欲しい情報は何です
か（複数選択）」の問いには、

「具体的な業務内容」が 79.0
％と最も多く、以下、「採用
したい人物像」71.4％、「採
用計画」47.7％、「職場環境

の情報」40.7％、「離職者の
情 報（ 時 期 や 理 由 な ど ）」
35.8％と続いた（図 5-1）。

求人票に「事業内容」「仕
事の内容」が記載されている
のにも関わらず「具体的な業
務内容」との回答が集まった

のは、求人票だけでは分から
ない、より詳細な情報や職場
の実態・現況、あるいは企業
で実際に働く社員のナマの声
が聞きたいからだろう。「職
場環境の情報」も同様に、生
徒がその企業で実際に働くイ
メージを膨らますことができ
るように提供が求められてい
るようだ。

また、「離職者の情報」は、
企業の良い面・悪い面を総合
的に判断したいという思いか
らだろうか。ある人にとって
はマイナスであっても、それ
がすべての人に当てはまると
は限らない。しかし、そうし
た事実があったことを就職志
望生徒が知った上で企業に応
募したとすれば、少なくとも

「知らなかった」ということ
が回避され、ミスマッチを防
ぐ可能性は高まるはずだ。
「企業の採用活動に求める

ことは何ですか（複数選択）」
には、「仕事内容がわかる資
料を用意して欲しい」48.3
％、「求人票を期限内早めに
届けて欲しい」44.8％、「職
場見学やインターンシップに
協力して欲しい」36.8％、「求
人票を詳細に記入して欲し
い」36.5％、「アポイントを

具体的な業務内容
採用したい人物像

採用計画
職場環境の情報

離職者の情報（時期や理由など）
入社後の教育環境
同業他社との違い
OB・OGの情報

就業に必要な資格
先輩社員の情報
キャリアプラン

その他

仕事内容がわかる資料を用意して欲しい

求人票を期限内早めに届けて欲しい

職場見学やインターンシップに協力して欲しい

求人票を詳細に記入して欲しい

アポイントを取って欲しい

会社紹介や先輩社員紹介動画を用意して欲しい

校内の企業説明会に参加して欲しい

その他
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（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

図5-1 企業が高校訪問する際に提供して欲しい情報は何ですか（複数選択）

図5-2 企業の採用活動に求めることは何ですか（複数選択）

教員が企業に求めるプラスα
生徒に対するキメ細かな対応

取って欲しい」33.4％と続い
た（図 5-2）。

併せて「新規高卒就職に関
するご意見や採用企業等への
要望（自由記述）」を見てい
くと、「求人票の公開が早け
れば早いほど、選ぶ生徒には
ありがたい。会社見学につい
ても同様であり、＂ミスマッ
チ＂ を防ぐ一つになるのでは
ないか」「求人票を 7 月第 1
週にはいただきたい」と、求
人票に関する要望は多い。就
職志望生徒も求人票の公開開
始に備えて求人票に表記され
る項目をしっかりとおさえ、
理解しておきたい。

ほかにも、「男女と指定し
て採用しない企業や入社後の
労働条件が違う企業がある。
補足、特記事項が複雑で、終
業時間や給与についてまで書
いてある。高卒者を大切にす
る企業とそうでない企業の差
が激しい」「採用計画につい
て、1・2 年の短期間だけで
なく中長期的にどう考えてい
るか説明して欲しい」という
意見も寄せられた。大切な生
徒を送り出す教員側としては
迅速でていねいな対応をする
企業のほうが、信頼性が高く
なるのは当然だろう。

今回のアンケート調査を通
して、高校新卒者の就職活動
は、高校と企業の連携が重要
であることが分かった。採用
企業に対する要望として寄せ
られた「一人一社制はぜひ維
持して欲しい」というコメン
トは、これまで培ってきた企
業との信頼関係を崩すことな
く、就職志望生徒が安心して
就職できる現状を維持したい
という強い思いからだろう。

広く支持されている「一人
一社制」をより有機的にする
には、従来以上に高校と企業
の連携がカギとなる。職業観
の早期育成や企業研究などを
高校現場だけで行うことは難
しい。企業が連携し、見学会
や説明会を実施することで一
人ひとりにより適した就職指
導が実現するはずだ。

社会経験が少ない高校生に
とって、初めての就職活動は
不安だらけだ。高校と企業が
連携を取り、生徒が活躍でき
る未来へ導いていくことが必
要なのではないだろうか。

本紙記者の

図2-1 【職業研究】の指導開始学年

図2-2 【業界研究】の指導開始学年

図2-3 【企業研究】の指導開始学年

最終面に「職場見学」「離職理由」

就職
指導



 産業振興株式会社名古屋事業所

　当社は開業から現在
まで一貫して鉄スクラッ
プを基幹事業とし、鉄鋼
の生産、加工販売、流通、
リサイクルと全工程に携
わることで循環型社会
構築の一翼を担ってきま
した。資源リサイクルで

付加価値を創造し、顧
客に喜んでいただきなが
ら社会にも貢献できる仕
事をしています。

〒476-0015 愛知県東海市東海町5-3
TEL  052-604-1177
URL https://www.sangyoshinko.co.jp/

資源を人と地球のために

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  鉄スクラップ事業、鋼材加工販売事業、物
流事業、肥料事業、製鉄所構内請負事業

●設　　立 1937年（昭和12年）
●資 本 金 3億9,000万円
●従業員数 1,390人

 三重いすゞ自動車株式
会社

　トラックやバスを中心
に、モノや人を運ぶ輸送
車両を扱う当社は「運ぶ
を支える」という使命のも
と、三重県下のお客様に
信頼されるパートナーとし
て、ニーズに合ったサー
ビスを提供しています。

個性を大切にする明るい
職場環境で、チームワー
クを発揮しながら県内の物
流を支えている会社です。

〒514-8711 三重県津市垂水字中境505
TEL  059-227-8111
URL http://www.mie-isuzu.co.jp/

お客様に信頼されるパートナーに

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  新車・中古車販売業など
●設　　立 1952年（昭和27年）
●資 本 金 1億500万円
●従業員数 227人

 株式会社興和工業所

　当社の強みは複数の
トップシェアを有してい
ること、また、表面処理
と機械加工の技術を複
合することであらゆる業
界と取引が可能となり、
非常に経営が安定してい
る点です。創業以来 73

年間黒字で経営できてい
るのは、お客様からの信
頼と従業員努力によるも
のだと自負しています。

〒467-0861 名古屋市瑞穂区二野町2-28
TEL  052-871-7151
URL http://www.at-kowa.co.jp/

金属の総合加工企業

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  金属の加工分野である機械加工・
プレス板金・溶接・組み立て

●設　　立 1947年（昭和22年）
●資 本 金 3億8,197万2,500円
●従業員数 1,049人

 太田商事株式会社

　当社は愛知県の
西三河を中心にガ
ソリンスタンド・コ
メダ珈琲を運営し、
そのほかにも地域
に根差したさまざ
まな事業を展開し
ています。ワンルー

ムタイプの駐車場
付独身寮や資格取
得制度も充実して
います。

〒448-0841 愛知県刈谷市南桜町1-73 OTAビル9F
TEL  0566-23-5811
URL http://www.ota-shoji.co.jp/

1655年（承応4年）創業の老舗企業

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  建設資材、エネルギー、外食事業
●設　　立 1921年（大正10年）
●資 本 金 48,000,000円
●従業員数 270人

●未内定3年次対象の説明会
進路情報研究センター・
ライセンスアカデミーの名
古屋支社（名古屋市）は 9
月 30日と10月 1・8 日の
三日間、愛知・三重・岐阜
各県の高校3年次を対象と
する「合同企業説明会」を
開催した。
高校生の就職活動は、ご
く少数の都道府県を除いて
「一人一社制」が原則とな

っており、高校現場におけ
る安定した就職指導を担保
している。しかし、第一志
望の企業から内定を得るこ
とができなかった場合に、
2社目以降の企業をどのよ
うに選定して絞り込むかと
いうことは、ほぼすべての
指導現場で一つの課題とし
て残ったままだ。今回のイ
ベントの対象は就職未内定
の 3年次。企業の情報をし

っかりと集めることができ
るよう個別面談形式が採用
された。
参加企業は1会場につき
15〜30社程度。この時期
に開催される合同企業説明
会は、就職活動開始前後に
比べると小規模ではあるも
のの、毎年多くの採用実績
を残しているのは確かで、
就職志望生徒と高校教諭、
また企業の人事・採用担当
者から重視されている。

●新型コロナ禍で不合格者増
新型コロナウイルス感染
症の感染拡大による影響で
例年とは異なる採用活動を

毎年採用実績を残すイベント開催

展開した企業は少なくな
い。蔓

まん

延防止等重点措置や
緊急事態宣言の解除を視野
に選考開始時期のタイミン
グを図ったり、医療系・製
造系では外部から人を受け
入れることが不可能である
ために施設手配が必要にな
ったりと、企業はさまざま
な対応を迫られている。
一方、来場した高校教諭
からは、「製造業では内定
をいただける確率が高く、
それ以外の業種では例年よ
りも不合格者が多い印象が
ある」などといった声が複
数聞かれた。
令和 4 年 4 月入社を目

指した就職活動では、新型
コロナ禍ということでリモ
ート面接を実施している企
業が複数見受けられる。し
かし、「人事・採用担当者
と直接話をしてみなければ
生徒が自分に合う企業を見
極めることは難しい」とい
う高校現場の意見は無視で
きない。ラ社では今後も高
校生の就職活動を最後まで
サポートしていく。

 株式会社ウッドベル

　当社の特徴は「地域密
着」「自由に選べる」「入り
やすいお店」です。創業か
ら50年以上、地域に密
着し信頼と実績を積み上
げてきました。販売に関
するノルマを設定してお
らず、職場はアットホー

ムな雰囲気です。お客様
にとっても社員にとって
も居心地が良いことを第
一に考えています。

〒515-0045 三重県松阪市駅部田町71-1
TEL  0598-26-3521
URL https://www.e-woodbell.com/

地域密着でアットホームな職場

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  自動車整備・修理・販売
●設　　立 1978年（昭和53年）
●資 本 金 10,000,000円
●従業員数 74人

新型コロナ禍で変化した就職活動
未内定者を最後までサポート

東海・
北陸
愛知県立
新城有教館
高等学校

昆虫食プロジェクト
合同企業説明会

8 東海・北陸

http://daigakushinbun.com/
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注目を集めている。その一
方、同校で専門的に学ぶこ
とのできる「農業」の分野
では、昆虫は農業生産物の
品質を低下させる害虫とし
ての側面が強調されている
ため、困惑する場面が少な
からずあるのも事実だ。
そうした背景も受けて、
このプロジェクトでは校舎
のある作手地域に生息する
昆虫をはじめ、圃

ほ

場
じょう

の管理
や実習中に目にする昆虫を

代替タンパク資源として大注目
昆虫採集は野菜の定植から開始
愛知県立新城有教館高校
作手校舎では、生徒が日本
の低い食料自給率を学ぶ中
で、＂未来の食料＂ につい
て考える必要があると考
え、生徒 10 人と教員 3 人
で「昆虫食プロジェクト」
に取り組んでいる。
昆虫食は家畜に代わる代
替タンパク資源として近年

採集・同定・試食し、活用
の可能性を探ってきた。同
定とは、見つけた昆虫の正
体を特定することだ。
従来からごく自然に集ま
っている昆虫だけにとどま
ることなく、＂美味しい＂と
言われている個体を多く採
集できるよう、プロジェク
トは野菜を定植するところ
からスタート。シモフリス
ズメやエビガラスズメがつ
きやすいというエダマメ・
ゴマ・落花生を圃場の一角
へと移した。
採集自体は 6 月から 9
月にかけて三つの方法で行
うこととし、目で見て採集
する「ルッキング」を週に
1 回、捕獲網を用いる「ス
ウィーピング」を計 10 回、
誘引剤でおびき寄せる「ベ
イトトラップ」を週に 1回
実施する計画を立案。実際
に採集を開始してみると、
ベイトトラップがうまく機
能せず中止となってしまっ
たものの、残る二つの方法
が奏功し、多くの昆虫の採
集に成功した。

食味試験の結果は「食べやすい」
見た目の印象の改善が課題
採集した昆虫は下処理を
した後、素材の「味」を確
認できるよう素揚げで試食
した。「パリッとした食感
で食べやすい」「モンシロ
チョウは食害するキャベツ
の風味を感じた」といった
感想が上がったほか、「シ
ョウリョウバッタはエビの
ような風味」「アブラゼミ
はナッツのような味わい」
など、ほかの食品に例える
コメントも見受けられた。
食味試験の結果、どの昆
虫も美味しく食べることが
できたが、調理後の見た目

に抵抗感が大きい点が課題
として残った。そのため、昆
虫料理の文献等を参考に野
菜と合わせて「天丼」に仕立
てたところ、見た目の圧迫
度を多少なりとも低減でき
た。今後はほかのレシピ開
発も進めていくという。
この取り組みは、SDGs
の①「貧困をなくそう」②
「飢餓をゼロに」③「すべて
の人に健康と福祉を」―
といった目標の達成に資す
ることが期待される。試食
の対象を広げたり、食用昆
虫を飼育する畜虫業の可能
性を視野に入れたりと、意
欲的に活動するプロジェク
トから目が離せない。

総合学科の専門性を活かした探究活動
SDGsにつながる「昆虫食プロジェクト」

　愛知県立新城有教館高等学校の作手校舎（愛知県新城市、竹下昌
宏校長）は、農業を学ぶ「人と自然科」を設置し、豊かな自然に恵
まれた地域の特性を活かした教育活動を展開している。現在は、農
業で「害虫」として扱われる昆虫を資源として活用する方法を考える

「昆虫食プロジェクト」に着手中だ。SDGs の目標達成にもつながる
注目のプロジェクトの内容に迫った。

 国連サミットで採択された、2016年から30
年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール

（貧困、飢餓、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、エネルギー、成長・雇
用、イノベーション、不平等、都市、生産・消費、気候変動、海洋資源、
陸上資源、平和、実施手段）と169のターゲットから構成されている。

SDGsとは……

名　　称 感　　想

モンシロチョウ
（シロチョウ科）

キャベツのような風味
揚げるとパリッとした食感

タマナギンウワバ
（ヤガ科）

外皮が柔らかい
味はない

ヨモギエダシャク
（シャクガ科）

外皮が柔らかい
湿気た麩菓子のような食感

チョウセンカマキリ
（カマキリ科）

揚げるとパリパリとした食感
味はない

エビガラスズメ
（スズメガ科）

外皮が厚く噛み切りにくい
揚げると中身が空洞になる
肉厚で甘みやうまみを感じる

名　　称 感　　想

ショウリョウバッタ
（バッタ科）

揚げるとパリパリとした食感
エビのような風味

セスジスズメ
（スズメガ科）

外皮が厚くかみ切りにくい
揚げると中身が空洞になる
味ははっきりしない

アブラゼミ
（セミ科）

揚げるとサクサクとした食感
ナッツのような風味を感じる
やや苦みを感じる

ニイニイゼミ
（セミ科）

揚げるとサクサクとした食感
スナックのように食べられる

■食味試験の感想

合同企業
説明会

自作トラップの設置など採集方法を試行錯誤



　関西地方を中心に、警備に関
するさまざまなサービスを日本
全国で展開している当社は、個
性に合わせて柔軟な働き方を

選択できることが特徴です。また、会社見学にかか
る交通費を全額負担したり、ひとり暮らしの支援を
したりするなど福利厚生にも力を入れています。

会社の強み・社風

 株式会社AOS

［本社］〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町3-12-201
TEL  0797-25-1882　　URL http://www.sc-aos.co.jp/

［京都オフィス］〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラスAOS事務所
［大阪オフィス］〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-7 上本町グランディムビル902
［大阪西オフィス］〒553-0003 大阪市福島区福島1-3-11 福島サンアール11号館304
［三宮オフィス］〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-2-17 ワールド三宮ビル5F

合言葉は「信じるよりも確かめよ」

会
社
情
報

●基幹事業  総合警備保障事業、防犯・防災等に関するコンサル
タント、交通量調査、警備用品の製作・販売　など

●代 表 者 桝井 功也
●設　　立 2009年（平成21年）
●資 本 金 20,000,000円
●従業員数　350人

問
合
せ

備
　
考

先輩からのメッセージ仕事紹介

経験を積みながら、チームをまとめる統率力を身
につけていただきます。その後、適性を考慮しなが
ら、指導教育や管制業務まで行うようになります。

キ
ャ
リ
ア

ス
テ
ッ
プ

　私は裏で人を支える
ことが得意なため、主に
社員のサポートを中心
とした仕事を行ってい
ます。細かい作業が多
く、大変だと感じること
もありますが、上司や先

輩方にフォローしてい
ただいているため、安心
して業務に励んでいま
す。また、業務内容が明
確なこともあり、仕事に
対する不安はあまり感
じていません。

　商業施設や病院など
で「施設警備」や、複数
の施設の点検などを行
う「巡回警備」、商業施
設のオープンを中心に
屋内・外問わず行う「イ

ベント警備」の三つの
サービスを中心に展開
しています。そのほか
お客様のニーズとコス
トに合わせた「総合提
案」を行っています。

松元 茉鈴さん
所属　本社 管理部
平成30年4月入社
鹿児島県立
屋久島高等学校

重厚なバックアップ体制を完備
お客様の要望に応じたサービスを提供

警 備 を 中 心 と す る 豊 富 な サ ー ビ ス を 顧 客 に 提 供
一 人 ひ と り の 適 性 を 見 極 め て 配 属 先 を 決 め る

近畿・中国・四国

近 畿・
中 国・
四 国

施設警備への
支える
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自立を
強み
支援

応するほか、出入管理や巡
回警備などにも幅広く取り
組みます。昨年からは新型
コロナウイルス感染症の影
響を受け、有観客のイベン
ト開催が自粛傾向にありま
したが、感染者が急減する
など、社会的に改善傾向に
あり、収束のメドが立ち次
第、以前の構えに戻る見通
しです。
　警備業務というと、比較
的年齢の高い方が働いてい
るというイメージを抱かれ
がちですが、若手であれば
こそ、より活躍できる業種
であることを強調しておき
たいと思います。元気があ
り、巡回警備に要する所要
時間も比較的短い傾向にあ
る若い人材には、非常に期
待しています。
　将来を展望すると、まず
は着実に成長するための強
固な土台づくりが必要で
す。業容をさらに拡大させ
ようという気概が社内にあ
ふれていることもあって、
積極的に採用活動を行い、
人材の確保に努めていま
す。今後は管理職ポストも

施設警備に強みを持つ
成長のための土台づくり
　施設警備を基幹事業とす
る企業として平成 21 年に
設立した当社は、今年で
13 年目を迎えました。
　特に強みがあるのは、金
融機関やショッピングモー
ル、オフィスビルなどにお
ける「施設警備」です。そ
のほか、スポーツイベント
や音楽・芸能イベントなど
において観戦者や観衆の案
内・誘導を行う「イベント
警備」なども請け負ってお
り、多様なサービスを提供
しています。
　施設警備では、主に出入
管理や解錠・施錠などを行
う巡回点検、防災監視など
を行います。中でも利用者
が多い商業施設において
は、点検はもちろん、落と
し物・忘れ物対応などまで
フォローします。
　イベント警備では、観戦
者や観衆の案内・誘導が主
な業務ではあるものの、入
場・入館時における所持品
検査や身体検査などにも対

　株式会社 AOS（本社兵庫・芦屋市、桝井功也代表取締役）は、近畿地方
を中心に、主として施設警備に強みを持つ幅広いサービスを展開している。
若手社員の活躍が目覚ましく、成長著しい同社の事業内容や求める人材像な
どについて、管理部採用グループ責任者・所康夫部長にお話をうかがった。

充実し、若手社員であって
もキャリアアップを明確に
目指すことができるはずで
す。仕事に対する意識が高
い方は、会社選択の際には
そうした点も見極めるよう
に務めましょう。

社員の個性・特徴から業務振り分け
福利厚生の充実を図る構え
　身体が資本の業務ではあ
るものの、重たい荷物を運
ぶというわけではないた
め、男性と同等に女性が活
躍できる場面が非常に多く
あります。例えば、更衣室
やシャワールームなどの性
別が限定される施設・設備
の点検作業や手荷物検査、
身体検査などがそれです。
当社では、性別の枠にとら
われずに、一人ひとりの特
徴・特性を活かした業務分
担を行っています。
　会社全体の男女比率を見
れば男性社員が多いのは事
実ですが、若年層に限れば、
女性社員が半数以上を占め
ています。福利厚生を充実
する一環として、健康診断
のオプション付与のほか、
育児休暇中であっても健康
診断を受診できるなど、女
性にとって働きやすい環境

となるように制度を整備し
ています。

上昇志向が活躍を呼び込む
希望をかなえるプロセスが重要
　高校新卒者という観点で
考えると、大学新卒者と比
較して社会経験が乏しいの
は否めません。しかし、そ
れは入社後に仕事に注力す
る中でいずれ解消できるで
しょう。そのための一手段
として、積極的に研修会を
開催し、社会人基礎力を養
う機会を設けています。理
想の将来像の実現に向かっ
て根拠や指針を持って具体
的に行動している方は、行
動の反省や方向性の見直し
に躊躇しません。高い生活
水準を望んだり、給与がも
っと欲しい、こんなふうに
遊んだりしたいなど、出世
欲や野心が明確な方ほど、
幅広く活躍しているのでは
ないでしょうか。
　志望動機はもちろん大切
な要素の一つではあります
が、当社ではあまり重要視
していません。思い入れや
考え方などは一人ひとり異
なるはずですし、否定する
べきことではないと考えて
いるからです。仕事に真摯
に向き合っていただけるの
であれば、特に問題はない
とのスタンスです。
　社会を取り巻く環境は、
今後さらに変化していくで
しょう。しかし、多様性に
大きな価値観を置いて事業
を展開している当社にとっ
ては、それがどのような変
化であっても対応できるの
ではないかと自負していま
す。また、出身学歴に起因
する格差などは存在せず、
当社では経験やセンスが求

められます。大学新卒者と
高校新卒者において初任給
にさほど差がないのも、当
社の特徴の一つです。
　コミュニケーション能力
が大切であることは否定し
ませんが、得手・不得手が
あります。これは私見です
が、コミュニケーションが
得意ではない方は、現場で
真面目に取り組んでいる印
象があり、大きな長所とし
てとらえています。
　警備業の魅力は、年齢や
経験、専門的知識の有無に
関わらず、さまざまな現場
ですぐに働ける点にありま
す。当社は一人ひとりの適
性に合わせて配属先を決定
するため、幅広い業務をこ
なしながら着実なステップ
アップが可能です。
　職業や就職先企業の選択
は、可能な限り自分自身で
決断できるようにし、かつ、
根拠のある自信を持てるよ
うに意識していただきたく
思います。将来的なキャリ
アデザインを描いているの
なら、希望はもちろん、そ
れをかなえるための手段や
プロセスを重視することが
大切です。
　人手不足による労働人口
の減少などが懸念される
中、人材サービス業界は、
今後さらにニーズが高まっ
ていくことでしょう。当社
で一緒に働くことをぜひ検
討してみてください。

株式会社
AOS
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　株式会社AOSは、自立心あ
ふれる社員を支えるためにさま
ざまな支援を行っている。
　例えば、新入社員からの志望
動機で上位にあがる「ひとり暮
らし支援」だ。ひとり暮らしを
始めるに当たり最初のハードル
は、不動産契約や家具・家電の
調達、当面の生活費などのコス
ト面だろう。同社では、可能な
限りそうした人材を支えたいと
いう思いから、ひとり暮らしに
要する費用を会社負担とした

り、「スタートアップキット」
と題して寝具・掃除用品などを
支給したりするなど、手厚くサ
ポートする。
　そのほか、入社日から初任給
が支給されるまでの生活費を無
利息で借入できる「初任給前貸
付制度」や「有給休暇 3カ月前
倒し消化制度」などを用意。
　社員に寄り添うべく福利厚生
のさらなる整備拡充を推進する
同社。社員たちがイキイキと働
きながら輝く姿が垣間見えた。

社員全員にマスクを配布して一人
ひとりの健康に対する意識を高める

豊富な研修を通して資格取得の後
押しやサービスの向上を目指す

社員の自立心を尊重する手厚い支援本紙　
記者の



三つのクラスに分かれる普通科
多彩な卒業生人材を広く輩出

　明豊高等学校は、「志を
高く、将来の目標を見つけ
る」「自分を信じ、人を愛
する心を養う」「何事も一
歩前に進む勇気を持つ」と
いう三つの校訓を掲げる中
高一貫校だ。「心を磨き、
知性を磨き、技を磨く」と
いう教育目標のもと、「普
通科」と「看護科」の 2 学科
を擁し、これまでにさまざ
まな分野で活躍する即戦力
人材を輩出してきた。 
　「普通科」は、「高大連携」

「特別進学」「体育専攻」の
三つのクラスに分かれてい
る。それぞれ個別のカリキ
ュラムに基づいて学びを展
開しているという同科の取
り組みを見ていこう。 
　「高大連携クラス」を構
成するのは、「情報経営進
学コース」「食物進学コー
ス」「幼児教育進学コース」
の 3 コースだ。コース別の

特色を活かした学びのシス
テムを実現している。
　1 年次には、主に普通教
科の基礎学力を身につけ、
2・3 年次で普通教科にお
ける学力の定着と共に、別
府大学（大分県別府市）と
連携して幅広い知識や主体
性などを身につけるプログ
ラムを実施する。この学び
を通して自分の進路につい
てイメージを膨らませ、卒
業後の進路に合わせたコー
スを 2 年次で選択する。
　学びの面以外でも、別府
大の現役学生の面々や普段
接する機会が少ない地元市
民と交流を図り、幅広い年
齢層とのコミュニケーショ
ン能力を身につけることも
展望する。
　また、令和 4 年度からは

「情報経営進学コース」は
そのままに、「食物進学コ
ース」「幼児教育進学コー
ス」を統合して、「初等教育・
食物進学コース」とした上
で、「文学部進学コース」

の新設を予定。コースの内
容をさらに充実させていく
構えだ。

外部との交流で視野を広げる
3年間を総括する「課題研究」

　各コースの学びの集大成
となるのが「課題研究」だ。
一人ひとりが自分の目的に
添ったテーマを設定し、個
人で研究に取り組んでい
く。卒業時には高校生活 3
年間の頑張りが形になって
完成するため、感動するほ
どの達成感を味わうことが
できる。3 年間学んだ内容
をしっかりとまとめて発表
することを通して表現する
能力を養っていく。
　一方、大学受験に特化し
た「特別進学クラス」の特
徴の一つは、少数精鋭で
個々の生徒の意識と力を高
めている点だ。「個人指導・
自主学習」「卒業生との懇
談会」等、主体的な学習姿
勢を身につけるための最適
な環境を用意。卒業生との
交流の場を設け、現役大学
生から明確なアドバイスを
受けることで進路選択にお
ける視野を広げていく。

　また、探究活動にも力を
入れており、進学者が多い
クラスとしては珍しく、全
員が地元の企業へインター
ンシップに出向き、地域課
題や企業課題に取り組む。
次年度からは人気作品「ド
ラゴン桜 2」の漫画原作へ
の情報提供や TBS ドラマ
の脚本監修で知られる東京
大学（東京都文京区）の現
役学生・西岡壱誠さんらを
アドバイザーとして迎え、

「未来の担い手」の育成を
目指す「九大専科」を新設
する予定だ。
　「体育専攻クラス」では、
高度な競技力の習得と共に
体力的・精神的な強さを備
え、変化し続ける社会に順
応できる人材としての育成
を行う。「朝の挨拶運動」「校
内美化活動」「地域清掃」

丸東産業社は顧客からのニーズに応
えることで豊かな生活に貢献してきた

多岐にわたるプログラムなどを通して生徒の希望進路の実現をサポートする

常にチャレンジできる環境
意識を向上させる仕組みづくり

　丸東産業株式会社では、
食品や医薬品などに用いら
れる「機能包材」のデザイ
ンから製造・販売まで、一
貫した業務体制を確立して
いる。長年培ってきた技術
とノウハウを活かし、保存
性・バリア性・強靭性など、
パッケージの機能性を高
め、人々の豊かな生活の実
現に貢献することを使命と

してきた。
　そうした同社の特長の一
つが、社員が常に新しい仕
事にチャレンジできる機会
を用意していることだ。若
手のうちから営業所長や生
産現場でのグループリーダ
ーなどを任される社員が少
なくない。若手社員がより
責任のある重要なポストに
就くことで、社員同士が競
争しつつも、協力しながら
仕事に対して真摯に取り組
む環境を実現。切磋琢磨す
ることで社員の意識を向上
させてきた。

多彩な新入社員教育制度
未経験でも安心できる職場

　高校新規卒業者は入社

後、まずは工場職に配属さ
れる。顧客からの注文に従
って、指定された納期に間
に合うように製造するた
め、しっかりと計画を立て、
段取り通りに指示を出して
いく力が求められる。
　高い能力が求められると
聞けば、不安に感じる高校
生は少なくないだろう。し
かし、安心して欲しい。そ
れというのも、丸東産業社
では研修制度が充実してい
るため、入社直後から必要
な知識やスキルを、少しず
つではあるが、しかし着実
に身につけて成長していく
ことが可能な体制が構築で
きているからだ。
　入社直後から 2 週間程
度、新入社員全員を対象に
導入教育研修を実施。「挨
拶」「マナー」「外部接待研
修」「スピーチ」「グループ
討議」などを重ね、社会人
に必要なスキルや知識を培

っていく。
　また、入社 3 年目までの
社員を対象に、営業知識や
スキルの向上を目的とする

「フォローアップ研修」を
実施。年齢や経験年数の近
い社員同士がそれぞれの知
識や経験を共有し、グルー
プワークや討議を通して抱
えている課題などの解決に
取り組んでいく。
　そのほかにも、将来の管
理職候補の社員を対象とし
た「ステップアップ研修」、
管理職の社員を対象に管理
能力向上を目的に掲げる

「管理者研修」や 100 コー
ス以上の通信教育講座を用

意し、修了者には費用の一
部を会社が援助する「自己
啓発」など、自己研鑽がし
やすい環境も整っている点
も嬉しい。「従業員持株制
度」「産前産後休暇・育児
休業・育児短時間勤務制度」

「永年勤続者表彰制度」な
ど、福利厚生が充実してい
るのも、社員の高い満足度
につながっている。
　丸東産業社では、随時会
社訪問を受けつけている。
所定の手続きを踏んだ上
で、まずは、ものづくりの
現場を自分の目で確かめ、
企業の雰囲気を体感してみ
てはいかがだろうか。

などのボランティア活動を
通して、社会の一員として
の自覚と責任感を育む。
　部活動も活発で、本年 3
月に開催された「第 93 回
選抜高等学校野球大会」で
は野球部が準優勝を果たす
など、文武両道を具現化し
ている。
　各学科とコースに合わせ
たカリキュラムを展開し、
生徒一人ひとりの希望に沿
った進路実現につなげる指
導を徹底している明豊高
校。生徒の卒業後の希望や
目標が、必ずしも明確であ
るとは限らないものの、い
ずれにおいても、生徒が自
分自身の将来を見据えるこ
とができるサポートを今後
も継続していく。明豊高校
の今後により大きな注目が
集まりそうだ。

基礎学力＋キャリア教育＋αの力で夢を実現
進路指導を通して人間性と意識を高める

顧客や消費者に喜びを届ける商品づくり
やりがいのある仕事を通して成長できる環境

九州・
沖縄
明豊
高等学校

　明豊高等学校（大分県別府市、岩武茂代校長）は、「明るく豊かな心
を育てる中高一貫校」として平成11年に開校。生徒自身に高校卒業後
の姿を明確にイメージさせることで、自然に努力を重ねる意欲と忍耐力
を醸成している。生徒一人ひとりの個性を大切に育てる学校として発展
を遂げてきた普通科の取り組みを紹介する。

　丸東産業株式会社（本社福岡・小郡市、菅原正之代表取締役社長）
は、昭和 14年の創業以来、食品・医薬品・化粧品・健康食品・ト
イレタリ―用品・工業用品などで使用される「機能包材」の開発・
販売を自社で一貫して行っている。同社の商品開発における熱意や
手厚い新人教育制度をリポートする。

多彩な社員教育制度
特色ある普通科教育

http://daigakushinbun.com/

10 キャリア＆就職支援ジャーナル 高等学校版九州・沖縄 第31号
2021年10月26日（火）

丸東産業
株式会社



「オンライン日本留学フェア」参加者アンケート 集計結果

語 と し て、 ま た 7 〜 9 年
生の 3 年間はロシア語が第
二必修外国語として教えら
れているという。

同基金が昨年 6 月 30 日
に公表した「2018 年度 海
外日本語教育機関調査結
果」によると、18 年時点
のモンゴルの日本語学習者
数 は 1 万 1,755 人 で、15
年に実施した前回調査より
18.6% 増加し、世界の国・
地域別で第 23 位となって
いる。また、日本語教育機

日本との関係深まるモンゴル
留学生数が国・地域別で10位
文部科学省によると、モ

ンゴルの教育制度は初等教
育 5 年間、前期中等教育 4
年間、後期中等教育 3 年間

「5-4-3 制」で、義務教育は
6 〜 15 歳の 9 年間となっ
ている。また、国際交流基
金（本部東京・新宿区）に
よれば、公用語はモンゴル
語で、2007 年度より 4 年
生から英語が第一必修外国

関数は 128 施設（前回調
査比 68.4% 増）、日本語教
師 数 は 363 人（ 同 43.5%
増）と、顕著な増加率を示
している。

同基金はその背景とし
て、技能実習制度等を利用
しての訪日を目的とする学
習者の増加などを挙げる。
実際に、2010 年代後半か
らモンゴル現地で技能実習
生の送り出し機関が増えた
ほか、19 年 4 月 17 日に日
本 − モンゴル間で「在留資
格『特定技能』を有する外
国人材に関する制度の適正
な実施をするための基本的
枠組みに関する協力覚書

（MOC）」の署名がなされ、
就労を目的とした学習者が
増加しているという。

さらに、日本学生支援機
構（JASSO、本部・横浜市）
が 今 年 3 月 に 発 表 し た

「2020（令和 2）年度 外国人
留学生在籍状況調査結果」
で、20 年 5 月 1 日現在の
日本の大学（大学院を含
む）・短期大学・高等専門
学校・専修学校・日本語教
育機関等における出身国

（地域）別の外国人留学生
数を見ると、モンゴルは
3,075 人と、第 10 位とな
っている。日本国内で多く
のモンゴル人留学生が学ん
でいる実態が分かる。

COVⅠD-19で完全閉鎖
全教育機関を段階的に再開
モンゴルでは、昨 2020

年 2 月 か ら 9 月 ま で、 新
型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の感染拡大
の影響で、すべての教育機
関が閉鎖されたことから、
多くの初等・中等・高等教
育機関でインターネットを
介した授業が行われた。も
ともと学習管理システム

（Learning Management 
System）が導入されてい
た機関ではそれらを使い、
そうではない場合はウェブ
サービス「Google Classroom」
や SNS の「Facebook」な
どを活用して、遠隔での教
授活動が行われたという。

昨年の動きを受けた本年
9 月 2 日には、COVID-19
の感染拡大に伴い、モンゴ

ル政府が「高度警戒準備態
勢」の実施期間を 12 月 31
日まで延長することを発表
したと、在モンゴル日本国
大使館が明らかにした。モ
ンゴルの「災害防止法」で
は、警戒レベルの高い順に、
上から「非常事態」「全国
警戒態勢」「高度警戒準備
態勢」の 3 段階が定められ
て お り、COVID-19 の 感
染収束はまだ見えにくい状
況と言えそうだ。

一方、現地ではすべての
教育機関を 20 〜 21 年度
間に段階的に再開してい
る。大学・専門学校は 9 月
14 日からオンライン形式
で、10 月 5 日からは対面
式でそれぞれ始動してお
り、現在はオンライン形式
と対面式が混在した形で授
業が行われているという。

モンゴルの若者が対象
オンライン日本留学フェア
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 9 月
18・19 日、日本留学・就
職への関心が高いモンゴル
在住の若者に向けて、「日
本 留 学 フ ェ ア in モ ン ゴ
ル オンライン説明会」を
開催した。初日は 313 人、
二日目は 286 人と、多く
の参加があった。

今 回 は、COVID-19 の
影響により、昨年同様にウ
ェブ会議サービス「Zoom」
を使用したオンライン説明
会を実施。オンラインでは
あったが、イベント参加者
からは活発に質問が寄せら
れた。例えば、「日本語の

授業について、各レベル（初
級・中級・上級）に到達す
るまでにはどれくらい学習
時間が必要か」「奨学金や
学費の分納の可否について
知りたい」「入国後の隔離
措置など COVID-19 対策
はどのようなものがあるの
か」など、さまざまな質問
が投げかけられた。

ラ社は、「日本留学フェ
ア in モンゴル オンライン
説明会」の参加者を対象に、
アンケートを実施。その内
容について、ごく簡単に見
ていきたい。「職業」につ
いては「大学・短大・専門
学校生」が 33.5% で最多
だった。次いで、「高校生」
が 30.5%、「既卒・社会人」
18.4% と続いた。

また、「興味のある分野
（複数回答可）」については、
「日本語」が 76 件でトップ。
以下、「IT」が 73 件、「情
報 工 学 」 が 50 件、「CG/
WEB デザイン」46 件、「ア
ニメ・マンガ」38 件、「薬
学」「経済学」32 件、「通訳」

「心理学」31 件と続いた。
近い将来に日本で就労する
ことも見据え、まずは「日
本語」を学びたいという参
加者の熱心な意欲と共に、

「IT」「情報工学」などの
理工系分野や、COVID-19
とも関わりの深い「薬学」
などの分野に対する高い関
心がうかがえた。

　現在でも遊牧民が草原を移動して生活する一方、本年 7 月 4 日
には、首都・ウランバートル近郊に日本企業連合が今後 15 年間に
わたり運営を担う「チンギス・ハーン国際空港」が新しく開港す
るなど、都市部の経済発展が目覚ましいモンゴル。日本では、元
大相撲・横綱の白鵬翔らの出身国としても親しまれている。
　本稿では、モンゴルの教育制度および日本語学習の現状のほか、
現地の新型コロナウイルス感染症（COVⅠD-19）の状況、教育機
関の動向等を伝えると共に、9 月 18・19 日に開催された「日本
留学フェア in モンゴル オンライン説明会」の様子を報告する。

日本留学フェア オンラインイベントに多数来場
モンゴルの教育トピックス❹

日本語学校の担当者が最寄り駅から学校までの経路を動画で案内

COVID-19 の感染防止対策がなされた教室で授業を受ける日本語学校の生徒

9 月から授業が再開した現地の小学校
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二日間で500人以上が参加
教育機関が活動を順次再開

＊�外務省・文部科学省の発表資料などをもとに編集部で作成。いずれも複数存在する学校系統・ルートの中から
代表的なものを抜粋しているため、修業年限や接続の仕方など、これによらないものもある。また、所定の学校
卒業・修了、指定単位の修得等を基礎資格として実現する他の学校等への編入学については基本的に割愛。な
お、海外諸国・地域に関しては、現地の制度変更等により、ここに示す情報と最新の状況が異なる可能性がある

日本・モンゴルの学校教育制度（概略）

初等教育

小学校
（5年間）

前期中等教育
（4年間）

後期中等教育
（3年間）

専門大学
（4〜6年間）

大学（4〜6年間）

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6

初等教育

小学校
（6年間）

中学校
（3年間）

高等学校
（3年間）

大学（4〜6年間）

短期大学
（2〜3年間）

日　本

モンゴル

6 107 11 138 12 149 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
（歳）

中等教育

中等教育

専門学校
（1〜4年間）

年齢

学年

学年

■15～18歳　■19～22歳
■23～29歳　■30歳以上・保護者
■無回答

■高校生 ■大学・短大・専門学校生
■既卒・社会人 ■保護者・学校教師
■その他・無回答
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1年目離職「17.2％」をいかに改善するか。推定要因から見えるもの

離職
理由
「早期離職の大きな要因
になっているものは何だと
思いますか（上位五つま
で）」の問いに、教員の目
線で最も多く寄せられたの
は「人間関係の問題」で
67.7％だった。以下、「安
易な職業選択」51.9％、「職
業意識が希薄」49.7％、「仕
事内容が合わない」43.1
％、「やりたい仕事と違っ
た」40.8％と続いた（図 7）。
注目したいのは、「職業
観の希薄」や「仕事内容が
合わない」が早期離職理由
の上位に入っていること
だ。これは、「働く意義」
や「自分は何をしたいのか」
という職業観が不十分であ
るため、実社会で働くこと
に対する意識が高まってい
ないのではないかとの見方
なのだろう。「安易な職業
選択」が入っているのもそ
のためだと推察される。ま
た、企業研究を十分に行わ
ずに応募や選考へ進むこと
で、企業側が求める人材像

とミスマッチが生じてしま
いかねず、結果として「仕
事内容が合わない」「やり
たい仕事と違った」という
ことにつながるとも考えら
れそうだ。
ここで離職率のアウトラ
インを押さえておきたい。
厚生労働省が令和 2 年 10
月 30 日に発表した「新規
学卒就職者の離職状況（平
成 29 年 3 月卒業者の状
況）」によると、平成 29
年の高校新卒就職者の就職
後 3 年以内の離職率は
39.5％（前年比 0.3㌽増）
だ。その内訳を見ていくと、
1年目離職 17.2％、2 年目
12.3％、3 年目 10.0％と
なっている（参考）。
同じ年の「大学新卒就職
者」のそれを見ると、順に
11.6％、11.4％、9.9％で
計 32.8％となっている。2
年目・3年目は大きな差と
なってはいないことから考
えれば、1 年目離職率の
「17.2％」を改善すること

が、高校新卒就職者の離職
率減少のキーを握ると考え
られそうだ。社会経験が乏
しい入社 1年目。そのタイ
ミングで挫折や困難を感
じ、乗り越えることができ
ず離職してしまうケースが
少なくないのだろうか。
ラ社の調査結果から類推
できるのは、社会人として
の意識が希薄だったり、業
務内容をそれほど理解して
いなかったりということが
早期離職につながっている
のではないかと多くの教員
は考えているらしいという
ことだ。これは、離職状況
や離職理由を扱う多くの公
的・私的調査のさまざまな
結果と通底している。
「就職者と企業のミスマ
ッチを防ぐため、どのよう
な対策が必要だと考えます
か（自由記述）」にはさま
ざまな観点からの意見が寄
せられた。
「どうやって企業を絞り
込むかという方法論ではな
く、まずは健全な職業観の
育成が第一」と、やはり「職
業観の希薄」に対する問題
提起をする教員が見られ
た。それに対して、「高校
在学中に、いろいろな業種、
職種を就労体験する機会が
さらに必要」「企業研究や
企業見学などを積極的に行
い、自分が社会人になると
いう自覚をしっかりと持た
せること。生徒が自主的に
行っていくことが必要では

高校新卒就職者の落とし穴
希薄な職業観と情報不足

60
（％）

50 40 30 20 10 0 60
（%）

50403020100

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年
3月卒
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28.7

16.2
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32.0
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22.8

11.7

10.0 12.3 17.2 11.6 11.4 9.9

高 校 新 卒 者 大 学 新 卒 者

17.2

（資料：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（平成29年3月卒業者の状況）」）

参考 新規学卒就職者の出身学歴別離職状況 ■1年目 ■2年目 ■3年目

（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

図7 早期離職の大きな要因になっているものは何だと思いま
すか（上位5つまで）
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ないか」「社員との懇談会
などで、少しでも現場のイ
メージを持つ」など、就職
指導の中で早期段階から企
業との連携を強化し、充実
したキャリア教育を行うこ
とで、職業観の育成につな
がる授業の実施やイベント
への参加が待望されている
との声が寄せられた。
また、「生徒が企業のこ
とを深く知った上で応募す
ることが最も大切。就職担
当の教員も企業と生徒をよ
く理解した上で指導するこ
ともとても重要」「早めの
指導開始（本校は 2年次の
9 月から）。担当教員によ
る企業の詳細な情報の把
握」と、教員と生徒が就職
に向けて共に意識を高めて
いくことが必要という意見
もあった。
ほかにも、多くの教員が
支持する「一人一社制」の

維持を踏まえて、より良い
就職活動が行えるように改
善を求める声も寄せられ
た。「応募前職場見学をよ
り充実させるため、求人票
の配布開始を 2 週間早め
る」「求人票公開から応募
開始までの期間を長くして
企業研究の時間を確保」と、
日程の再構築を検討して欲
しいとの指摘もあった。
いずれの意見からも分か
るように、就職指導に企業
の協力は不可欠だ。その上
で、「企業側の『良い部分』
だけのアピールではなく、
仕事の『厳しい部分』もし
っかりと伝えて欲しい」「企
業は不都合なことがあって
も、それをきちんと説明す
ることで解決すると思う」
など、総合的な判断をする
ためにもシビアな面も教え
てもらいたいという要望も
少なくなかった。

職場
見学

「応募前職場見学へは平
均何社参加させています
か」の質問には「2～ 3社」
の回答が最も多く、53.7
％。次いで、「1 社のみ」
31.3％、以下は「その他」
11.5％、「0 社」1.8％、「4
～ 5 社」1.8％という結果
で、複数の企業を比較・検
討した上で応募する一社を
絞るという構えの高校が数
多く見られた。
一方、見学は応募する一
社に限り行い、生徒がどう
しても合わないと感じてい
るようであれば別の企業の
見学機会を設けるという高
校も少なくないようだ。見
学会の参加は行わないとす
る「0 社」は 1.8％と少な
いことから、ほとんどの就
職志望生徒が応募企業を検
討する上で応募前職場見学
に参加しており、多くの生
徒が重要視していることが

分かった（図 6-2）。
「一人一社制」を採用し
ている地域の高校は、応募
する企業は一社だが応募前
職場見学は複数に参加する
ことに問題はないと改めて
生徒に周知しておくこと
で、視野を広げた企業選び
へと導いていくことができ
るだろう。また、参加する
に当たり、「生徒が会社を
見学する」のと同時に、「会

社側も生徒を見ている」と
いうことを忘れずに、服装
や言葉づかい、マナーなど
の指導がなされているであ
ろうことがうかがわれる。
企業側には、求人票から
では読み取れない具体的な
自社の情報や業務内容を生
徒に提供したり、社員との
懇談会を開催したりするな
ど、充実した応募前職場見
学の実施を期待したい。
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図6-1 応募前職場見学への参加開始時期はいつですか

図6-2 応募前職場見学へは平均何社参加させていますか最盛期・7月中旬から参加多数
気になる企業を複数比較・検討
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（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

（資料：ライセンスアカデミー「新規高卒就職に関するアンケート調査」）

「応募前職場見学への参
加開始時期はいつですか」
の質問に最も多く寄せられ
た回答は「7月下旬」60.7
％だった。以下、「7月中旬」
17.4％、「8月上旬」11.5％、
「その他」7.4％、「8月中旬」
1.6％、「8 月下旬」1.5％

と続き、78.1% の高校が、
7月中には参加させている
という結果が出た。また、
就職志望者が少ないという
前提で、見学を希望する生
徒がいた場合には企業と調
整の上、対応をするという
高校も見られた（図 6-1）。

新規高卒就職に関するアンケート調査 結果詳報
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