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■日本社会における社会的マイノリティに対しての差別や偏見の有無

社会構造や雇用環境の変化
目前に迫る未来社会を知る

新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）がいつ収
束するのか、その行方は依
然として不透明だが、経済
社会は「with コロナ」や

「after コロナ」をハッキリ
と意識して企業活動を推し
進めようとしている。

直近の 2 年間は、教育現
場はもちろん、「探究学習」
などにおいて語られるとこ
ろの「予測が困難な時代」
が、あたかも形を変えて突
如として牙をむいたようで
はあるが、それゆえ「時代」
や「社会」がどうなるのか
は脆弱性に満ちており、そ
の延長線上で＂After＂であ
る「次の時代」が強烈に意
識され、また現に模索され
た印象がある。それでは、

「次の時代」とは、いった
いどのような時代なのだろ
うか。

政府が主導する「第 5 期
科学技術基本計画」によれ
ば、「世界に先駆けた『超
スマート社会』の実現」が
喧伝され、具 体 的 に は、ロ
ボットや IoT、人工知能

（AI）、またビッグデータ
等の先端技術をあらゆる産
業や社会生活に取り入れ、
格差なく、多様なニーズに
きめ細かく対応したモノや
サービスを提供する」社会
として、「Society5.0」が
示されている。次の時代の
イメージは、「経済発展」

と「社会的課題の解決」の
両立であるとされた。

サイバー空間（仮想空間）
とフィジカル空間（現実空
間）を高度に融合させた「超
スマート社会」を実現させ
るための取り組みのことで
あり、「我が国が目指すべ
き未来社会の姿」だと位置
づけられている。この理念
は、国連が 2030 年までの
達成を目指して提唱した

「SDGs（持続可能な開発目
標）」17 の目標 &169 ター
ゲットとも、多くの視点に
おいて通底している。

一方、日本経済団体連合
会（経団連、本部東京・千
代田区）は、その提言書

『Society 5.0　－ともに創
造する未来－』において、

「『技術的変化』『経済・地
政学的変化』『マインドセ
ットの変化』など、急激な
変化の波が世界に迫ってい
る 」 と 謳 っ た。Society 
5.0 時代を生きる人に求め
られる力を「社会に散らば
る多様なニーズや課題を読
み取りそれを解決するシナ
リオを設計する豊かな想像
力と、デジタル技術やデー
タを活用してそれを現実の
ものとする創造力である」
と定義し、「デジタル革新
と多様な人々の想像力・創
造力を融合することで、『課
題解決』を図るとともに、
われわれの未来をより明る
いものへと導く『価値創造』
をもたらす」と結論づけて
いる。それと同時に、その

一節「日本を解き放つアク
ションプラン」の中では、

「企業が創造し、社会に循
環する価値を増大するため
の戦略が必要である。社会
や組織が持続的に活力を生
み出し続けるために産業の
新陳代謝を図ると共に、組
織とそこで働く多様な人が
価値を生みだす土台を整え
る必要がある」とした。

他方、Society 5.0 を実
現していく上で、日本が目
指すべき姿の一つは「『多
様性を内包した、成功のプ
ラットフォーム（土台）』
である。日本人も含め、日
本にいる、またこれから日
本に来る多様な国籍と背景
の人々が、日本で成功のき
っかけをつかみ、日本や世
界で活躍するためのプラッ
トフォームとなる」と説い
た上で、「多様性とは、も
ちろん女性の活躍、すなわ
ち性別の多様性のみを指す
ものではない。それは大前
提として、人種、国籍、宗
教、年齢、障がいの有無は
言うまでもなく、個性や経
験、スキル、背景、価値観
なども含め、あらゆる人々
の多様性を包摂するもの」
であると言明した。ここま
で見てきて分かるキーワー
ドはいずれも「多様」だ。

政府が目指す「経済発展」
や「社会的課題の解決」、
また経団連が掲げる「価値
創造」は、仮にどのように
優れた人材であっても一人
の力では実現できず、多く
の「専門知識」や「実践的
技術」を備えた人々の協業
によってしか、おそらく実
現しない。多様な人々がベ
クトルを一つに合わせるか
らこそ、これまでにないイ
ノベーションが生まれてく
るはずだ。換言すれば、多
様性とは、異なる知識や技
能・考え方の専門知や経験
値が集まること。均質的で
はないからこそ、そこから
応用できそうな解決策が見
つかる可能性が高まってい
く。それらが多ければ多い
ほど、より難度が高く高度
な問題解決や、価値創造も
展望できるようになりそう
だ。その意味では、多様性
を受け入れるのと同時に、

自分自身も他者にはない個
性や能力に磨きをかける必
要があると言えるだろう。

ビジネスにおけるD&Iとは
新たな視点が成長エンジンに

現在の高校生が学校生活
を終えて社会で活躍する頃
には、日本は厳しい挑戦の
時代を迎えていると予想さ
れている。実にさまざまな
変化・変革や展開が生じる

「未来社会」が到来し、そ
の流れの中で、社会構造や
雇用環境は大きく、また急
速に変化しており、「予測
が困難な時代」となる。そ
うした状況や環境下でどの
ような能力や素養が必要と
されるのかを言及するのは
なかなか容易ではない。そ
の意味で、どのような社会
になっても決して戸惑うこ
とがないように、将来に備
えることが大切だ。

昨今注目を集める「ダイ
バーシティ」と「インクル
ージョン」（D&I）は、ま
さしくそのために不可欠な
構えの一つだ。「ダイバー
シティ」は＂多様性＂と理解
される言葉で、さまざまな
特徴を持つ一人ひとりの個
性を尊重して差別や偏見を
持たない状態のことをい
う。「インクルージョン」
は直訳すると ＂包括＂ で、
多様性を受け入れ、相互に
協力し合うイメージを指す
とされる。

これらは、日本社会でど
れだけ浸透しているのだろ
うか。公益財団法人日本財
団（本部東京・港区）が
11 月 30 日に公開した「ダ
イバーシティ＆インクルー
ジョンに関する意識調査」
の結果を見てみよう。
「日本社会における社会

　グローバル化の急速な進展やAⅠ・ⅠoTの技術革新によって、社会は
目まぐるしく変革している。利便性が向上する反面、環境問題など世界
が一つの社会となって解決していかなければならない課題も少なくない。
　この約2年の間に、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡
大によって世界的な混乱が起き、全く予想していなかった方向に変化し
た部分も少なくない。ここでは、世界が大きく変わりつつある流れの中で、
日本の企業が発展・成長を続けるために必要とされる「ダイバーシティ
＆インクルージョン（D&I）」について見ていく。

的マイノリティに対しての
差別や偏見の有無」という
項目では、「あると思う」
が 44.1％、「ややあると思
う 」 が 41.8 ％ で、 合 計
85.9％となった。前回調査
で「あると思う」が 60.1％、

「ややあると思う」が 35.8
％と、偏見があると感じて
いる人が 95.9％だったの
に対し、10㌽減少した形
だ。年代別に見ると、特に
20 代では 2 年前の 96.1％
から 80.7％へ 15.4㌽も低
下しており、若い世代を取
り巻く環境において偏見や
差別が減少している可能性
が示された。
「ダイバーシティ／ダイ

バーシティ＆インクルージ
ョンに対する認知」の項目
では、「意味や定義を知っ
ている」が 13.1％、「意味
や定義をなんとなく知って
いる」が 26.3％、「言葉を
聞いたことはあるが、意味
や定義までは知らない」が
32.5％、「知らない・言葉
を聞いたこともない」が
28.1％だった。内容の認知
率は 39.4％で前回調査よ
り 9.5㌽増加、名称の認知
率も 71.9％で前回より 5.4
㌽増加しており、社会と意
識の変化を裏づけている。
「この 2 〜 3 年における、

自分自身の D ＆ I への理
解や支持の変化」では、意
識が「高まった」と回答し
た人は 9.2％、「やや高ま
った」は 31.0％、「変わら
ない」は 57.2％、「やや低
くなった」、「低くなった」
は各 1.3％だった。D&I へ
の理解や支持が高まったき
っかけは「パラリンピック」
が最多で 43.7％、次いで

「人種差別問題」40.2％、

日本経済の成長と発展のカギを握るダイバーシティ＆インクルージョン
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北 海 道 —進 路 相 談 会 etc. 2

東 北 —主 体 的 活 動 etc. 3

関東・首都圏 —う ど ん 部 etc. 4

東海・北陸 —フェアトレード etc. 9

近畿・中国・四国 —幅広い職種展開 etc. 10

九州・沖縄 —よのなか教室 etc. 11

グローバル —フランスリポート 12

★「高企連携」News & Topics―
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生徒は自身の将来の進路を手繰り寄せるべく積極的に担当者の声に耳を傾けた

数出席。進学のみならず就
職に関する情報収集のブー
スが設けられるなど、生徒
は自分により合った進路を
模索しようと、時間の許す
限り各担当者からの説明に
熱心に耳を傾けた。
　「就職と進学の話を聞き
比べることができ、理解を
深めることができました」

「企業の担当者の方の話を
初めて聞き、就職に対して
具体的なイメージを持つこ
とができたように思いま
す」など、前向きな姿勢を
見せる参加生徒が多かっ
た。面談による相談会への
参加を通じて、鮮度の高い、

　進路情報研究センター・
ライセンスアカデミーの札
幌支社（札幌市）は 12 月
15 日、士幌町総合研修セ
ンター（北海道河東郡士幌
町）において高校 2 年次を
対象とする「進路相談会」
を開催した。
　これは、卒業後の進路の
検討がそれほど進んでいな
い生徒を主に想定し、進学
と就職の比較を起点としな
がら進路全般に関する理解
の深化を図るイベントだ。
　当日は、大学・短期大学・
専門学校に加えて、地元を
中心に高校新卒者採用に実
績のある企業の担当者も多

それでいて臨場感あふれる
情報を多角的に収集できた
ようだ。
　札幌市内の高校から参加
したある教諭は、「生徒の
地元志向が強い士幌町で、
十勝管内の求人企業が増加
している状況を非常にあり
がたく思います」と、感謝
の言葉を述べた。この教諭
の高校では昨年度、希望者
全員が内定を得て、無事に
送り出すことができたのだ
という。企業訪問時には、

『生徒のみなさんを大切に
育てていきたいと思ってい
ます』という趣旨の言葉が
多く、「実際に過年度採用

いただいた数多くの企業
が、本校卒業生を大切にし
てくれているのだと強く実
感しています」と、続けた。
　企業・高校の双方にとっ
て良好な関係が築かれてい
くのは好ましい。その一方、
新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）拡大の影響
なのか、北海道経済産業局
が 12 月 13 日に発表した

「最近の管内経済概況」に
よると、北海道内全体の動
きは COVID-19 以前への
持ち直しの動きに足踏み状

態が見受けられるという。
　高校新卒就職志望者の就
職・採用活動においては、
生徒側に優位に展開してい
るとの見方があるものの、
厳しい経済環境から、最終
的には、厳選採用となる可
能性が高く、予断を許さな
い。こうした背景を踏まえ
れば、進路選択のミスマッ
チを事前に防ぐ取り組みの
実施と共に、緊張感を保ち
ながら就職活動をする必要
性があることには変わりは
ないと言えるだろう。

高校新卒予定者の就職内定率66.8％
「主要産業別」ではすべてがプラスに

北海道
労働局

厚生労働省北海道労働局
は 11 月 30 日、「令和 4 年
3 月新規高等学校卒業者の
職業紹介状況（10 月末現
在）」を公表した。

発表によれば、道内の高
校を令和 4 年 3 月に卒業
予定で、かつ就職を希望す
る「求職者数」は前年同月
か ら 570 人 減 少 の 5,939
人（前年同期比 8.8% 減）。
男 子 は 3,251 人、 女 子 は
2,688 人だった。そのうち、

「就職内定者数」は 3,966
人（同 32.8％増）。「就職
内 定 率 」 は 66.8 ％（ 同
20.9㌽上昇）で、「求人倍
率」は 2.61 倍（同 0.29㌽
上昇）という結果になった。
求 人 数 に 関 し て は 1 万
5,490 人（同 2.5％増）と
なっており、実数ベースで
379 人増加した。

新型コロナウイルス感染

症（COVID-19) の感染拡
大の影響を受けて、令和 3
年 3 月高校新卒予定者の就
職内定率は 45.9％（令和 2
年 10 月末現在）と大きく
落ち込んだ。とはいえ、平
成 20（2008）年 9 月、日本
経済の収縮に直面した「リ
ーマン・ショック」の影響
を受けた平成 22（2010）年
3 月高校新卒予定者の就職
内定率の 14.0％（平成 21
年 9 月末現在）、および平
成 23（2011）年 3 月、未曾
有の被害をもたらした「東
日本大震災」の影響を受け
た平成 24 年 3 月高校新卒
予 定 者 の 就 職 内 定 率 の
17.9 ％（ 平 成 23 年 9 月 末
現在）を大きく上回ってい
る。COVID-19 の 収 束 は
依然として不透明で、企業
の「採用活動」に及ぼした
影響は否定できないとする

一方、「採用予定数」につ
いては、当初計画通りとす
るところが多いとの指摘が
なされているのも事実。こ
の部分をどう見るかは評価
が分かれそうだ。

道内の拠点別に見ると、
就職内定率が最も高かった
のは「苫小牧」で 82.1％。
次いで「浦河」81.3％、「北
見」76.4％と続いた。一方、
最も低かったのは「留萌」
で 50.9 ％ に と ど ま っ た。
ここで、各市における取り
組みの一例を引いてみよ
う。苫小牧市では、企業と
人を仕事でつなぐ求人情報
サイト「とまジョブ」を運
営し、地元就職希望の若者
に対して積極的にサポート
し て い る。 北 見 市 で は、

「KITAMI WORKS」とし
て、若者を対象に就職に関
する多様な資料や情報を提

供している。インターネッ
ト利用率の上昇に伴いスマ
ートフォンなどから手軽に
情報が得られる時代になっ
たからこそ、地元企業に特
化したウェブサイトが積極
的に活用され、高い就職内
定率を下支えしているのだ
ろう。
「主要産業別」の就職内

定者数を見ていこう。「製
造業」の 714 人が最も多く、
以 下「 卸 売 業、 小 売 業 」
620 人、「 建 設 業 」537 人
と続いた。これに限らず、
すべての産業において、前
年同月と比べて内定者数は
増加した。

次に、「主要職業別」の
就職内定者数を見てみる
と、最も多かったのは「生
産工程」で 861 人。次い
で「事務」635 人、「サー
ビス」482 人、「専門・技術・
管理」463 人、「販売」399
人と続いた。一方、最も少
なかったのは「建設・採掘・
運 搬 」 の 192 人 だ っ た。

前年同月と比べても「建設・
採掘・運搬」のみがマイナ
スに転じ、8.1㌽減少した。

令和 2（2020）年度に関
しては COVID-19 の影響
で、高校生が職業・仕事に
対する理解の深化を促進す
るための機会が数多く失わ
れた。しかし、令和 4 年 3
月新卒予定者に対しては、
万全な感染対策を講じた上
で職業体験・インターンシ
ップ受け入れを再開する企
業が増加。高校新卒人材に
対する期待も大きく、それ
が求職者数を上回る道内求
人数に表れていると考えて
も良さそうだ。
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「オリンピック」40.0％、
「SDGs」37.5％、「新型コ
ロナウイルス」27.0％と続
く。いずれもこの 2 年間、
メディア等で多く取り上げ
られた内容であり、社会と
意識の変化を予感させる。

D&I は 日 本 で は 特 に、
ビジネスシーンで注目され
る機会が多い。経済産業省
では、「多様な人材を活か
し、その能力が最大限発揮
できる機会を提供すること

で、イノベーションを生み
出し、価値創造につなげて
いる経営」を「ダイバーシ
ティ経営」と定義し、推進
している。多様な視点や価
値観を取り込むことは、新
たな発想が生まれるきっか
けになる。日本経済の発展
には「多様な人材の活躍」
の実現が急務であり、それ
が成長のエンジンになって
いくだろう。

日本商工会議所と東京商
工会議所（本部東京・千代
田区）が 12 月 6 日に決議

した「多様な人材の活躍に
関する要望」では、「女性
の活躍推進」「外国人材の
活躍推進」「高齢者の活躍
推進」「障害者の活躍推進」

「就職氷河期世代の就職支
援」が取りまとめられた。
例えば、「女性の活躍推進」
では、❶中小企業における
女性活躍推進の取り組み支
援❷働く女性の主体的なキ
ャリア形成支援❸女性の就
労を阻害する税・社会保障
制度の見直し❹仕事と育児
の両立支援❺保育の質・量

の確保―を挙げている。
❹仕事と育児の両立支援で
は、女性活躍の課題として
約 4 割の企業が「家事・育
児の負担が女性社員に集中
している」と回答。社会の
動きとして男性の育児休業
取得策が創設されたもの
の、取得が進んでいるとは
言い難い状況だ。そのため、
改正育児・介護休業法のて
いねいな周知や業務平準化
の体制整備への個別コンサ
ルティング支援等の対応を
求めていくという。

これまでとは異なる「価
値観」や「主体性」「姿勢」
などが、出口である「社会」
や「業界」「企業」などで
求められていることを忘れ
てはならない。現在推進中
の「働き方改革」もその文
脈で考えれば、経団連によ
る「働き方改革の真の目的」
が、「多様な人材が働きが
いを感じることができる環
境を整えること、また、仕
事の付加価値を高めること
にある」との指摘も容易に
理解できるに違いない。

1面より



高校生のみなさんが進路を選択する上で重視する「好き」「興味」に焦点を
当て、関連する職業や資格、トレンドなどについて分かりやすくかつ体系的
に編集されたガイドブックです。シリーズ第2分冊では＂ビューティ＂をテー
マに、多様な視点から検討を加えていきます。「業界人」のエピソードも含め
美容業界で働くことを考える高校生にとって充実のラインナップを実現!!

▲最新刊

〒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 お問い
合わせ

総力
特集

気になる学校を探そう！!

学部・学科・専攻・コース等一覧

ビューティ系23資格 8職種
理容師 美容師 ヘアメイクアップアーティスト ネイリスト

理容 美容 メイク エステ ネイル 

系統・分野別情報誌 2023年度［最新刊］
シリーズ

No.2

詳細
解説

Top Interview 仕事人に聞く

青森県の
がんばれ!

高校生

〒030-0803 青森市安方2-3-5　　 TEL  017-721-6641
ライセンスアカデミー 青森営業所お問い

合わせ

2022 既刊
進学や就職に関する情報と青森県出身の先輩たちの応援
メッセージを含む「成功体験」談が満載！ 進学志望者に必要
な知識はもちろん、就職を考える高校生のみなさんが迷いな
くキャリアデザインを描き出すことができるよう就職まで
の道のりや面接・小論文・作文といった試験対策についても
詳しく解説しています。

▲好評既刊

令和4年度入学者用  

最新企業インフォメーション
企 業
情 報

青森県の高校生を応援する

●民間企業就職を考える
●公務員を考える
●「求人票」「会社見学」比較・検討用チェックシート

編 集
企 画

特別養護老人ホーム見心園

　利用者のみなさまに、よ
り一層くつろいでいただ
けるよう、設備の充実のみ
ならず季節を通してさま
ざまなイベントを行って、
楽しく生活が送れるよう
スタッフ全員が配慮を心
がけています。長期入所

や短期入所、デイサービ
ス、ケアプラン作成のほ
か、24時間受け付けの相
談窓口もございます。

〒039-1202 青森県三戸郡階上町大字赤保内字道仏道添21-12
TEL  0178-88-3355
URL https://www.kenshinen.jp/

喜んでもらう喜び

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  高齢者福祉事業、保育事業　な
ど

●設　　立 1988年（昭和63年）
●資 本 金 32億300万円（令和元年実績）
●従業員数 124人（令和3年4月1日時点）

多様な体験活動を重視したキャリア教育
主 体 的 な 進 路 選 択 で 目 標 を 実 現

青森県立
百石高等学校

東　北

東 北

　卒業と同時に調理師免許が取得できる食物調理科を擁し、多様な進
路目標の達成に向けたカリキュラムを充実させている青森県立百石高
等学校（青森県上北郡おいらせ町、中村豊校長）。創立 73 年を迎える
歴史と伝統のあるキャリア教育に焦点を当てる。

主体的活動
実践的実習

同期社員の多さが若手社員の不安
解消につながる

労観の醸成や地域貢献を目
指している。
キャリア教育の一環とし
て2年次に行われるインタ
ーンシップでは、受け入れ
先の企業・事業所が 50を
超えている。体験した内容
について報告書を作成した
後は、1年次に向けて発表
する機会を設け、活動を振
り返る時間を設けている。

「高校生レストラン」で自主性養成
両学科の有志生徒が大活躍
食物調理科は、専門的知
識・技術を習得させること
に加え、おもてなしの精神
と技術の育成、そして「人
間力」の育成を目標に掲げ
る。平成 28 年度からは、
食物調理科の調理クラブが

体験基軸のキャリア教育
就職・進学を主体的に検討
青森県立百石高校は、普
通科と食物調理科の2学科
を設置している。キャリア
教育においては、体験から
学ぶことはもちろん、体験
を通して自分の考え方を広
げて進路選択につなげる流
れを重視しているのが特徴
だ。慌てて就職や進学を決
めるのではなく、自分自身
で「進路」そのものを考え
られるように、「総合的な
探究の時間」におけるキャ
リア教育をはじめ、アクテ
ィブラーニング型の授業や
進路ガイダンス等を実施。
こうしたさまざまな活動を
組み合わせながら、社会と
のつながりを理解させ、勤

学校で身につけた技術を活
かす場として、「高校生レ
ストラン」をスタート。食
材の選定・発注から調理、
販売などを生徒主体で進
め、将来の調理師として相
応しい技術を磨いている。
令和2年度以降は新型コ
ロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、おいらせ
町内の店舗などでの料理提
供は行わず、学校の玄関前
においてドライブスルー形
式で持ち帰り弁当の販売に
切り替えた。地元の食材を
惜しげもなく使い、6 月
13 日、7月 3日、8月 7日、
10 月 23 日、11 月 13 日の
5日間のみ、各日 100 食限
定で提供した。
普段の活動では、だし巻
き卵の練習や料理の味つけ
をアレンジするなど、より
美味しい料理をつくるため
に試行錯誤を重ねてきた。
また、「かつらむき」とい

った包丁使いや余った食材
を活用した調理など、活動
で培った技術は、就職後も
役立っていると話す卒業生
が少なくないという。
百石高校が近年取り組ん
でいるのは、中学生を対象
とするレシピコンテスト
「百高カップ」だ。2 回目
となる令和 3年度は、にん
じんをテーマ食材として募
集し、「おかず部門」に 8
作品、「スイーツ・デザー
ト部門」に 14 作品のレシ
ピが寄せられた。開催主体
は普通科と食物調理科の有
志生徒で、選考や審査に当
たっての調理は食物調理科
が担当。審査や表彰までは、
2学科が協力しながら取り
組んだ。
12 月 3 日には、「にんじ
んの素材が生かされている
か」「オリジナルな料理で

あるか」「見た目が美しく、
アイデアに富んだ料理であ
るか」「家庭で作りやすい
よう、短時間でだれでも料
理できる内容か」などの観
点から審査がなされた。こ
のように、生徒が主体的に
活躍する場を設け、自信に
つながる経験ができるよう
に工夫が施されている。同
時に、生産や流通にふれる
ことで就職や進学について
視野を広げるきっかけとな
ることが期待されている。
多様な体験活動を重視し
たキャリア教育を展開する
上で、主体的に進路選択が
できるようにし、生徒全員
が進路目標を達成すること
を目指す青森県立百石高
校。今後も地域住民や地場
産業などとの連携をさらに
充実させ、魅力ある学校を
創造していく。

地域連携を充実させ地域の教育資
源を積極的に活用

レシピコンテストに向けて真剣に
取り組む生徒の様子

東
北
総
括

吉
田 

将
志 

氏
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http://seichoukigyou.com/2015年7月1日（水）

キャリア＆就職支援ジャーナル 高等学校版第33号
2021年12月23日（木）https://daigakushinbun.com/

高校新卒者の積極採用だろ
う。同社は、理容師・美容
師指定養成施設の「大宮理
美容専門学校」を埼玉県で
運営しており、入社後に全
日制または通信制の専門課
程に籍を置き、国家資格の
取得を目標に、日々実力を
磨きながら、業務にも取り
組める体制を構築してい
る。同専門学校に通う期間
には、シャンプーやカット
モデルなどの実務実習がで

●系列専門学校で働きながら学ぶ
　銀座社は、新卒社員が入
社後、即戦力として活躍で
きる職場環境であることを
強みとしている。
　とりわけ特徴的なのは、

きるため、資格取得後すぐ
に現場に立てる。
　大宮理容美容専門学校
は、産学連携により国家資
格取得に要するコストを最
小限に抑え、学費を低減化。
学費は給与内で無理なく支
払えるように配慮されてい
るため、保護者の力を借り
ずに資格を取得できる点も
魅力だろう。
　全日制の場合は、土・日
曜日や長期休みを使って店
舗で徹底的に実習を行う。
通信制の場合は、店舗で働
きながら専門学校の全日制
が長期休みのタイミングで

入社後に理容・美容師を目指せる環境を整備
社員が円滑な人間関係を築けるように配慮

株式会社
銀座

　宮城・埼玉・東京各都県で実店舗を構えるのに加え、宮城県には理容・
美容・ブライダルエステに関する 6 店舗も展開している株式会社銀座

（本社埼玉・さいたま市、藤森英和会長）。本稿では、同社の人材育成
や美容・理容業界の採用事情についてリポートする。

学校へ行き、徹底的に国家
試験のための技術を磨く。

●自分自身で進路を調べる
　美容室はコンビニエンス
ストアよりも多いと言われ
ており、勝ち残る競争率が
高いことから離職する人が
少なくないという。
　東北総括を務める吉田将
志氏は「企業説明会では、
当社の説明にとどまらず、
理容と美容の業界の違いを
しっかりと説明していま
す。美容業界というと、華
やかなイメージを持たれが
ちですが、競争が激しいこ
とを知り、また、理容業界
に視野を広げた結果、理容
業界を目指す人が多いのも
当社の特徴です」と、語る。
生徒自身が理容・美容業界

の違いを調べることが大切
であり、高校の教員にも業
界に関して理解をより深め
てほしいと明かす。
　社員全員が良好な人間関
係を築けるように指導して
いる同社では、毎年一定数
の新卒者採用を行うため、
同期が多く悩みを共有しや
すいという。早期に実務実
習ができることもやりがい
につながっている。入社後
の定着率は高く、こうした
取り組みが離職率の低さに
つながっているようだ。



 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

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24　 TEL  03-5925-1706　URL https://licenseacademy.jp/

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

進路選択における必要な知識を学ぶワークシート式教材

進路ナビゲーションワーク

▲将来の仕事（キャリア）と学び

▲面接対策とマナー・常識

▲進学ガイド

▲職業・学びガイド

本誌は、「仕事やキャリアの理解」「進学に関する理解」「面
接やマナー」など、進路選択やその周辺知識をガイドブッ
クで学習・吸収し、ワークシートを活用する振り返り学習
によって定着を目指す教材です。教員向けマニュアルと解
答例が用意されており、クラスごとの授業展開が可能です。

●内容構成
1 将来の仕事・キャリアからの進路選択の意味を考える
2 人生の大部分の時間を占める「仕事」について

3「仕事」の理解／文理選択を考える

4 大学や専門学校についての理解を深める

5 進学に関する「お金」について考える

6 就職・進学で求められる面接のマナー・基本動作について
7 社会人としての常識とマナーについて

8 仕事に必要な資格や学歴を調べる

 株式会社オギノ

　創業180年。山梨
県を中心に地域に密
着し、お客様の生活
を支え、暮らしを守
り育てることを目指
してきました。毎日
の何気ない暮らしを
もっと豊かなものに

したい―。そうし
た私たちの想いに共
感してくれる人をお
待ちしています。

〒400-0047 山梨県甲府市徳行1-2-18
TEL  055-227-7111
URL https://www.ogino.co.jp/

本当の豊かさを目指して

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  山梨県内を中心に店舗を展開す
る総合小売業

●設　　立 1953年（昭和28年）
●資 本 金 50,000,000円
●従業員数 2,268人（8時間換算）

2022 既刊
新潟県の高校生のみな

さんが「進路選択」や「就
職」を考える時に役立つ
情報が満載 !! 就職までの
スケジュールやお悩み相
談Q&Aなど、間違いの
ない進路選択の実現をサ
ポートします。

進 路 情 報
研究センターライセンスアカデミー
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1656

お問い
合わせ

新潟県の高校生のための

グラフと数字でみる進学と就職
新潟県の高校生の進路事情特 集

BOOK 2022

進路決定までの流れ
就職活動のフローチャート

就 職

新潟県の高校生を応援する
企業インフォメーション最 新

 ポラスグループ

　地域に密着し、お
客様のより良い暮らし
を追究。地域密着だ
からこそ分かる地域ご
との文化や生活環境、
地盤や通風も分析し、
各エリアに最適な住宅
づくりを実現していま

す。自社生産の木材、
自社で育成した大工に
よる高品質の家づくり
もポラスの特徴です。

〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2
TEL  048-987-0022 
URL https://www.polus.co.jp/

住まい価値創造企業

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  土地の仕入れ、設計、資材の調達・
加工、施工・営業・販売 など

●設　　立 1964年（昭和39年）
●資 本 金 14億8,830万円
●従業員数 4,334人

 倉持建設工業株式
会社

　当社は、土木工事、
電気工事を中心にさまざ
まな建設工事を行ってい
ます。これからも高品質
なサービスを提供できる
よう、品質マネジメント
システムを積極的に改
善・実行すると共に豊か

な環境づくりに関する相
談所として、地域に根ざ
した活動を通して、社会
貢献に努めていきます。

〒306-0632 茨城県坂東市辺田1172-29
TEL  0297-47-5535
URL https://www.kuraken-k.com/

変化を続ける建設会社

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  土木工事、舗装工事、基礎工事、
電気工事、電気通信工事

●設　　立 1972年（昭和47年）
●資 本 金 10,000,000円
●従業員数 24人

医療法人社団白報会　入間藤沢幸楽園

　私たちは、「笑顔・挨
拶」を特に大切にして
います。それは、介護の
イメージを変えるよう
な、「笑顔あふれる明る
い施設」を目指してい
るからです。そのために
新卒研修や資格取得

など、充実した福利厚
生で職員を全面的にサ
ポートし、働きやすい
環境を整えています！

〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢3-25-1
TEL  042-901-8989
URL https://irumafujisawa-kourakuen.com/

笑顔＋介護＝幸楽園

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  老人ホームの運営および訪問介
護等の介護福祉サービス

●設　　立 2000年（平成12年）
●従業員数 1,566人（グループ合計）

 社会福祉法人美里会

　働きながら法人内
スクール「みさと福
祉カレッジ」で資格
を取得し、介護福祉
士の受験資格を取得
できます（受講料は
無料）。自己負担なし
で看護師になる制度

もあります。福祉人
材を育成することで
地域の福祉文化の創
造に寄与しています。

〒367-0101 埼玉県児玉郡美里町大字小茂田747-1
TEL  0495-76-0055
URL https://www.misatokai.com/

進学＋就職の新しいカタチ

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  障がい福祉サービスおよび介護
福祉サービスの提供（19施設）

●設　　立 1973年（昭和48年）
●従業員数 350人
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関東・
首都圏

高校1年次

ごくだきＭＡＸ」、そして
吉田のうどんならではの辛
味「すりだね」の開発も手
がけてきました。さらに、
今年度は、コンビニエンス・
ストア最大手であるセブン
イレブンとの共同開発で
「MAGMA」という商品を
考案し、山梨県内限定で販
売しました。
　新型コロナ禍で大変だっ
たのは、お客様が減ってし
まったことです。その対策
として、「サブスクリプシ
ョン」や「テイクアウトサ
ービス」を導入し、売り上
げを増加することができま
した。こうした成果を「プ
ログラミング思考で、新型
コロナ禍をチャンスに変え
る！」というテーマでまと
めて、山梨県代表として「関
東ブロック高等学校生徒商
業研究発表大会」に出場し、
最優秀賞を受賞することが
できました。
　そのほか、毎年、吉田の
うどん専門フリーペーパー

　私がうどん部に入部した
のは、高校 1年生の時の担
任の先生が、うどん部の顧
問をしており、勧誘を受け
たからです。主な活動内容
は、うどん店の経営で、市
民に愛される「吉田のうど
ん」の魅力を全国に発信し、
「讃岐うどんを越える」こ
とを目標に、日々活動して
います。最近は新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大
の影響で活動はやや抑制気
味ですが、金曜日に仕込み
を行い、毎週日曜日限定で、
地元のスーパーマーケッ
ト・セルバ本店のフードコ
ートの一角を借りて営業を
続けています。うどんつゆ
「だしＭＡＸ」、うどん麺「あ

『うどんなび』を制作して
います。吉田のうどんを取
り扱う 100 店舗以上に実
際に足を運んで1店舗ずつ
取材し、誌面デザイン等も
私たちが考えています。
　活動を通して吉田のうど
んの知名度を高めるのはも
ちろん、それぞれの店舗の
売り上げアップも目指して
います。最近ではTwitter
を活用し、持ち帰り容器を
有料化しても良いかどうか
のアンケートを実施しまし
た。部活動ではありますが、
無料ではボランティア活動
で終わってしまいます。店
舗を運営するには、「運転
資金」が不可欠で、しっか
りと売り上げも考慮する必
要があるからです。
　私自身、人と話をするこ
とを苦手に感じていました
が、活動の流れの中で、接
客やメディアの取材を受け
ることが増え、コミュニケ
ーション能力を身につける
ことができたように思いま
す。まずは自分で考える機
会が増えたこともこの活動
の魅力です。「うどんなび」では吉田うどんの魅力を発信

人ひとりが感じ取ることが
できたようだ。
　企業側の反応も上々だ。
東洋濾紙株式会社新潟工場
（本社新潟・蒲原郡聖龍町、
戸部浩介代表取締役社長）
の人事・採用担当者は、「非
常に真剣な表情で耳を傾け
てくれる生徒が多く、説明
がしやすいと感じました。
働く上で必要な資格はある
のかなど、積極的に質問を
投げかけてくれました」と、
生徒の意欲的な態度に好印
象を抱いたようだ。また、
株式会社新越ワークス（本
社新潟・燕市、山後春信代
表取締役）の人事・採用担
当者は、「元気で挨拶をし
っかりとできる生徒が多か
った。仕事のやりがいや大
変なことなどの質問が上が
りました。時間が少し足り
なかったのが残念です」と、
生徒との交流時間が足りな
かったことを惜しんだ。
　企業選択を行う上で、企
業で実際に働く社員の様子
が見える機会は非常に貴重
で有意義だ。これを契機に
より良いマッチングがなさ
れることを期待したい。

　新潟県立巻総合高等学校
（新潟市、矢沢明学校長）は、
地域産業界の担い手の育成
と共に、大学進学など、生
徒が希望する多様な進路の
実現を後押ししている。
　11 月 12 日、1 年次の生
徒を対象に企業見学会が実
施され、一クラスが 2社ず
つ見学した。企業の人事・
採用担当者から直接、会社
概要を聞いたり、工場や施
設を見学したりする中で、
社会で働くイメージを具体
的に醸成しようとの趣旨に
よるものだ。
　生徒の反応はどうだった
のだろうか。「会社や商品
をより良くするための努力
や心構えが大切だと感じま
した」「自分の仕事に責任
を持ち、テキパキと素早く
仕事をすること、そして自
分から仕事を見つけ、自主
的に動くことが大切だと感
じました」「働きやすい環
境や仲間と関わりながら働
くことが大切だと思いまし
た。また、働きがいを得る
ことも仕事をする上で大切
だと感じました」など、働
く上で＂大切な何か＂を一

山梨県立
ひばりが丘
高等学校

新潟県立
巻総合
高等学校

吉田のうどんを全国に!!
「うどん部」で店舗経営

　山梨県立ひばりが丘高等学校（山梨県富士市、渡邊圭一郎校長）は、
「たゆみなく自己を磨き、すすんで人のために尽くす心身ともに健全
な人間の育成」という教育方針を掲げている。特に注目を集めるのが

「うどん部」の活動だ。部長の 4 年次・松本七海さんに話を聞いた。

　　  地元企業を見学
働くイメージを具体化

うどん部
企業見学

4 関東・首都圏
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株式会社ベストライフ

　私たちが行う高齢者
介護の仕事は、「年を取
る」という誰にも克服で
きないことから生じる身
体や気の病などにより、
さまざまな介護が必要な
高齢の方々のお世話を私
たち＂人の手＂によって行

う仕事です。入居者様
が大切な人生を過ごす上
で、幸せな時間を過ごせ
るよう、尽力しています。

〒163-0229 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビルディング29F
TEL  03-5908-2020
URL https://bestlife.jp/

多様なニーズに応える介護へ

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  有料老人ホーム等の運営、居宅
介護支援事業所の運営　など

●設　　立 2001年（平成13年）
●資 本 金 45,000,000円
●従業員数 3,633人（グループ総計）

株式
会社読売プリントメディア

　読売プリントメディ
アは、5 工場、1事業
所（都内 5カ所＋横
浜市1カ所）合わせて、
高速オフセット輪転
機 110 台を有し、営
業から印刷・発送ま
で一貫した体制でお

客様のご要望にお応
えする、読売新聞東
京本社 100％出資の
総合印刷会社です。

〒135-8440 東京都江東区清澄1-2-1
TEL  03-3820-2120
URL https://www.yomiuri-pm.co.jp/

迅速・正確・美しく

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  新聞印刷業、紙面制作業務、新聞
梱包作業、新聞の輸送管理業務など

●設　　立 1987年（昭和62年）
●資 本 金 1億円
●従業員数 490人

静岡セキスイハイム建設株式
会社

　セキスイハイム東
海グループの一員と
して、静岡県内の数
多くの戸建て住宅を
手がけています。安
定した基盤のもと、お
客様の理想の住まい
をカタチにし続けて

きました。今後は、保
育所などの物件・建
物の施工等にも幅広
く挑戦していきます。

〒422-8034 静岡市駿河区高松1-11-26
TEL  054-236-4080
URL https://816-kensetsu.jp/

家をつくることは、街並みをつくること

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  「セキスイハイム・セキスイツー
ユーホーム」の一括施工　など

●設　　立 1992年（平成4年）
●資 本 金 1億円
●従業員数 81人

社会福祉法人 慈照会

　当法人は、令和2年3月に「静
岡県働きやすい介護事業所」
として認証されました。「キャリ
アパス制度・人材育成の推進」

「サービスの質の向上」「労働
環境の改善（ワークライフバラ
ンス）」に積極的に取り組む介
護事業所として認めていただ

きました。引き続き、「選ばれる
事業、選ばれる法人」を目指し、
社会福祉事業と職場環境づく
りに邁進していきます。

〒421-3107 静岡市清水区由比阿僧189-1
TEL  054-377-1177
URL https://www.jishoukai.com/

豊かな老後、あたたかい家

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  特別養護老人ホーム、短期入所、
デイサービス、在宅介護支援サー
ビスなどを展開

●設　　立 1999年（平成11年）
●従業員数 175人

株式
会社京写 関東TEC横浜事業所

〒223-0059 横浜市港北区北新横浜1-11-1
TEL  045-543-2290
URL https://www.kyosha.co.jp/

Build Trust(信頼関係の構築)

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  プリント配線板の製造および販売、
実装搬送治具の製造および販売

●設　　立 1959年（昭和34年）
●資 本 金 11億2,000,000円
●従業員数 291人

　片面プリント配線板
は世界トップシェア、
実装搬送治具において
は国内トップシェア。
製造、販売ともにグロー
バルに展開し 2021年
1月にベトナム工場が
稼働！ 顧客満足を第一

とし ＂地に足のついた
経営＂ をモットーに常
にチャレンジし、成長
を目指しています。

社会で早く働きたい高校生のみなさんへ

キャリアデザイン準備号

業界&企業の最新情報一挙公開!!
の優良&堅実経営

就職情報
入手のための

「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・公務員編
進路のてびき2022

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!!

▲2022年度 キャリアデザイン準備号（11月刊）

お問い合わせ
所在地  〒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

最新刊 11月発行

成年年齢引き下げ
若者の考えを国政に

　約140年もの間、私たち
の生活の中に定着してきた
その「20 歳」を、なぜ、18
歳に引き下げることになっ
たのだろうか（改正民法成
立は平成30年6月）。近年、
日本では18歳や19歳の若
者の意見を国政上の重要な
判断に反映していくため
に、公職選挙法の選挙権年
齢や憲法改正国民投票の投
票権年齢を 18 歳と定める
といった政策が段階的に進
められてきた。こうした流
れを踏まえ、市民生活や日
常の場面におけるさまざま
なルールや決まりごとを定
めている民法においても

18歳になってできること
20歳で初めてできること
　成年年齢を 18 歳に引き
下げる改正民法は令和4年
4月 1日から施行されるた
め、この日の時点で 18 歳
以上 20 歳未満の者（平成
14年 4月 2日〜 16年 4月
1 日生まれ）は、この日を
もって成年に達することと
なる。なお、16 年 4 月 2
日以降生まれの者は、18
歳の誕生日をもって成年と
なる仕組みだ。
　成年年齢の引き下げによ
って、何が変わるのだろう
か。具体的に見ていこう。
女性が結婚できる最低年齢
は 16 歳から 18 歳に引き
上げられ、結婚ができるよ
うになるのは男女ともに
18 歳以上となる。
　一方、飲酒や喫煙、競馬
を中心とする公営競技に関
する年齢制限に関しては、
健康面の影響や非行防止、
青少年保護等の観点からこ
れまでと変わらず 20 歳が
維持された。

民間企業の意識調査に見る
当事者と保護者の意識の違い
　ソニー生命保険株式会社

は 11 月 29 日、「成年年齢
の引き下げに関する意識調
査 2021」の調査結果を公
表した（調査は、令和 4年
4 月 1 日時点で 18 歳また
は 19 歳の人［以下、「当
事者」］と、同条件の子ど
もを持つ「保護者」、各
500 人の計 1,000 人を対象
に、10 月 15 〜 18 日 の 4
日間にわたって行われた）。
　調査結果のうち、当事者
が何を「不安」に感じてい
るのかを見ていこう。回答
は「自覚がないまま大人に
なること」が最も多く、
69.2％。以下、「クレジッ
トカードでの高額な買い
物」が 33.4％、「成人式の
混乱」31.1％と続く。保護
者においても最も多いの
は、「自覚がないまま大人
になること」で 69.0％だ
ったが、「クレジットカー
ドでの高額な買い物」47.0

％、「ローン契約での高額
な買い物」44.3％が第 2
位・3 位を占めることから
類推できるように、まだ十
分とは言えない金銭感覚や
金融リテラシーを心配する
様子が見える。
　成年年齢の引き下げが施
行されれば、法律上は親の
同意を得ずにできる行為が
増えることになる。「いつ
から親の同意を不要にして
もいいと思うか」という設
問について、当事者は「結
婚」「クレジットカードを
作る」「ローンを組んで購
入契約する」など、ほとん
どの項目において「自分で
働くようになったら」と回
答した割合が最も高くなっ
ている。社会人となり、経
済的に自立するまでは親の
同意を必要としたほうが良
いと、若者が考えているこ
とが分かった。

令和4年4月1日以降、18歳（成年）になったらできること
◦ 親の同意がなくても契約できる（携帯電話の契約、ローンを

組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借り
る　……など）

◦ 10年間有効のパスポートを取得する
◦ 公認会計士や司法書士、医師、薬剤師などの国家資格・免許

状を取得し、その職業に就く
◦ 結婚（女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げら

れ、男女とも18歳になる）する
◦ 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

 ……など

令和4年4月1日以降も、20歳を迎えないとできないこと
◦ 飲酒　　◦ 喫煙　　◦ 養子を迎える 
◦ 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券（馬券など）を購入する
◦ 大型・中型自動車運転免許を取得する ……など

18 歳以上を
大人（成年）
として扱うの
が適当ではな
いかという議
論がなされる
ようになっ
た。また、世
界標準でも
18 歳を成年
年齢とするの
が主流だ。

成年年齢の歴史を見る
なぜ18歳に引き下げ？
　成年年齢が 20 歳に決定
したのは、明治時代にまで
さかのぼる。明治 9年に太
政官（当時の最高行政機関）
布告が発出され、明治 29
年に制定された「民法」に
おいて、「満二十年ヲ以テ
成年トス」と、正式に定め
られ現在に至っている。
　20 歳を成年年齢として
定めた理由は諸説伝わる
が、当時の日本人の平均寿
命（約 43 歳）や精神的な
成熟度等を総合的に考慮し
たものだと言われている。

　令和4年4月1日から、改正民法によって「成年年齢の18歳引き下
げ」が施行される。本稿では、成年年齢が18歳に引き下げられること
で何が変わるのか、また現行通り20 歳を迎えないとできないことを紹
介すると共に、ソニー生命保険株式会社（本社東京・千代田区）が実施
した「成年年齢の引き下げに関する意識調査 2021」の結果を見ていく。

令和4年4月1日、改正民法施行。成年年齢が18歳に引き下げに！

5
http://seichoukigyou.com/2015年7月1日（水）
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学校法人 立志舎グループ

本  部 �〒130-8565 東京都墨田区錦糸1-2-1　　TEL �03-3624-5441（代）
共通URL �https://www.all-japan.ac.jp/

資格・就職・公務員につよい専門学校！

問
合
せ

●仙台キャンパス� TEL �022-713-8751
●大宮キャンパス� TEL �048-658-4110
●千葉キャンパス� TEL �043-207-5611

●東京・錦糸町キャンパス� TEL �03-3624-5441
●東京・杉並キャンパス�TEL �03-3336-8552
●横浜キャンパス� TEL �045-290-0035

●名古屋キャンパス� TEL �052-452-2061
●京都キャンパス� TEL �075-351-7431
●大阪・梅田キャンパス�TEL �06-6454-8471

●大阪・天王寺キャンパス� TEL �06-6776-6773備
　
考

■主なグループ校
東京ⅠTプログラミング＆会計専門学校仙台校
（令和3年4月、旧・東京IT会計専門学校仙台校より校名変更）

東京法律公務員専門学校仙台校
（令和3年4月、旧・東京法律専門学校仙台校より校名変更）

東京ⅠT会計公務員専門学校大宮校
（令和3年4月、旧・東京ⅠT会計法律専門学校大宮校より校名変更）

東京ⅠTプログラミング＆会計専門学校
（令和3年4月、旧・東京ⅠT会計専門学校より校名変更）

東京法律公務員専門学校
（令和3年4月、旧・東京法律専門学校より校名変更）

東京ⅠTプログラミング＆会計専門学校杉並校
（令和3年4月、旧・東京ⅠT会計専門学校杉並校より校名変更）

東京法律公務員専門学校杉並校
（令和3年4月、旧・東京法律専門学校杉並校より校名変更）

東京ⅠT会計公務員専門学校千葉校
（令和3年4月、旧・東京ⅠT会計法律専門学校千葉校より校名変更）

横浜公務員＆ⅠT会計専門学校
（令和3年4月、旧・東京ⅠT会計法律専門学校横浜校より校名変更）

東京ITプログラミング＆会計専門学校名古屋校
（令和3年4月、旧・東京ⅠT会計専門学校名古屋校より校名変更）

東京法律公務員専門学校名古屋校
（令和3年4月、旧・東京法律専門学校名古屋校より校名変更）

京都公務員＆ⅠT会計専門学校
（令和3年4月、旧・京都ⅠT会計法律専門学校より校名変更）

大阪ⅠTプログラミング＆会計専門学校
（令和3年4月、旧・大阪ⅠT会計専門学校より校名変更）

大阪法律公務員専門学校
（令和3年4月、旧・大阪法律専門学校より校名変更）

大阪法律公務員専門学校天王寺校
（令和3年4月、旧・大阪法律専門学校天王寺校より校名変更）

大阪ⅠTプログラミング＆会計専門学校天王寺校
（令和3年4月、旧・大阪ⅠT会計専門学校天王寺校より校名変更）

学
校
情
報

設置学科 � �会計士、税理士、会計ビジネス、情報会計ビ
ジネス、情報システム、情報処理、ⅠTプログ
ラミング、AⅠビジネス、情報メディア、公務
員上級・中級、公務員初級、警察官・消防官・
自衛官、宅建ビジネス、司法試験（法科大学
院・予備試験対応）

� ＊学校により設置コースは異なる。要問合せ

入試区分 � �AO入学、推薦入学、自己推薦入学、一般入学、
指定校推薦入学

選抜方法 � �AO入学／面談（選考料免除）
� 指定校推薦（選考料免除）
� �推薦入学・自己推薦入学／書類選考
� � （選考料15,000円）
� 一般入学／書類選考（選考料20,000円）

奨学金制度 � �特別奨学生試験（学費免除）、資格や経歴による特待生制度、スポーツ特待生制度、学費
延納制度�など

初年度納入金 � �1,160,000～1,280,000円� ＊学科・コースにより異なる

学校の強み・校風

アクティブラーニングの最先端を行くゼミ学習Ⓡ！
多彩なキャンパス行事でメリハリのある学園生活

　本学園は、国家公務員総合職、一般職
（大卒程度）、地方公務員上級・中級・初級、
警察官、消防官、自衛官など公務員に関す
る資格取得や就職に強い専門学校です。
　授業の特色はゼミ学習にあります。ゼ
ミ学習では、クラスをグループに分け、お
互いに教えあうことにより答えを導きま
す。仲間と楽しく話しながら、自ら学ぶこ
とにより実力がアップし、さらにコミュ
ニケーション能力、表現力、リーダーシッ

プ能力も身に
つきます。
　学園生活は
決して勉強ば
かりではあり
ません。ゼミ
旅行、BEST�COLLEGES硬式野球全国
大会、学園祭など年間を通して勉強や遊
びにメリハリのある学園生活を送ること
ができます。

公務員

DP's
Scope
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特別企画  〜公務員という生き方〜 公務員となる選択肢をどのようにつかみ取るか

体に関わる事業や業務に従事
する人のことをいう。国民の
生活を豊かにする一環として
ニーズを探るべく、さまざま
な声に耳を傾けて必要な政策
を立案するほか、法案の作成
や予算の編成をまとめること
などに従事する。また、政策
実現のための調整や予算の執
行、指導、監視、国民に対す
る行政サービスなどに取り組
む。国家公務員になるには、

「国家公務員採用試験」に合
格し、その後実際に採用され
る必要がある。

●地方公務員
　地方公務員は、採用された
地域において、住民が安心し
て豊かに暮らせるよう幅広く
生活に密着した事業に従事
し、これを推進する。高校生
のみなさんが最もイメージし
やすいのは、「警察官」のほか、
公立の学校で働く「教員」や

「職員」、また消防本部で消火・
救急・救助・査察などに携わ
る「消防吏員」や地元の市区
町村等の役所で働く人たちだ
ろう。業務内容から、「事務職」

「技術職」「公安職」「資格・
免許職」「労務・現業職」な

どに区分することができる。
さらに、「一般行政（議会、
総務・企画、税務、労働、農
林水産、商工、土木）」「福祉
関係（民生、衛生）」「公営企
業等会計部門（病院、水道、
交通、下水道、その他）」に
分かれて、地域住民が安心し
て暮らせるための街づくりに
全力投球する。そのため、一
生涯において、さまざまな職
務に携わる傾向がある。

●特別職・一般職
　国家公務員と地方公務員の
アウトラインを見てきたが、
両者はそれぞれ「特別職」「一
般職」に区分されている。特
別職は、選挙によって就任す
る職や、職務の性質から特別
の取り扱いが必要な職などの
こと。具体的には、大臣、副
大臣、裁判官、国会議員、都
道府県知事、市区町村長など
が挙げられる。一般職とは、
特別職以外の職員や各都道府
県・市役所職員、警察官など
であり、こちらが公務員の大
半を占めている。　

●部門別状況
　地方公務員の令和 3 年の
部門別職員の現況や対前年比
の増減を見ていこう。
　総務省が発表した『部門別
職 員 数（ 令 和 3 年 4 月 1 日
現在）』によると、「一般行政
部 門 」 の 職 員 数 は 93 万
4,521 人（昨年比較 6.872 人
＝ 0.7% 増加）だった。増加
の一因には、COVID-19 対
策や児童相談所の子育て支援
などの体制強化などがある。

「教育部門」は児童・生徒数
の減少に伴う学校統廃合や学
級数削減による職員数の減少
がある一方、特別支援学校・
学級の体制強化に伴う増加
や、臨時的任用職員の任用の
適正化が要因となり、106 万
4,659 人（同 3 万 6,334 人＝
3.5% 増加）となっている。
　「公営企業等会計部門」は、
病院の再編整備などによる職
員数の増加がある反面、病院
事業の地方独立行政法人化な
どにより、34 万 9,242 人（同
4,109 ＝ 1.2% 減少）だった。
　社会的状況によって、さま
ざまな職員数が増減すること
が分かった。その意味では、
興味のある分野を目指すこと
はもちろん大切だが、それと
同じくらいに社会的な動きを
事前に把握しておくことも、
公務員を目指す上で必要な構
えであると考えられる。

国 民 や 地 域 住 民 に
寄り添う全体の奉仕者

●公共の利益のために働く
　公務員とは、「日本国憲法」
により「全体の奉仕者」と規
定されている人たちのこと
だ。「全体の奉仕者」とは、
公共の利益のために働く人の
ことであって、例えば、民間
企業が自社の利益追求を目的
とする営利第一主義で事業展
開するのに対し、公務員は直
接的な利潤を追求するのでは
なく、私たち一般の納税者に
よって納められた税金を、い
かに有効かつ機能的に地域社
会や市民生活の公益に結びつ
けるかという視点から業務を
遂行していく。国づくりや国
家の発展のために中央省庁な
どで働く「国家公務員」と、
地域住民や町づくりのために
各都道府県や市区町村で公務
に当たる「地方公務員」に大
別される。

●国家公務員
　国家公務員とは、文部科学
省や厚生労働省、経済産業省
などの中央省庁のほか、各省
庁の出先機関等において国全

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大により、日本社
会はもちろん、世界中が大きなダメージを受けている。日本経済でも、
過去最高益を上げる企業が少なからず存在する一方、COVID-19 の直
撃により市場規模を大きく失う業界・企業が続出するなど、先行きは
不透明だ。そうした社会情勢の中で、誰しもが長く安定して働きたい
と考えるのは当然のことだろう。男子・女子の別を問わず、高校卒業
後の進路の一つとして根強い人気を誇るのが公務員への道だ。本稿で
は、高校卒業後に公務員として活躍するために必要な試験内容などに
ついて紹介する。

専 門 学 校 に 進 学 し て
そこから現役合格を目指す

●高校卒業後に専門学校へ
　公務員採用試験を受験し、
これに「合格」して高校卒業
後に公務員として働くルート
はすでに見てきた通りだ。し
かし、先に掲げた通り、「合格」
には、試験に応じた対策が必
要で、「教養試験」や「適性
試験」対策を中心に、過去の
頻出問題などにも取り組むこ
とが不可欠だ。
　試験の出題範囲は幅広く、
特に「法学・経済学」分野の
十分な理解と対策は必須だろ
う。もちろん、独学でできる
ことは確かだが、実際一人で
対策を立てて実行していくの
は、考える以上に厳しいとの
指摘もある。そうした背景と
社会的な需要を受け、公務員
を目指す人のために専門の学
科・コースを設けている専門
学校などの教育機関も少なく
ない。高校卒業後にそれぞれ
の試験に関する傾向などを一
定期間学び、時間をかけて勉
強に取り組みつつ試験合格を
目指していくのも一つの選択
肢として有効だろう。

●�専門学校で学ぶメリット
　専門学校の教育の目的は、
職業に直結したスペシャリス
トを養成することだ。仕事に
就く上で必要とされる知識・
技術・資格等を身につけるた

めの学科やカリキュラムが用
意され、実技・実習の時間が
多く設けられているのが特徴
として挙げられる。また、そ
れぞれの目的・目標に応じた
教育がなされているため、公
務員志望という明確な目標を
持つ生徒にとっては、学習す
る上で適した環境と言えるだ
ろう。
　公務員を目指す学科やコー
スでは、それぞれの職種・分
野に応じた勉強に取り組んで
いくが、それと同時にビジネ
スマナーやコンピュータスキ
ル、資格取得に必要な知識な
どを身につけていくことがで
きるようカリキュラムが編成
されていることが少なくな
い。
　文部科学省が公表する『令
和 3 年度学校基本調査報告
書』によると、商業実務関係
分野で学んでいた人の 8 割
が、学校で学んだことと関連
する分野に就職を果たしたこ
とが分かった。卒業生の多く
が、学んだ分野とつながりの
深い職種に就職していること
となる。

資 格・ 免 許 を 取 得 し て
自 分 の 強 み を 増 や す

　「職業教育」を行う専門学
校では、希望の仕事に就くこ
とを最終的な目標に掲げてい
ることも少なくない。従って
最も重要なのは、生徒が就き

たい仕事にはどのような知
識・技術や資格・条件等が必
要なのかを知ることだ。その
部分を十分に理解した上で、
関連知識の修得や資格を取得
できる学校を探していくと良
いだろう。
　大学・短期大学がある程度
広範な領域を理論的に学んで
いくのに対し、専門学校では
将来目指す職業や目標に向け
て効率良くアプローチできる
実践教育が充実している。
　そのため、「就きたい仕事」
が明確である生徒にとって、
専門学校進学はキャリア形成
の意味で有効な選択肢の一つ
となっている。
　特に注目したい専門学校進
学のメリットの一つは、採用
試験の合格やその後の任用、
また民間就職につながりやす
いとされる各種資格の取得指
導の充実度が高い点だろう。
国家資格・公的資格・民間資
格の別を問わず、専門学校で
は将来の仕事に直結する有力
資格・難関資格の取得を念頭
に、行き届いた教育を展開し
ている。
　各学校では、将来の仕事に
直結する資格と、その取得に
至るまでを重点的に学べるカ
リキュラムが組まれている。
仕事によっては、資格取得が
必須条件であったり、技術や
知識を持っている証明となっ
たりするなど、自分をアピー
ルする有効な手段の一つとし
て活用することができる。生
徒が目指したい資格取得に強
い専門学校で知識を培いなが
ら実践力を高めることで、ご
く近いうちに迫る就職活動に
も自信を持って取り組むこと
ができるはずだ。

●�同じ仕事で公務員？�民間？
　すでに述べたように、「地
方公務員」の仕事は、「事務職」

「技術職」「公安職」「資格・

免許職」「労務・現業職」な
どに分けられるが、この中で、
特に「資格・免許系」に注目
してみよう。
　就業に際して、特に所定の
資格や免許等が必須条件とさ
れるものに関しては、地方自
治体が運営する施設で公務員
として働く方法と、民間が運
営する施設などで民間の職員
や社員として働くという二つ
の選択肢がある。
　代表的なものとしては、「看
護師」や「臨床検査技師」「薬
剤師」、また「社会福祉士」
や「保育士」、「栄養士」ある
いは「幼稚園教諭」「公立小
学校・中学校・高校教諭」な
どが挙げられるだろう。必ず
しも公務員採用試験で採用さ
れなくても仕事自体に就くこ
とはできる。公務員と民間の
職員の間に仕事内容に違いは
生じない。そこが「資格・免
許職」の良いところで、公務
員が上とか民間が下とか、あ
るいは良い・悪いの問題では
全くなく、給与面や勤務時間
の違いなど、それぞれメリッ
トとデメリットがあるため、
どちらが相応しいのか調べた
上で公務員採用試験を受験す
るのか否かを判断すると良い
だろう。また、公務員を目指
す上で法律や行政に関する知
識を身につけることも必要と
なるだろう。
　法律・行政に関する各種資

格を所持することで、公的機
関はもちろん、事務や経理な
どの職場で働く際に活用する
ことができる。結果として公
務員の道に進まなかったとし
ても、将来的に役立てること
ができるだろう。
　＂職業教育に強い＂ ＂資格取
得に有利＂ ＂就職が万全＂ と
されてきた専門学校は、一般
的な大学や短期大学に比べて
企業等との連携が緊密で、そ
れゆえ企業や産業界が期待す
る即戦力として実践力のある
人材をこれまでも数多く輩出
してきた。

高 校 在 学 中 か ら
できることを探しておく

　専門学校に進学してから公
務員を目指すことが必ずしも
必要かと言えばそうではな
い。高校在学中から採用試験
に向けて準備を進めることは
十分可能だ。
　公務員という夢をかなえる
ためには、まずは一般企業と
は違った採用試験を受ける必
要があること、またそれに向
けた勉強が必要不可欠である
ことを忘れてはいけない。早
い段階から準備に取り組むこ
とが夢実現への一歩となるに
違いない。社会で活躍してい
る姿を想像しながら、高校時
代のいまできることに打ち込
みたい。

■国家公務員と地方公務員の違い
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■受験申し込みから採用までの具体的なスケジュール

＊�公務員採用試験に合格すると、採用候補者名簿に登載され、実際に採用される人は�
原則としてその中から上位の者から選ばれる

公
務
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国
家
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地
方
公
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員

特 別 職

一 般 職

特 別 職

一 般 職

＊一部職種において、上記の区分と異なる場合がある

●内閣総理大臣　●外交官　
●裁判官　　　　●国会議員　
●自衛官　　　　●その他

●「特別職」以外の職員
　（各省庁職員など）

●都道府県知事　●市区町村長
●県議会議員　　●その他

●「特別職」以外の職員
各都道府県・市役所職員、警察官、
消防吏員など

採用試験に合格後、実際に採用されることが必要採用
試験

大　学
法学部

経済学部 等
（4年）

目 標 は 採 用 試 験 合 格
採用試験はこう行われる

　公務員は、分野・職種や出
身学歴によって受験すること
ができる試験区分が異なるた
め、目指す区分の試験を受け
て合格する必要がある。

●国家公務員採用試験
　平成 23 年度まで「Ⅰ種・
Ⅱ種（大卒程度）」「Ⅲ種（高
卒程度）」などに区分されて
いた。平成 24 年度からは変
更となり、「総合職試験」（大
学院卒者試験と大卒程度試
験）、「一般職試験」（大卒程
度試験と高卒程度試験）、「専
門職試験」（大卒程度・高卒
程度に分かれる）などに区分
されている。
　また、令和 4 年度試験から
は、デジタル社会の到来を念
頭に置いて、「総合職試験」
に「デジタル」区分が新設さ
れ、「一般職試験（大卒程度
試験）」の「電気・電子・情報」
区分の見直しがなされる予定
となっている。今後も、時代
の流れと共に試験に変更が生
じる可能性は高い。
　
●地方公務員採用試験
　「上級（大卒程度）」「中級（短
大卒程度）」「初級（高卒程度）」
等に区分されているが、試験
名称は各自治体により異なる
ため、出願する際には、どの
区分に該当するのか、間違え
ないことが必要だ。

●採用試験のポイント
　採用試験では、「基礎能力
試験」「教養試験」「専門試験」

「作文試験」「人物試験（面接）」
などが課される。事前に勉強
しておくべき範囲が幅広いた
め、早めに受験対策に取りか
かり、効率良く着実に勉強を
進めることが合格への近道と
なるだろう。
 　「高卒程度」の場合、試験
範囲は高校までの学習内容か
ら出題される。しかしながら、

公務員採用試験独特の、公務
員として働く上で必要な事務
処理能力である「一般知能」
が約半分を占めているため、
文章理解や数的処理などに関
する勉強が別に必要となるケ
ースが多く、注意が必要だ。

●採用試験合格者
　公務員採用試験に合格する
と、国家公務員と地方公務員
共に「採用候補者名簿」に登
載され、その後の面接試験な
どを経て、内定を得る。
　ここで気をつけたいのは、
採用試験の「合格」＝「採用」
ではないということだ。名簿
に登載されるのは成績順であ
るため、実際の採用に関して
は、原則として登載上位者か
ら選ばれる仕組みとなってい
る。例えば、国家公務員など
は、内定に向けての自己アピ
ールや希望を伝えることがあ
るものの、採用人数は限られ
ているため、どこの省庁にも
採用されない場合や、仮に採
用されたとしても、必ずしも
自分の希望に合致するとは限
らないため、一定のリスクが
排除できないことは理解して
おく必要があるだろう。
　受験する試験区分が決まっ
たら、国家公務員は人事院、
地方公務員は都道府県の人事
委員会や市区町村役場の人事
課等が試験の公告を行ってい
る。官報や新聞、ウェブサイ
ト、ポスター等で周知される
のと同時に受験要項が発表さ
れるため、早めに取り寄せる
ように心がけておきたい。
　「受験案内」は、受験申し
込み受付期間の 2 カ月ほど前
から配布されるのが一般的だ
が、現在、申し込みはインタ
ーネットを利用できる環境に
ない場合に「郵送」や「持参」
するケースや、「インターネ
ット」と同時に「郵送」「持参」
を受けつけるものを除き、イ
ンターネットを介したウェブ
サイト上で行うことが原則で
あるため、注意が必要だ。

短期大学
ビジネス教養学科

現代ビジネス学科 等
（2年）

専門学校
公務員学科

公務員受験科 等
（1〜2年）

高校卒業

公務員採用試験受験→合格→採用

公務員

「社会に奉仕し人の役に立つ」という高い志で仕事に取り組む 働きやすく安定した就労環境だからこそ描き出せる「自己実現」

■ 国家公務員／地方公務員を目指せる主なルート



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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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8 キャリア＆就職支援ジャーナル 高等学校版 第33号
https://daigakushinbun.com/2021年12月23日（木）



　本書では、企業の就
職・採用試験を受ける
ために作成する「志望
動機」の書き方や学校
推薦型選抜（旧・推薦
入試）、総合型選抜（旧・
AO入試）で提出する

「志望理由書」等につ
いてていねいに解説し
ます。各試験に合わせ

た基本的な書き方やパターンを紹介すると共
に、書き方を練習したり、自己分析・会社分析
をしたりするためのワークシートも併載！

「志望理由書」練習ノート

「志望動機」の書き方を網羅

お問い
合わせ
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1706 URL   https://licenseacademy.jp/

株式
会社ライセンスアカデミー

▲定価360円（本体327円）

 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 03-5925-1659（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

学 校 推 薦 型 選 抜
（旧・推薦入試）、総合
型選抜（旧・AO入試）
はもちろん、企業の就
職採用試験まで、「面
接」のことならこれ一
冊で準備はOK! 

本書は、三つの基本
的なマナー（身だしな
み・あいさつ・言葉づ
かい）をはじめ、よく聞

かれる質問例などから考える実践対策、そして
書き込み式の合格対策まで網羅し、段階を踏ん
だ分かりやすくていねいな解説が好評です。

合格・面接マナー対策

お問い
合わせ
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1706 URL   https://licenseacademy.jp/

株式
会社ライセンスアカデミー

▲定価360円（本体327円）

うかる 

■進学面接　　■就職面接

株式
会社ENEOSウイング 北陸支店

　全国展開しているサー
ビスステーション（SS）
ネットワーク体制を駆使
して、全国のみなさまへ
エネルギーをお届けして
います。さまざまな戦略
を展開し、期待を上回る
サービスの提供、そして

最適なネットワークを構
築することで、お客様や
社員の生活を豊かにでき
る会社を目指しています。

〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢8F
TEL  076-223-6385
URL https://www.eneos-wing.co.jp/ 

あなたの笑顔が街を明るくする

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  石油製品、自動車用品・保険の販
売、オートリース・車検整備

●設　　立 1951年（昭和26年）
●資 本 金 1億円（グループ全体）
●従業員数 2,010人（グループ全体）

疎化が進む「喫緊の課題を
抱える地域」の一つです。
だからこそ、こうした土地
で、課題発見・解決型の探
究活動を高校生が地域の大
人や中学生と一緒に取り組
むことが「最先端のキャリ
ア教育」と同義になり得る
のだと思います。

多彩な力の修得を目指す
具体的な働くイメージを描く

　取り組みの一環として、
文部科学省「地域との協働

課題を抱える地域のキャリア教育
地元に貢献できる人材を育成

　本校は、「地域の子ども
は地域で育てよう」を理念
に掲げ、地域市民のみなさ
まと連携した活動に力を注
いでいます。地域に根ざし
た人材の育成に注力するこ
とで、必要な資質・能力を
育むためのキャリア教育の
展開やカリキュラム開発に
取り組んでいます。
　本校が位置する飯南・飯
高地域は、少子高齢化・過

による高等学校教育改革推
進事業（地域魅力化型）」
の指定を受け、教育課程の
中で地域を学び場とした探
究活動を推進し、3 年間で

「対話力」「追究力」「創造力」
「発信力」の四つの力を身
につけていきます。
　1 年次の「産業社会と人
間」では、地域課題解決型
キャリア教育のスタートと
位置づけ、地域におけるフ
ィールドワークを通して地
域住民や職業人と対話し、
地域の魅力や課題を整理し
ながら、自分らしくたくま
しく社会で生きることを考
えます。
　2 年次の「キャリアデザ
イン」では、地域で活躍す

る「本気の大人」講演会や
地元企業でのインターンシ
ップを行います。インター
ンシップに参加して実際に
仕事を体験することで、自
分づくりをより一層深めて
いきます。
　3 年次では、集大成とな
る「いいなんゼミ発表会」
に向けて自らの興味や関心
があるテーマを選出し 、調
査・研究・作品制作に取り
組むことで課題解決能力を
養います。
　昨年は、地元企業で就業
体験を行う「キャリアイン
ターンシップ」を主軸のイ
ベントとして実施しまし
た。新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の影響で、
一時は開催見送りとの見方
が広がりましたが、地元企
業のご協力のもと、28人
の生徒が予定通りに参加す
ることができました。

　参加した生徒は、飯南・
飯高地区で実際に働く大人
と交流することで地域の活
力を感じ取り、地域で自分
らしく働くイメージを持つ
ことができたようです。さ
らに、実際に企業で働く社
会人のみなさまに自分が考
えた商品の提案をする生徒
もいました。キャリアイン
ターンシップを通じて、将
来を見据える貴重な体験や
成長ができたのだと確信し
ています。本校では、これ
からも地域の課題発見や解
決の探究活動を進めていき
ます。

男女平等へのメッセージが込めら
れたコーヒーが完成した

コーヒー社で販売されてい
る「エンジェルコーヒー」
というコーヒー豆を使用す
るのが特徴。エンジェルコ
ーヒーとは、コロンビアで
コーヒーの生産に携わる女
性が栽培しているコーヒー
豆のことだ。それを、「す
べての女性が羽ばたく」社
会を願って同社の女性焙煎
士が焙煎し、フェアトレー
ド商品として商品化した。
　商品開発に当たり、生徒
は同社の岩山代表取締役か
らフェアトレードやコーヒ
ー豆に関する講義を受けて
理解を深めた。その後、虫
食い豆や未成熟豆など、雑
味の原因になる豆を取り除

体の 64％を占めた。一方、
「どちらとも言えない」は
30.2％、「あまり好ましく
ない・好ましくない」は
3.2％だった。教員の半数
以上の支持が得られたよう
に映るが、もう少し伸びて
も良さそうな印象だ。「高
校生が見ても理解しやすい
内容にして欲しい」「高卒
社員の勤務状況が動画など
で紹介されていると嬉し
い」など、具体的なコンテ
ンツを望む意見が出た。
　一方、「あまり好ましく
ない」には、「学校とのつ
ながりがない企業に興味を
持つ懸念がある」「情報の
充実度の差によって生徒が
優劣をつける可能性があ
る」など、まさに就職指導
現場の教員ならではの興味
深いコメントが相次いだ。

　桜花学園高等学校の国際
キャリアコース 2 年生の生
徒がこのたび、「グローバ
ルリサーチ（GR）」の授業
の一環として、マウンテン
コーヒー株式会社（本社・
名古屋市、岩山隆司代表取
締役）との協働により、フ
ェアトレード商品である

「Arco íris  Pluma」の企画・
開発に取り組んだ。
　この商品は、マウンテン

　進路情報研究センター・
ライセンスアカデミーの名
古屋支社はこのほど、中部
地区の高校を対象に「9 月
末就職状況」についてアン
ケート調査を実施。71 校
の教員から回答を得た。今
回はその中から、「企業の
自社サイトへの高校新卒新
規就職者向け情報ページの
設置についてどう思うか」
の回答結果に注目した。
　大学新卒新規就職志望者
を想定した情報ページがよ
り充実化する一方、高校新
卒新規就職志望者を対象と
するそれは、かねて内容が
不足気味だったり乏しかっ
たりするのではないかと指
摘され続けてきたからだ。
　アンケート結果による
と、「大変好ましい・好ま
しい」と回答した学校は全

き、焙煎するコーヒー豆の
選別にも挑戦した。
　また、商品のパッケージ
デザインも生徒が考案し、
生徒による投票で選ばれた
ものがパッケージとして採
用されている。選ばれたデ
ザインの中には、SDGｓの
目標の 5 番目に掲げられて
いる「ジェンダー平等を実
現しよう」から着想した、
ジェンダー平等の虹色の翼
があしらわれているものも
ある。
　「フェアトレードに実際
に携わっている人から話を
聞いて、本やインターネッ
トだけでは学べない知識を
得ることができ、生徒の視
野が広がったように感じま
す」と、同プロジェクトを
担当する水谷香織教諭は生
徒の成長の手応えを語る。
　コーヒープロジェクトの
活動は、今後 1 年生に引き
継がれていくのだという。
今後の活動からも目が離せ
ない。

校
長土方 

清
裕 

氏

インターネットの活用方法
中部地区 71 校アンケート企業担当者

アンケート

東海・
北陸

東海・北陸

　三重県立飯南高等学校（三重県松阪市、土方清裕校長）は、地域
の特性を活かした地域密着型の教育に注力している。少子高齢化・
過疎化が進む飯南地区が抱える課題の中から、地域資源を発見・活
用し、新たな価値を創造できる人材育成に向けた取り組みを推進中
だ。土方清裕校長に具体的な活動内容をうかがった。

　桜花学園高等学校（名古屋市、若松幸雅校長）の「国際キャリアコース」は、
英語力の向上とキャリア教育に重点を置くコースとして、令和 2 年 4 月に新
設された。2016 年から30 年までの国際目標である「SDGs」に関連づけた
探究学習として行われた「コーヒープロジェクト」の取り組みを紹介する。

桜花学園
高等学校

社会に羽ばたく女性をつなぐ

＂コーヒープロジェクト＂を始動

地域密着型教育
フェアトレード
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三重県立
飯南高等学校

地 方 な ら で は の キ ャリア 教 育 を 展 開
地域で自分らしく働くイメージを膨らませる



　「世界一美味しい焼肉屋さんを作り
たい」―。そんな思いで生まれた
お店です。店舗に配属後、お肉の知
識やおもてなし、マナーを学びなが
ら、調理や接客の基礎を身につけま

す。和牛の仕入れから焼肉店展開まで、すべてを内製化し食
肉に関する高いノウハウを蓄積しています。みなさんもこだ
わり抜いたお肉で、お客様のお腹と心を満たしてみませんか？

会社の強み・社風

 株式会社萬野屋

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

店舗
やきにく萬野（本店・北畠店・ルクア大阪店）、焼肉萬野（上本町店、天王寺店、心斎橋店）、
ザ・まん、にくや萬野、肉卸萬野屋別邸、肉まんのや（精肉小売店）、Beef Factory（食品・食肉加工）

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

●代 表 者 代表取締役 萬野 和成
●設　　立 1997年（平成9年）
●資 本 金 10,000,000円
●従業員数 220人

問
合
せ

備
　
考

入社後のOJTをはじめ社外のセミナーに参加することで、
接客や調理、マネジメントのスキルを向上させる機会があ
ります。キャリアの選択肢が幅広いのも魅力の一つです。

キ
ャ
リ
ア

ス
テ
ッ
プ

先輩からのメッセージ仕事紹介

　牛の部位をたくさん
取り扱っているところ
や、調理場の設備が
整っているところ、ま
た衛生管理もしっかり
しているところに魅力
を感じ、入社しました。

お肉の切り方や接客
のコツなど、先輩から
技術を学び、自分の
ものにできるよう、高
校時代に学んだ「的
確にていねいに」を
念頭に働いています。

　焼肉店での「ホール
スタッフ」や「調理ス
タッフ」、精肉店の「販
売員」「加工員」、萬野屋
のすべての業務用卸の

「食肉加工員」「営業」な
ど幅広い仕事ができま
す。仕事に誇りを持ち、
切磋琢磨し合える環
境が整っています。

高島 翔さん
配属　本店
令和2年4月入社
宮崎・私立
延岡学園高等学校卒業

自分の「大好き」を仕事にしよう！
お肉のプロがたくさん活躍しています

「興味」「関心」「好き」から考えるキャリアデザイン
入社後の手厚いサポートで信頼される企業づくり

専
務
取
締
役

菅
野 

功 

氏

近畿・中国・四国

近 畿・
中 国・
四 国

幅広い
人材の

職種の
成長を

展開
促進
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味が持てそうなことを発見
し、実際に体験してもらい
たいと考えています。
　幅広く事業を展開する当
社には数多くの職種があり
ます。飲食店における「調
理」や「接客」、小売店の
「販売員」や「加工員」、セ
ントラルキッチンの「惣菜
加工」「調理補助」、また業
務用卸の「食肉加工」「営
業」など、さまざまな役割
の中で何か一つでもみなさ
んが自分に向いている、あ
るいはなじめそうだという
職種が見つけられるのでは
ないかと期待しています。

興味・関心から始まる成長
より良い職場づくりに注力
　入社後の配属先は、研修

＂好き＂を見つける職場選び
極めて多彩な職種が特徴
　高校新卒者の採用に当た
っては、料理や食品、サー
ビス業に興味・関心を抱い
ているかどうか、また、当
社で働くことにより、担当
する業務を通して「好きな
こと」や「前のめりになれ
ること」を探し出せる人材
かどうかを一つのポイント
にしています。
　自分自身が何に向いてい
るのか、社会でどのように
活躍したいのか、将来像が
明確に描けている高校生
は、そう多くはない印象で
す。まずは、「料理が好き」
という気持ちから当社の業
務を通して、一人ひとりが
自分なりの好きなことや興

　株式会社萬野屋（本社・大阪市、萬野和成代表取締役）は、焼肉
店などの「飲食店経営」をはじめ、食肉を飲食店やスーパーマーケッ
トに卸す「食肉卸」、精肉を販売する「小売販売」、さらには「店舗プ
ロデュース」など、多様な事業に携わる＂食肉の総合商社＂だ。
　専務取締役・菅野功氏を訪ね、高校新卒就職志望者の採用活動で重
視していることや働きやすい職場づくりについてお話をうかがった。

時の適性や新入社員自身の
興味・関心を基本として考
えていきます。時には研修
を通して、興味・関心が変
化することもあると思いま
す。そうした場合には入社
当初の希望とは異なる職種
に配属するということにも
柔軟に対応しています。実
際に、接客を希望していた
新入社員が、研修の段階で
より興味のあることを見つ
け、小売店への配属希望に
変更したことがありまし
た。また、営業希望の社員
が、営業活動上で必要とな
る知識を蓄えるために、当
初は店舗で調理や接客に携
わりたいと申し出て、知見
を広げようとすることも珍
しくありません。
　いま現在就いている職種
にとどまらず、ほかの職種
にも興味の幅を広げていく
ことができれば、キャリア
パスを多様化させることも
可能でしょう。調理ができ
れば次は接客をマスターす

るというように、現実的な、
それでいてスキルアップに
つながる目標を設定して、
小刻みでも着実に知識や技
術が身についていることを
実感できれば素晴らしいで
すよね。当社だからこそで
きるこのようなキャリアア
ップの流れを存分に活用し
て欲しいのです。
　また、特に新入社員のフ
ォローとして実践している
のは、スタッフ間の関わり
合いを増やすという取り組
みです。面談や朝礼、業務
報告などの回数を増やし、
スタッフ間のコミュニケー
ションがより多く図れるよ
う私から各店舗の店長に声
かけを欠かさないようにし
ています。
　業務日報は紙ではなく、
社員専用のウェブサイトに
書き込む方法をとっていま
す。そこには、書いた本人
に加えて、店舗で働くほか
の社員がコメントを残す仕
組みを導入しています。仕
事はチーム単位が基本です
が、食器洗いや掃除などの
一人で行う作業には目が届
きにくい恐れがありますよ
ね。そうした部分にも注目
し、労いの言葉やアドバイ
スを送ることで、社員一人
ひとりをしっかりと評価で
きる体制が整っているのも
当社ならではの魅力の一つ
でしょう。
　また、新入社員が早期か
ら店舗になじむことができ
るよう既存の社員が積極的
にコミュニケーションをと
りやすい環境を作り出すよ
うに心がけています。上司
と部下の意思の疎通が円滑
な店舗はやはり売り上げも
高く、良い雰囲気に満ちて
います。

重要なのは現地での企業訪問
志望を固める過程が大切
　就職希望者が就職活動に
おいて最も避けるべきなの
はミスマッチです。自分に
適した企業を見つけるため
には、就職情報を数多く収
集し、企業訪問を積極的に
行うことが重要です。
　学業に支障が出ないよう
にしつつ、これは私見です
が、最低でも 5社程度は企
業訪問し、社員の働きぶり
や表情を見たり、仕事場が
整理されているかどうかを
確認したり、現場でしか分
からない情報を収集したり
することが必要です。
　また、自分の好きなこと
ややりたいことを軸に、数
ある選択肢の中から自分自
身が悩み、選び抜いた企業
に入社することで苦難があ
ったとしても乗り越えられ
るのではないでしょうか。
　教員のみなさまにお願い
したいのは、「企業説明会」
や「企業訪問」の機会を生
徒に数多く設けていただき
たいということです。生徒
が自分の可能性や興味のあ
る業界を見つけ、心から入
社したい企業を見つけるこ
とができれば、オリジナリ
ティと熱意にあふれた志望
動機を持つことができるは
ずです。そのような場を増
やすことで、社会で活躍す
る力を備えた生徒が増える
ことを期待しています。

株式会社
萬野屋

　令和 3 年 4 月に入社し、現
在はセントラルキッチンで頑張
っているのが足立勇希氏だ。萬
野屋社に入社する決め手は、同
社が掲げる＂正直な肉屋＂に惹
かれたからだという。仕入れか
らこだわり、販売時には肉牛の
生産者を表示するなど、顧客は
もちろん、スタッフからの信頼
を大切にしている。「食品業界
の中でもさまざまな企業を比
較・検討しましたが、やはり萬
野屋が最も信用できる企業でし

た」と、足立氏。その姿勢に魅
了された若きホープだ。
　セントラルキッチンは、各店
舗から受注した商品を納品する
のが業務。その中で、ナムルや
ホルモンの調理・加工を担当し
ているという足立氏に、調理で
難しいと感じる部分を聞くと、
包丁の使い方だと答えてくれ
た。「最初はホルモンを切ると
ころから始まるのですが、2〜
3カ月前からナムルの加工に携
わっています。ホルモンを切る
感覚で野菜を切ると、やはり厚
みや形が不揃いになってしまい
ます」と、細かな作業が想像し
ていた以上に難しいと明かす。
今後の目標を尋ねると、「肉を
切る先輩方を見ると憧れの気持
ちを強く抱きます。次のステッ
プに進むためにも、知識や技術

をさらに身につけ、現在の業務
を完璧できるようにしたいと思
います」と、熱く語る。
　この話を受けて菅野専務取締
役は、「仕事を通じて食品、特
に食肉に興味を持ったり、先輩
の包丁さばきから気づきや学び
があったりすると嬉しく感じま
す。毎日同じ業務が続くと調理
に限らず、接客でも流れ作業に
なってしまいがちですが、その
中でも自分なりの気づきがある
ことに成長を感じます」と、入
社当時から着実に進歩している
足立氏に目を細めた。

＂正直な肉屋＂に惹かれた先輩社員

苦労したことや今後のキャリアアップに
ついて話す菅野専務取締役●左と足立氏

向
陽
台
高
等
学
校
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身

足
立 
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ライセンスアカデミー
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1656

お問い
合わせ

沖縄県内の高校生の進路事情と共に沖縄か
らの進学者を応援する注目の学校を紹介。
沖縄県に在住する高校生のみなさん必読の
エリア別進学情報誌です。

小規模離島を含む沖縄の高校生に
県内外の最新の進路情報を！

進 路 事 情

学 校 選 択

進 路 研 究

進 学 費 用

●進路環境とキャリア設計

●大学・短期大学・専門学校の違い

●進学先を決める4ステップ

●ひとり暮らしにいくら必要？

沖縄県の進路応援BOOK
高校生のための

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-6228
URL   https://licenseacademy.jp/

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

　職業や学部・学科に対する興味・志向から適性を診断する検査教
材です。「職業・進路 適性診断テストA・B」は、職業に向かう興
味や本人の志向、判断傾向などから適性を診断する内容となってお
り、職業観を育成するきっかけとしてご活用いただけます。
　「学部・学科 適性診断テストC・D」は、学習内容に対する興味
などから大学・短期大学における学部・学科の適性を診断する内容
となっており、文系・理系の選択はもちろん、コース選択の際にご
活用いただけます。

高校生のための適性診断テスト ２ 種 類
４パターン

自分の適性が分かれば
進路の悩みが軽減できます

A：1,100円　B：780円　C：1,100円 　D：780円販売価格
（税込み）

職業・進路

学部・学科
＊各適性診断テストとも、進路ガイダンス実施との連動で割引可能な場合あり。詳しくはお問い合わせください。
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工まで、人と環境にやさし
く」「追求します、安心・
信頼・調和」をキャッチコ
ピーとして掲げています。
それぞれの頭文字を取ると
＂き・た・せ・つ＂ になる
のが特徴です。
　具体的な事業内容は、①
電気設備工事（受変電設備、
発電設備、幹線設備、動力
設備、照明設備、太陽光発
電設備、弱電設備、電気土
木、その他電気設備全般）
②配電線工事（電力引込、
電力内線）③空調管設備工
事（消火栓設備、給排水衛
生設備、空気調和設備［冷

創業以来の確かな技術力が強み
平成24年にグループ3社が経営統合

　当社のルーツは昭和 40
年、株式会社小倉電設の創
業にまでさかのぼります。
現在まで半世紀以上、産業
界の一翼を担ってきまし
た。平成 24 年に株式会社
九電工（本社・福岡市、佐
藤尚文代表取締役社長）の
グループ企業 3 社が統合
し、現在の株式会社きたせ
つが誕生しました。
　「北九州を拠点に地域密
着」「確かな技術と高い志
で社会貢献」「設計から施

暖房設備］、その他空調管
設備全般）というように、
現在は大きく三つの工事を
基幹事業として請け負って
います。
　創業以来、今日まで培っ
てきた技術力と技能力をさ
らに向上させ、「電気・水・
空気」を通じて地域のみな
さまの豊かなライフスタイ
ルづくりのサポートができ
るよう、これからも努力を
続けていきます。

責任ある仕事に若手を抜擢
社員がイキイキと働く職場環境

　当社は高校新卒予定者の
採用も行っており、令和 4
年 4 月 に は 3 〜 5 人 が 入
社する予定になっていま
す。職種については現場作
業と管理業務の二つを想定

しており、入社後の努力や
活躍次第では、仮に若手で
あっても責任者やリーダー
の役割を任せることもあり
ます。
　人材育成方針は「仕事を
通じて社員の能力を高め、
自己実現を図れるような人
材を育てる」。社員には仕
事にやりがいと誇りを持っ
て日々の業務に取り組むこ
とを期待しています。
　求める人材像について
は、まずは元気で明るく、
まじめな方に入社していた

だきたい。入社直後は慣れ
ない業務に戸惑うことも少
なからずあるとは思います
が、先輩社員がイチからて
いねいに教えていきますの
で、心配は不要です。当社
の業務は、人々がごく普通
に、しかし安心して生活す
るために必要なライフライ
ンに携わることができる社
会貢献性の高いものです。
その意味でも、入社後は充
実した社会人生活をきっと
スタートさせることができ
るはずです。

宮崎県の延岡商工会議所および延岡市が
「第10回キャリア教育推進連携表彰」で優秀賞

　延岡市キャリア教育支援
センターが掲げるスローガ
ンは「延岡の大人はみな 
子どもたちの先生」。平成
29 年の活動開始以来、よ
のなか教室は 218 回開催
され、2 万 1,071 人の児童
や生徒が話を傾聴した。
　令和 4 年 1 月 25 日には

「令和 3 年度キャリア教育
推進連携シンポジウム」が
オンラインで実施される予
定で、当日は延岡商工会議
所と延岡市を含む受賞各団
体等が表彰される。興味・
関心のある人は、ライブ配
信をチェックしてみるのも
良いだろう。

Journal’sEye

　文部科学省と経済産業省
は こ の ほ ど、「 第 10 回 キ
ャリア教育推進連携表彰」
の受賞団体を決定した。
　この事業は、学校を中心
とするキャリア教育を推進
するために、教育関係者（学
校や教育委員会等）と行政

（首長部局等）、地域・社会
（NPO 法人や PTA 団体等）
および産業界（経済団体や
企業等）が連携・協働して
実施する取り組みを奨励・
普及することを趣旨とする
もので、平成 23 年度に創
設された表彰制度だ。令和
3 年 7 月 1 日〜 10 月 15 日
の期間に、本制度の趣旨に
合致する取り組みを募った
ところ、全国から 20 件の

応募があり、延岡商工会議
所（宮崎県延岡市）と延岡
市（同）が見事「優秀賞」
を受賞した。
　延岡商工会議所と延岡市
は 平 成 29 年 1 月 13 日、
協働して「延岡市キャリア
教育支援センター」を設立
している。さまざまな施策
の中でも、延岡市の大人が
仕事のやりがいや喜び、失
敗談など、仕事や延岡の魅
力について子どもたちに伝
える「よのなか教室」は関
係者以外からも大きな注目
を集め、その成果が今回の
受賞につながった。
　よのなか教室は、小学校・
中学校・高等学校の教職員
からの要望を受けて、主に

市内の企業等で働く社会人
が「よのなか先生」として
依頼のあった学校に派遣さ
れる事業。当日は児童や生
徒たちに対して現在従事し
ている仕事を目指した理由
や経緯、業務内容などを詳
らかにし、最後にはこれか
らの人生やキャリアについ
てメッセージやアドバイス
を送る。
　宮崎県は元来、高校新卒
就職者や大学新卒就職者の
入社後の離職率が全国平均
より高かった背景があり、
そうした新規学卒者の早期
離職状況を少しでも改善さ
せようと、若者のキャリア
支援の一環としてスタート
させたことに由来する。

キャリア教育推進連携表彰について

表 彰 主 旨
キャリア教育を行うにあたり、教育界と、地域・産業界
との連携の在り方について優れた取り組みを表彰

表 彰 対 象

学校を中心に、学校関係者（学校や教育委員会等）と、行
政（首長部局等）や地域・社会（NPO法人やPTA団体等）、
産業界の関係者（経済団体や企業等）が連携・協働して
行う取り組みの実施主体の団体

表 彰 者 審査委員会の委員長

審 査 方 法
文部科学省・経済産業省が共同で設置する審査委員会
で審査

審査基準・
推 薦 基 準

学校を中心としたキャリア教育推進のための学校関係
者と地域・社会や産業界の関係者との連携・協働の在り
方が、キャリア教育の普及・啓発に寄与するものである
こと

開 始 年 度 平成23年度～

（資料：文部科学省「国のキャリア教育に関する表彰制度（概要）」）

九電工グループの中核企業として事業を展開
総合設備工事業を通して地域社会に貢献

九州・沖縄

九州・
沖縄
株式会社
きたせつ

　「『技術力・想像力・総合力』を高め、豊かで明るい未来づくりに
貢献します。」を企業理念に掲げ、電気設備工事・配電線工事・空調
管設備工事の 3 部門を柱とする総合設備工事業を展開している株式
会社きたせつ（本社・北九州市、柴田実智雄代表取締役社長）。総務
部・安全管理部の扇耕三課長を訪ね、企業としての特色や求める人
材像などについてお話をうかがった。

地域・社会貢献
よのなか教室
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　満潮時には海に浮かんだように見える世界文化遺産の「モンサン
ミッシェル」をはじめ、「モナ・リザ」「ミロのヴィーナス」「民衆
を率いる自由の女神」といった著名な作品が多数展示される「ルー
ブル美術館」など、観光名所が目白押しのフランス共和国。ファッ
ション、芸術、料理・スイーツなどに代表される洗練された文化
は世界中を魅了している。本稿では、フランスの教育制度につい
て概説すると共に、10 月にオンラインで開催された「日本留学フェ
ア in フランス オンライン説明会」の様子について報告する。
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月から、「CP」（日本の小
学校 1 年生）より第一外国
語が、「5 ème」（日本の中
学校 1 年生）より第二外国
語が必修となった。

フランスの日本語学習事情
動画やSNSを活用する者も
国際交流基金が 20 年 6

月に公表した『2018 年度
「海外日本語教育機関調査」
報告書』によると、18 年
現在、フランスには 2 万
4,150 人の日本語学習者が
いる。その数は世界の国・
地域別で第 16 位だ。前回
調査を実施した 15 年と比
較して、3,275 人（15.7%）
増加し、過去最多を更新し
た。フランスでは、高等教
育機関における日本語教育
の歴史が長く、国内の主要
都市の大学・グランゼコー
ルで日本語教育が行われて

日本文化の良き理解者
フランスの教育制度に注目
国際交流基金（本部東京・

新宿区）のウェブサイトに
よると、フランスの教育制
度は小学校 5 年間、中学校
4 年間、高等学校 3 年間の

「5-4-3 制」となっている。
また、大学のほかに、「グ
ランゼコール」と呼ばれる
フランス独自の高度専門職
養成機関が存在する。なお、
文部科学省によると、3 〜
16 歳の 13 年間が義務教育
で、16 〜 18 歳は教育・訓
練等への従事が義務づけら
れているのだという。

公用語・国語はフランス
語で、すべての生徒は中等
教育を終える段階で、少な
くとも 2カ国語でコミュニ
ケーションを図れるように
なることが目標とされてい
る。 そ の た め、2016 年 9

いる。こうした歴史ある高
等教育機関のほか、現在で
は国立遠隔教育センター

（CNED）の通信教育で日
本語を学ぶことができるよ
う に な っ て い る。 ま た、
IT 技術の発展を背景に、
オンラインの動画や SNS
などを活用して日本語を学
ぶ機会と場面も増えてきて
いるという。

実際に、現地の最新動向
として、日本語を高校など
で履修するのではなく、動
画共有プラットフォームで
ある YouTube を介して動
画などによって独学で学ん
できたという既習者が増え
てきているとの報告もあ
る。また、フランスで 18
年度に実施された総合的な
大型日本文化紹介事業「ジ
ャポニスム 2018」のフォ
ローアップ事業を展開する
同基金は、9 月 1 日に日仏
高 校 生 交 流 ア プ リ

「Nakamitié」をリリース
した。これは、「ジャポニ
スム 2018」を通して生ま
れたネットワークを将来に
向けてさらに育み、日仏交
流を持続的に活性化させる
ことを目的としたもの。日
仏のほか世界の文化を紹介
する動画や、添削機能つき
のチャットといったコンテ
ンツがある。なお、アプリ
登録には、学校経由で配布
される招待コードが必要
だ。COVID-19 の 収 束 が
不透明な中で、今後オンラ
イン化の動きがどのような
影響を与えていくのか、関
心が集まっている。

フランスでオンライン説明会
「言語」「国際関係」に興味

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、10
月 15・16 日の二日間、ウ
ェブ会議サービス「Zoom」
を使用して、「日本留学フ
ェア in フランス オンライ
ン説明会」を開催した。今
回は、日本の学校関係者が
自校につき 50 分程度、ウ
ェブ上で学校説明や質疑応
答を行う形式で実施した。

初日に参加したのは、早
稲田大学日本語教育研究セ

ンター（東京都新宿区）、
名古屋大学（名古屋市）、
京都外国語大学（京都市）、
京都先端科学大学（同）、
国書日本語学校（東京都板
橋区）、SANKO 日本語学
校東京（東京都文京区）、
東京国際知識学院（東京都
北区）、友ランゲージグル
ープ（本部東京・新宿区）、
国際語学学院（神戸市）の
9 教育機関。二日目に参加
したのは、早稲田大学日本
語教育研究センター、京都
外国語大学、京都先端科学
大学、東京国際知識学院、
東洋言語学院（東京都江戸
川区）、ヒューマンアカデ
ミー日本語学校（東京都新
宿区）、友ランゲージグル
ープの 7 教育機関だった。
近畿大学（大阪府東大阪市）
も資料参加した。

フランス現地からオンラ
インで参加した者からは

「日本の奨学金や生活環境、
日本での就職について詳し
く 知 り た い 」「 日 本 で の

COVID-19 の感染状況は
どうなのか」などの質問が
寄せられた。また、「学校
関係者に直接質問する機会
はほとんどないため、この
ようにオンラインで質問で
きて助かります」「フラン
ス人留学生が日本でどのよ
うな学校生活を送っている
のかを在学生や卒業生を通
して詳しく知りたい」とい
った意見や感想の声も寄せ
られた。

ラ社がオンラインイベン
トの参加予定者を対象に行
った事前アンケートの結果
を見てみよう。「興味のあ
る分野（複数回答可）」を
見 る と、「 言 語 」 が 35 件
でトップ。以下、「国際関係」
が 30 件、「文学、心理学、
歴史」16 件と続く結果に
なった。日本の文化や芸術
などの良き理解者として、
今後も多くの留学生との交
流を築き、フランスと日本
の友好関係がさらに深まる
ことが期待される。

「日本留学フェア in フランス オンライン説明会」 参加者事前アンケート集計結果

参加者の質問に答える日本語学校関係者

「Zoom」を介して日本留学に関する説明が行われた

■興味のある分野（複数回答可）

■志望校（複数回答可）■年齢
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＊�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

フランス・日本の学校教育制度（概略）

幼稚園・
幼児学級

小学校
（5年間）

コレージュ
（4年間）

リセ
（3年間）

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

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

フランス

中等教育

中等教育

専門学校
（1〜4年間）

3 4 5 6 107 11 138 12 149 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
（歳）

年齢

学年

学年

グランゼ
コール
（3〜5年間）

大学
（3年間）

就学前教育 初等教育

フランスの日本留学希望者へ
最新情報を得る機会を提供

日本留学フェア in フランス オンライン説明会
フランス の教育 トピックス❸
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