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労働経済動向調査結果
人手不足感の高さ変わらず

　厚生労働省は3月 17日、
「労働経済動向調査（令和
4 年 2 月）」の概況を発表
した。同調査は、景気の変
動や労働力需給の変化等が
雇用・労働時間等に及ぼし
ている影響、それらに関す
る今後の見通しや対応策等
について調査し、労働経済
の変化の方向、そして当面
の問題点等を迅速に把握す
ることを目的としている。
　この調査から労働者の過
不足状況を見ていこう。発
表によれば、令和 4 年 2
月 1日現在の正社員等の労
働者過不足判断 D.I.（不
足と回答した事業所の割合
から過剰と回答した事業所
の割合を差し引いた値）は、
「調査産業計」39（不足 43、
過剰 4）㌽で、平成 23 年 8
月調査から数えて、43 期
連続して不足が超過する結
果となった。
　これを産業別で見ていく
と、D.I. が最も高かった
のは、「医療、福祉」で 55
（不足58、過剰3）㌽だった。
以下、「建設業」が 53（不
足 54、過剰 1）㌽、「運輸業、
郵便業」が 51（不足 55、
過剰 4）㌽と続いており、
特にこれらの業界では人手
不足感が高いことが分か
る。また、「未充足求人」
の「有無別事業所割合」は、
「調査産業計」で「あり」
が 53％となり、産業別で

は、「医療、福祉」70％、「サ
ービス業（他に分類されな
いもの）」63％となった。
欠員率については、「調査
産業計」で 2.8％だった。
　新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）の感染拡
大の影響などから企業の採
用意欲の低下が懸念された
が、現実は人手不足感を抱
いている業界が少なくない
印象がある。

採用活動・配属予定は計画通り
「予定数に満たない」4割

　「令和 4年新規学卒者の
採用内定（配属予定）状況
（令和 4年 2月 1日現在）」
のうち、「採用計画・採用
予定がある」事業所の割合
を出身学歴別に見ていこ
う。「調査産業計」として、
「高校卒」40％（前年同）
が最も高く、「大学卒理科
系」が 39％（同）、「大学
卒文科系」が 38％（同 1
㌽増）であることが分かっ
た。以下、「高専・短大卒」
が 29％（同 1㌽増）、「大
学院卒」が23％（同2㌽増）、
「専修学校卒」が 21％（同
1㌽減）と、続いている。
昨年同期の数値から大きな
変化はなかった。
　「高校卒」40％の内訳の
割合を見ていこう。最も多
かったのは、「製造業」で
64％（同 1㌽増）。以下、「建
設業」56％（同 2㌽減）、「運
輸業、郵便業」34％（同 2
㌽減）という結果だった。

　同様に、40％を状況別
に見ると、「採用計画数よ
り多く採用内定（配属予定）
をした」と回答したのは 8
％、「採用計画数どおり採
用内定（配属予定）をした」
は 49％、「採用計画数に採
用内定（配属予定）が達し
ていない」については、
43％となっていた。半数
以上が採用計画数以上の採
用内定（配属予定）となっ
ているが、肉迫する形で「採
用計画数に採用内定（配属
予定）が達していない」が
43%もあることには留意し
たい。その「達していない」
の内訳を見ると、「採用計
画数に応募者数が達してい
ない」が 41％、「採用計画
数以上の応募者数はあった
が計画数までの採用内定は
行わなかった」は 3％にと
どまっていた。

人手不足の業界の特徴
人材確保の対策が多彩

　人手が不足する業界に
は、どのような背景がある
のだろうか。もちろん、さ
まざまな要因や状況が複雑
に絡み合っているのだろう
が、ここでは大きな方向性
から考えてみたい。
　「医療・福祉業界」を例
に見ていこう。日本の総人
口が減少の一途をたどる一
方、65 歳以上の高齢者人
口は 3,640 万人と、前年
度から 22 万人増加してお
り、過去最多を記録してい
る。これは日本の総人口の
29.1％を占めている。ま
た、COVID-19の感染拡大
により、医療従事者の負担
も大きく、離職傾向も少な
からずあるようだ。従来的
な医療機関や介護福祉施設
のみにとどまらず、在宅で
の介護などが浸透し、より
一層有資格者や専門職者が
待望される状況となってい
る。厚生労働省は、令和 3
年 7 月に公表した「第 8
期介護保険事業計画に基づ
く介護職員の必要数につい
て」で、2023 年度には約
233 万人（2019 年度比約
22 万人増）、25 年度には
243 万人（同 32 万人増）、
40 年度には約 280 万人（同

69 万人増）の介護職員が
必要だとしている。
　人手不足の状況がなかな
か改善されない理由はどこ
にあるのだろうか。介護労
働安定センターが令和3年
8月に公表した「令和 2年
度 介護労働実態調査」の
「事業所における介護労働
実態調査」によれば、介護
事業所における人材の不足
感は、全体で 60.8％（同
4.5㌽減）。年々上昇傾向に
あったが、改善傾向を示し
始めている。
　不足している理由として
最も多いのは、「採用が困
難である」で 86.6％に上
り、採用段階から人材の確
保が困難だと感じている事
業所が多いことが分かる。
「採用が困難である」と回
答した事業所が、「採用が
困難である」とする原因に
ついては「他産業に比べて、
労働条件等が良くない」
53.7％、「同業他社との人
材獲得競争が激しい」53.1
％などが挙がった。
　こうした状況を踏まえ
て、国では、介護人材を確
保するためのさまざまな対
策を講じている。例えば、
多様な人材の確保・育成に
向けて、介護福祉士修学資
金や福祉系高校に通う高校
生に対する新たな返済免除
つきの修学資金を整備する
など、福祉業界を目指す若
者に向けた支援策を講じて
いる。処遇改善については、
リーダー級の介護職員につ
いて他産業と遜色ない賃金
水準を目指して、経験・技
能のある介護職員に重点化
したさらなる処遇改善を
19 年より実施しており、
月額平均 7.5 万円を改善し
た実績があり、少しずつで
はあるが、着実に働きやす

　桜が咲き始める季節。令和 4年度が目前に迫っている。厚生労働省
は 3月 17日、「労働経済動向調査」の令和 4年 2月概況を発表した。
同調査から労働者の過不足状況や最近の経済状況を読み取りながら、
人手不足が顕著な「医療・福祉業界」を例に引き、高校新卒人材に対
する企業の期待などについて紹介する。

い環境へと変化しようとし
ている。医療・福祉の仕事
は、資格を求められること
が多い分野ではあるもの
の、高校新卒者の場合、特
に福祉分野では各施設に就
職後、働きながら支援を受
けて資格取得を目指せるケ
ースが少なくない。

高校新卒就職者に対する期待
素直な性格と柔軟な発想

　前掲の動向調査から、採
用計画・採用予定について、
高校新卒者の割合は高く、
企業側の高校新卒人材に対
する期待が大きいことが分
かる。それでは、企業側が
高校新卒人材に期待するポ
イントとは何か。一つは、
「フレッシュさ」だ。高校
生ならではの素直さや元気
の良さ、また、社会未経験
だからこそ、先入観なしに
イチから自社の業務や仕事
に対する意識や構えなどを
育てていくことができる。
そのみずみずしい感覚と柔
軟な発想、躍動感で、会社
全体の空気感を変えること
を期待している企業・経営
者も少なくないようだ。
　期待が大きいからこそ、
企業と高卒人材のマッチン
グは重要だ。高校新卒者の
就職活動については、秋田・
大阪・和歌山・沖縄の 4府
県を除く、多くの都道府県
では「一人一社制」を採用
している。自己分析や業界
研究などの入念な事前準備
をしてから、就職活動に臨
みたい。
　7月 1日に求人票の公開
および企業の学校訪問が開
始されるまで、あと3カ月。
この期間に、理想の就職を
果たせるよう、十分な準備
を進めていきたい。

産業全体で人手不足感顕在化。業界の実情を読み取り希望就職を目指す！
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学歴

新規学卒者
の採用計画・
採用予定が
ある

採用計画数
より多く採
用内定（配属
予定）をした

採用計画数
どおり採用
内定（配属予
定）をした

採用計画数
に採用内定
（配属予定）が
達していない

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

採用計画数
に応募者数
が達してい
ない

高校卒 40（40）% 8（10）% 49（49）% 43（42）% 3（4）% 41（38）%

高専・短大卒 29（28）% 4（3）% 51（48）% 46（48）% 4（7）% 41（42）%

大学卒
文科系 38（37）% 7（8）% 62（59）% 31（33）% 6（8）% 25（25）%

理科系 39（39）% 3（6）% 60（55）% 37（39）% 7（10）% 30（30）%

大学院卒 23（21）% 4（5）% 62（58）% 34（37）% 7（10）% 26（26）%

専修学校卒 21（22）% 5（4）% 47（45）% 48（51）% 5（6）% 44（45）%

■学歴、令和4年新規学卒者の採用内定（配属予定）状況別事業所割合

＊（　）は、前年同期の数値であり、「令和3年新規学卒者」に関するもの。 （令和4年2月1日現在、調査産業計）

（資料：厚生労働省「労働経済動向調査（令和4年2月）」）



キャリア教育支援協議会

『高校新卒採用パーフェクトBOOK』
高校と企業を結ぶ「高企連携」を推進! 成長の秘訣は高校新卒者の活躍!!

「高校をどのように訪問すれば……？」「採用ルールが分からない」
「ノウハウがない」「高校生や先生方に自社を認知されたい」 …… etc.

キャリア教育支援協議会
にすべてお任せください！

高等学校と信頼関係を築いてきたキャリア教育支援協議

会では、企業の採用活動を全力でサポートしています。

『高校新卒採用パーフェクトBOOK』は、大学新卒者採

用に比べて分かりにくいとされる高校新卒者採用に関す

るノウハウとルールのすべてが凝縮された一冊です。

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24（ライセンスアカデミー内）
TEL  03・5925・1659　e-mail  info@s-kyogikai.com
URL  https://s-kyogikai.com 

？

『高校新卒採用パーフェクトBOOK』
＊ウェブサイトから必要事項を入力した後、
　送信することでダウンロードができます

有限
会社渡辺理美容店

　美容業として札幌市
内に7店舗を展開して
いる美容室です。開業
以来、社員教育にも力を
いれています。美容のプ
ロを育成するため、現職
スタッフの技術向上およ
び資格取得のための設

備が整っており、社会に
貢献できる人格の育成
と、自主・自力で生き抜
く精神力を養います。

〒064-0806 札幌市中央区南6条西18丁目2-1
TEL  011-563-0668
URL http://watanabe-biyo.com/

美容のプロを育成しています

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  美容業として札幌市内に7店舗
の美容室を展開

●設　　立 1966年（昭和41年）
●資 本 金 7,000,000円
●従業員数 88人

 北海道エネルギー株式会社

　ガソリンなどの自
動車燃料の販売はも
ちろん、カーライフ
に必要不可欠な商品
を地域のみなさまに
アドバイスしていま
す。「成長したい」と
いう想いに応えるた

め、社員一人ひとり
の成長に合わせた充
実の研修制度を整備
しています。

〒060-0031 札幌市中央区北1条東3丁目3 札幌スクエアセンタービル
TEL  011-209-8300
URL https://www.do-ene.jp/

もっとやさしく、もっと明日へ。

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  サービスステーションの運営をは
じめとするカーメンテナンス事業

●設　　立 2008年（平成20年）
●資 本 金 4億8,000万円
●従業員数 1,900人

2系列・5グループの授業科目
生徒自身が組み立てる時間割
　「国際」「福祉」の 2系列
を構える北海道留辺蘂高等
学校の特徴の一つは、幅広
い選択科目にある。生徒は、
進学、就職など一人ひとり
の希望の進路に沿った時間
割を自分で組み立てること
ができる。
　国際系列は、英語や地理、
歴史などを中心に学習する
「国際グループ」と、数学
や理科などの「環境グルー
プ」に分かれ、福祉系列は、
福祉に関する教科・科目を
中心に学習する「福祉グル

ープ」と、保育・服飾・調
理・音楽中心の「保育グル
ープ」、そして、商業・情
報などに関する科目を中心
に学ぶ「ビジネスグループ」
に分かれている。生徒は自
身にとって興味・関心があ
る授業を選択し、理解を深
めているという。

進学・就職への柔軟な対応
資格取得支援制度を整備
　卒業生の進路状況はどう
か。就職者数を見ていくと、
令和元年度は 14 人、令和
2 年度は 10 人だった。進
学者が増加傾向にあるとい

い、このように、就職・進
学、いずれの進路にも柔軟
に対応できているのは、2
系列・5グループから構成
される多種多様な選択科目
による効果が非常に大きい
のだろう。
　普通科と職業学科を組み
合わせて学ぶ総合学科高校
に相応しく、検定受検を後
押ししている同校では、資
格取得支援制度を整備して
いる。これは、対象の検定
を受検した際は、検定料の
半額を学校が負担し、合格
した際には全額が校費負担
になるというもの。
この支援制度が順調に機
能し、令和 3年度には、卒
業を目前に控えた3年次生
から、情報処理検定の 3種
目以上 1 級に 4 人以上が
合格したという。すでに進

生徒の希望に沿う多彩な授業科目生徒の希望に沿う多彩な授業科目
地元企業との連携を通して理解を深める地元企業との連携を通して理解を深める

路が決定はしているもの
の、それでもなお向上心を
忘れない生徒が多いのも同
校の自慢の一つだ。

地 元 企 業 と の 連 携 授 業
コミュニケーション能力を重視
　「産業社会と人間」は、
総合学科高校の「原則履修
科目」だが、その中でも特
に地域企業との連携を授業
に積極的に取り入れてい
る。例えば、福祉系の授業
では地元の社会福祉法人か
ら関係者を招いて講演会を
実施するほか、地元の幼稚
園児との交流を通して、福
祉に関する理解を深めてい
るという。
　さらに、令和 3年度から
は、「企業マッチング」が
始動した。この授業は、1
年次が地域企業の社員にイ
ンタビューを行い、その様
子を動画にまとめるという
もの。地元企業との関係性
を深めるのと共に、インタ
ビューの実践はもちろん、

事前準備などを通して、産
業や企業について改めて考
える契機となり幅広い力が
身につくことを期待する。
　鈴木教諭は「就職・進学
に関わらず、進路指導の場
面では、コミュニケーショ
ン能力を非常に重視してい
ます。『企業マッチング』
のように、企業の方と実際
に面談をして、話をする授
業は生徒のコミュニケーシ
ョン能力を高めるのに資す
る授業だと考えています」
と、話す。
　北海道留辺蘂高校では、
今後もコミュニケーション
能力の醸成を重視する授業
を展開し、実社会に出ても
柔軟に対応できる人材とし
て生徒の育成を進める。

　北海道留辺蘂高等学校（北海道北見市、池田哲也校長）は、昭和23年
に北海道北見高等学校留辺蘂分校として誕生し、昭和27年に北海道留辺
蘂高等学校として独立した。以来、「社会で自立し共生できる生徒を育てる」
ことを教育目標に掲げている。地域とのつながりをはじめとする進路活動
や進路状況について、キャリア部部長の鈴木茂智教諭に話を聞いた。

　石油製品・自動車用品・保険の販売やオートリース・車検整備など
の事業を展開する株式会社 ENEOSウイング（本社・名古屋市、大石
和宏代表取締役社長）。同社の北海道支店（札幌市）で行われている社
員一人ひとりに対する充実した支援体制などに焦点を当てる。

が機能的に循環し、入社後
3年以内の離職率はわずか
7％にとどまる。厚生労働
省が公表している「新規学
卒者の離職状況」によると、
高校新卒就職者の約4割が
入社3年以内に離職してい
ることが分かっており、こ
れに比べて著しく低く、そ
の分だけ定着率が極めて高
い企業であることは間違い
のないところだろう。
　定着率が高い理由とし
て、充実した教育制度を挙

　株式会社 ENEOS ウイ
ング北海道支店は、「もっ
と心地よく、快適に、安全
に。お客様の『笑顔』」を目
指して、社員一丸となって
努力を積み重ねる会社だ。
　同社は、高校新規卒業予
定者を対象とする採用活動
に意欲的であるのと同時
に、自社の基幹事業や取り
組みなどに対して、高校生
の興味を引き出すための工
夫も欠かさない。
　こうした採用活動の構え

げることができる。例えば、
実践型OJT 教育として先
輩社員が新入社員に親身な
指導を行う。その一方、階
層別研修制度を実施するほ
か、研修センターも完備し、
最新の技術を習得できる環
境を実現。資格取得支援に
も注力し、働きながら「危
険物取扱者」や「自動車整
備士」などの有力資格の取
得を目指せるのも嬉しい。
　早期退職などの要因とし
てしばしば指摘されるのが
「人間関係」だ。その対策
の一環として、同社では同
期入社新入社員の仲間意識
を醸成してから配属先を決

定するようにしている。入
社式後に本社のある名古屋
市で 1週間程度、各地域か
ら新人が集まって研修を受
けるのも、その一手段だ。
研修を通してつながりを得
た仲間が全国各地に点在す
ることで、連帯感を備えた
個別社員がそれぞれ、より
一層スケールの大きな人材
への成長を展望する。
　また、新入社員を対象に、
ひと月に一回の頻度で人事
部宛てに「悩みレポート」
の提出を義務づけている。
悩みなどを一人で抱え込ま
ないようにとの配慮だ。
　そのほか、社宅・寮制度
を完備。食と住の不安もな
く、仕事に取り組めるよう
サポートする。各種同好会
が活動的で、全国の支店や
サービスステーションから
社員が集まることも少なく

ないため、新たな仲間との
交流も深められる。
　同社が特に求める人材
は、「元気とスマイル」を
大切にし、配属先サービス
ステーションで「心地よい
接客」「圧倒的な技術力」「よ
り高い安全性の提供」など
を体得し、顧客との信頼関
係を築ける若者だ。高校新
卒者のフレッシュさで、街
と社会を活性化させること
への期待は大きい。
　同社では、職場見学を随
時開催している。実際の雰
囲気を直接肌で感じ、職種
理解をより一層深めたい。

株式会社株式会社
ENEOSENEOS
ウイングウイング
北海道支店北海道支店

相互理解に向けた寄り添う採用活動相互理解に向けた寄り添う採用活動
社員一人ひとりに対する多様な支援社員一人ひとりに対する多様な支援

入社後は充実した研修で仕事への入社後は充実した研修で仕事への
理解をより一層深めていく理解をより一層深めていく

キ
ャ
リ
ア
部
部
長

鈴
木
茂
智
教
諭

北海道

北海道北海道

北海道北海道留留
るる

辺辺
べべ

蘂蘂
しべしべ

高等学校高等学校

企業マッチング
充実の充実の教育教育制度
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：：

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

https://dormy-ac.com

●決定した受賞アイデア
　3月 25 日、「新北海道ス
タイルアイデアコンテス
ト」（主催：北海道）の受
賞アイデアの表彰式が行わ
れた。このコンテストは、
新北海道スタイル

＊
などの

新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の感染拡大
対策を効果的かつ効率的に
実践していくためのアイデ
ア・サービスなどを募集し
たもの。
　募集テーマは❶「飲食の
場面での感染症対策」❷「学
校生活での感染症対策」
❸「イベントでの感染症対
策」―の三つに分かれ、
中学生・高校生・高等専門
学校生を募集対象とする
「中高生の部」と、大学生・

大学院生・短期大学生・専
門学校生を募集対象とした
「大学生の部」の 2部門に
おいてそれぞれアイデアを
募った。
　最も優れたアイデアに授
与される「最優秀賞」およ
び、最優秀賞に次ぐ優れた
アイデアに授与される「優
秀賞」、そして、独創性が
高く、かつ実現可能なアイ
デアに授与される「アイデ
ア賞」、および一次選考を
通過した中でインターネッ
ト投票数が最も多いアイデ
アに授与される「道民賞」
の 4賞が設けられた。
　いずれの賞も、「共感性」
「実効性」「独創性」「実現性」
の四つの観点から、4人の
アドバイザーにより総合的
に評価される仕組みだ。
●765件の頂点に立った高校
　北海道内に所在する 100
校の学校から 765 件に上
る応募が寄せられ、厳正な
審査の結果、「最優秀賞」
を受賞したのは、北海道札

幌西高等学校（札幌市）の
アイデア「換気を一番でき
ているクラスになろう！」
だった。これは、各教室の
二酸化炭素濃度を計測し、
毎月の平均値や最大値・最
小値をランキング化して、
1位のクラスを表彰すると
いうアイデアだ。ランキン
グ化することで、教室内の
二酸化炭素濃度や換気に対
する意識が高まり、感染症
拡大の防止につなげること
が期待できるとした。
●観点別評価を知る
　各観点別の評価を詳しく
見ていこう。「共感性」では、
客観的なデータで教室の換
気状況を示すことで理解や
共感が得られやすく、かつ
寒い気候によって換気が難
しい北海道にとって重要な
アイデアだと評価された。
　「実効性」では、学校だ
けではなく、二酸化炭素濃
度測定機器を設置している
企業や病院などでも感染症
対策の効果を高められるア

「新北海道スタイルアイデアコンテスト」「新北海道スタイルアイデアコンテスト」
「最優秀賞」は北海道札幌西高等学校「最優秀賞」は北海道札幌西高等学校

イデアであると共に、デー
タに基づいて行動すること
で、感染予防に非常に役立
つと評価された。また、各
教室で競い合うことで、感
染対策の実効性の向上が期
待できるのと同時に、チー
ムワークを築くことができ
る点が評価につながった。
　「独創性」においては、
二酸化炭素濃度の測定とい
う簡便な手法を用いること
により、換気方法を積極的
に調べたり、意識向上につ
ながったりする効果的なア
イデアだと評価された。
　「実現性」では、二酸化
炭素濃度測定機器を設置す
るだけの容易なアイデアで
ある一方、公平な競争とす
るために各教室の条件を同
じにすることが必要だと指
摘された。
●感染症対策を考える新たな契機
　最優秀賞以外を見てみよ
う。「優秀賞」には、札幌
市立向陵中学校（同）のア
イデア「大声を出す人に、

明るく楽しく北海道らし
く、『いまは小声で』と伝
えよう」が選ばれた。これ
は、騒音を測定する機械や
必要なアプリをインストー
ルした注文用タブレットを
飲食店のテーブルに設置
し、大声を出す利用者に注
意を促すというもの。「ア
イデア賞」は、市立札幌藻
岩高等学校（同）のアイデ
ア「子供が安全に楽しく食
べられるための手指消毒」
と、札幌市立屯田中央中学
校（同）のアイデア「飛沫
を防ごう」、そして、北海
道札幌国際情報高等学校
（同）のアイデア「防寒・
消毒・エコなカイロ『パキ
ッとハンドジェル』」の 3
校が受賞した。なお、『パ
キッと―』は、併せて「道
民賞」も受賞した。
　北海道は、同コンテスト
への参加を通じて、感染症
対策の意味や効果を改めて
考える契機となることを期
待している。

北海道

コンテスト

DDPP''ss
ScopeScope 北海道北海道

Cong
ratulations

コンテストコンテスト
競技会・コンペティション競技会・コンペティション

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の
影響が長期化している中、国が示す「新しい生活様式」の北海道内での実
践に向けて、北海道に関わるすべての人々の知恵を集め、取り組みを可視
化し、道民と事業者が連携しながら北海道全体で感染リスクを低減させ、
事業継続やビジネスチャンス拡大につなげていく取り組みのこと。

＊新北海道スタイルとは……
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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

大学大学大学・・・短期大学短期大学短期大学・・・専門学校『系統専門学校『系統専門学校『系統・・・分野別情報誌』シリーズ分野別情報誌』シリーズ分野別情報誌』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。

 No.1 食物、栄養、調理、製菓、生活、服飾、健康、スポーツ分野

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自分の目で確かめよう！ イベント参加必携シリーズ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〞を身につけ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進路を考えよう！ 進路選択と実践力の学びシリーズ進路を考えよう！ 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

進学進学進学・・・就職は安心の地元で！ 高校生の進路応援シリーズ就職は安心の地元で！ 高校生の進路応援シリーズ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。

●❶
中
央
・
総
武
線
版
●❷
東
海
道
線
版

●❸
東
武
東
上
線
版

●❹
常
磐
線
版

●❺
高
崎
線
・
宇
都
宮
線
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
ク

これでナットク！ 大学これでナットク！ 大学これでナットク！ 大学・・・短期大学研究シリーズ短期大学研究シリーズ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がんばれ受験生！ 大学入試合格応援シリーズがんばれ受験生！ 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将来を見つめる！ 仕事とキャリアデザインシリーズ将来を見つめる！ 仕事とキャリアデザインシリーズ
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 株式会社愛工大興

　送電線建設に関
するあらゆるサービ
スを提供できるのが
当社の強みです。積
極的なコミュニケー
ションづくりを行
い、若手社員への教
育指導にも、時間を

かけるのが社風。
　これからも新卒者
の離職率ゼロを目指
します。

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

電力の安定供給をトータルにサポート

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  送電線、変電所、屋内電気設備な
ど電気供給のインフラ整備

●設　　立 1946年（昭和21年）
●資 本 金 98,000,000円
●従業員数 129人

東洋ワークセキュリティ株式
会社

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

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

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

安全・安心な社会づくりのプロとして

会社の強み・社風

会
社
情
報

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

●設　　立 2009年（平成21年）
●資 本 金 40,000,000円
●従業員数 2,800人

東北特殊鋼株式会社

　東北大学および同金
属材料研究所等との間
に密接なパートナーシッ
プを構築し、相互の研
究交流のもと、多くの
新合金・新技術を製品
化。高品位の特殊鋼の
専門メーカーとして、国

内産業、さらには特殊
鋼業界の発展を通じて、
人々の豊かな暮らしに
貢献してまいります。

〒989-1393 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘23
TEL  0224-82-1010
URL http://www.tohokusteel.com/ja/index.html

長い歴史で培われた素材創造力

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  各種特殊鋼鋼材の製造、加工お
よび販売

●設　　立 1937年（昭和12年）
●資 本 金 8億2,750万円
●従業員数 406人（令和４年2月28日時点）

　当社はパチンコ店
での接客を通して「お
客様と社員が共に満
足できる環境＝相互
満足」を目標にしてい
る会社です。そのた
め社員のプライベー
トも充実するように通

常の週休二日（連休）
のほかに、「年に2回
の5連休制度」など
を用意しています。

〒980-0802 仙台市青葉区二日町2-22
TEL  022-225-1081
URL http://ohgiyashoji.jp

社員を公私ともにサポート

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  アミューズメント〈パチンコ店
経営〉

●設　　立 1951年（昭和26年）
●資 本 金 47,500,000円
●従業員数 600人

 扇屋商事株式会社防衛省・自衛隊

　陸上自衛隊・海上自衛
隊・航空自衛隊に分かれて
日本の独立を守り、国の安
全を保ちます。災害時には、
地方公共団体などと連携・
協力し、被災者や避難した
船舶・航空機の捜索およ
び救助、水防、医療、人員の

物資の輸送といった、さま
ざまな活動を行います。国
民の生命や財産の保護に
寄与することができます。

【自衛隊秋田地方協力本部】
〒010-0951 秋田市山王4-3-34
TEL 018-823-5404
e-mail hq1-akita@pco.mod.go.jp

人を、守るという、やりがい。

組織の強み・風土

組
織
情
報

●基幹事業  国の平和と独立を守り安全を保つため、
各種事態への対応、国際平和協力活動
および大規模災害への対応　など

●設　　立 1954年（昭和29年）
●現 員 数 22万7,442人（令和2年3月31日時点）

部品販売およびアフターサ
ービスに特化している。
　令和3年度の平均残業時
間は正社員で月平均 12.3
時間に過ぎず、ワーク・ラ
イフ・バランスのモデルと
なり得る社会人生活が実現
できるとあって好評だ。
　岩手ダイハツ社の特徴の
一つは、「新入社員研修」
をはじめ、「営業スタッフ
研修」や「メカニック研修」
など、社内外での豊富な教
育・研修にある。その多様
な機会において、社会人お
よび企業人としての人材育
成に注力。高校新卒就職者
で自動車整備士を目指す場
合には、国家資格である 2
級自動車整備士を目標とす
ることが多いが、同社は独

プライベートと仕事の両立
多様な研修制度で人材を育成
岩手ダイハツ販売社は、

トヨタグループの一社とし
ても知られる自動車メーカ
ー・ダイハツ工業株式会社
が 100％出資している会社
だ。新車拠点12店・中古車
拠点 1店の体制を構築し、
ダイハツ車（新車・中古車）
の販売、メンテナンス（点
検・車検・修理 )、そして

自の社内検定が1～ 5級ま
で設けられていて、いずれ
であっても合格することで
資格手当が支給される仕組
みがある。社内検定合格対
策として専属のトレーナー
がいるため、無理なく準備
が進められるのも嬉しい。
　「営業アシスタント職」
は店舗内の受付業務からス
タートする。入社後の数年
間は営業スタッフとしての
基本をマスターしながら、
6年目以降から「営業リー
ダー」、10 年目以降は一つ
の店舗を運営する「店長」
を目指すなど、適性に応じ
てステップアップしていく
仕組みが確立している。

整備士目標の社員を手厚く支援
スキルアップを促す風土
　同社は、正社員として給
与をもらいながら自動車整

備の資格取得が可能な学校
に通学できる「インターン
社員制度」を設けている。
高校新卒者の中で整備職を
希望し、国家整備資格取得
のため進学を希望する社員
は、同社の選考基準をもと
に「インターン社員」とし
て学費を上限 100 万円で
負担する。進学中も毎月
15 万円程度の給料が支給
されるほか、自宅から通学
できない場合は家賃の 60
％が補助される。
　また奨学金返済支援制度
もあるため、進学先の学費
が 100 万円以上で奨学金
を利用した場合は、上限金
額 120 万円までの支援を

併用することが可能だ。
　そのほか、キャリアコン
サルティング制度の一環と
して、一年に 2回の人事考
課と毎月上長とのキャリア
面談を実施。営業職では「直
販営業検定」、整備職では
「ダイハツ検定」など、同
社の社員であれば、誰しも
が目標にしやすい社内検定
制度等を導入し、社員の向
上心を刺激している。
　接客業としての意識を高
く持ち、顧客の要望やニー
ズにマッチしたカーライフ
を提案する岩手ダイハツ販
売社。顧客との信頼関係を
築き上げ、次への販売へと
つなげていく。

社員一人ひとりが心のこもった接客対応に取り組んでいる社員一人ひとりが心のこもった接客対応に取り組んでいる

顧客に合ったカーライフを提案顧客に合ったカーライフを提案

鉄塔や電線点検などの事業を通し鉄塔や電線点検などの事業を通し
て地域社会の基盤維持に貢献て地域社会の基盤維持に貢献

ワーク・ライフ・バランスを実現 !!ワーク・ライフ・バランスを実現 !!
社員の研修・教育体制にも注力社員の研修・教育体制にも注力

岩手ダイハツ岩手ダイハツ
販売販売
株式会社株式会社

東　北

東 北東 北

　岩手県内に13店舗のネットワークを持ち、ダイハツ車の正規ディー
ラーとして車両販売から購入後のメンテナンスまで、顧客の志向に寄
り添う株式会社岩手ダイハツ販売株式会社（本社岩手・紫波郡矢巾町）。
特色ある研修制度や人材育成のフレームをリポートする。

インターンインターン社員社員制度
ライフライフラインラインサービス
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てきたのがエイテック社
だ。見た目からは分からな
い、しかしそれでいて欠か
すことができない 〝縁の下
の力持ち〞 として地域社会
の基盤を支えてきた。
　電気を電力会社から送電
線を通して地域住民に送り
届けている。高品質な製品・
サービスを提供するのと同
時に、個人情報や顧客情報
の保護など、安全性に十分
に配慮し、顧客の高い満足
度と信頼を得ている。

ライフラインを支える事業
技術者による安心のサービス
　平成 15 年の創業以来、
送電線建設工事・内線工事
事業を中心に業容を拡大し

工事の具体的な内容は、
鉄塔の組み立て・解体、電
線の新設・張り替え・撤去、
季節の鉄塔と電線の点検・
補修、非常災害時における
点検・復旧工事などで、東
北 6県はもちろん、新潟県
および関東管内を手広くカ
バーしている。
　高圧送電線建設工事に関
しては、雨・風・雪などの
気象条件に大きく左右され
る山の中で行うため、屋内
の電気設備工事も含めて基
礎体力が求められる仕事
だ。現場を知り尽くした経
験豊富な技術者が責任を持
って作業に当たる必要があ

安全・安心を最優先する工事事業安全・安心を最優先する工事事業
好循環が担保する人材の育成と成長好循環が担保する人材の育成と成長

株式会社株式会社
エイテックエイテック

　土木・電気・塗装工事を主な事業とし、高い技術力を活かして電力
会社の送電線建設および保守業務を中心に、顧客や地域社会に貢献す
る株式会社エイテック（本社福島・本宮市、千葉喜一郎代表取締役社
長）。社員の育成方針を中心に、特色ある取り組みなどに迫った。

る。納品後のメンテナンス
については迅速かつ明瞭で
安心できると評判だ。
　送電部門においては、既
設鉄塔の点検やパーツの交
換など幅広いケアを行い、
内線部門・変電部門でも屋
内電気設備や受変電設備に
関するフォローに万全を期
している。

技術向上に努める企業風土
社員が働きやすい環境づくり
　キメ細かいサービスが実
現している背景にあるの
は、社員の成長を重視する
人材育成方針だ。その支柱
となっている「メンター制
度」は、安全面の教育はも
ちろん、仮に業務以外のプ
ライベートであっても親身
に相談できる体制を確立し

ている。
　また、社員自ら意欲的に
研修や講習、勉強会などに
参加して技術のブラッシュ
アップに努める企業風土の
もと、若手でもあらゆる工
程に携わることで、技術に
関する「引き出し」を増や
せる好循環がさらに働きや
すい環境を実現している。
　従業員の多様性や人格・
個性を尊重し、安全で働き
やすい環境を実現してお
り、社員一人ひとりの仕事
に対するモチベーションが
高いのも同社の強みの一つ
だろう。成長を下支えする
さまざまなフォローアップ
が、〝一人前になるまで 10
年は必要〞 とされる斯界で
も多くのプロフェッショナ
ルを輩出し続けている秘訣
だろう。



広告

未来社会を生きる力を育む「探究学習」へのアプローチ

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

▲定価660円［本体600円］。好評発売中

いま、社会が大きく変わろうとしています。

予測困難な時代の変化に主体的に関わり、

さまざまな社会的課題に対応するために

「総合的な探究の時間」が設けられました。

高校生のみなさんに求められているのは、

自分で課題を発見し、解決していく力です。

物事の本質を自己との関わりで探り、

見極めようとする一連の知的営みである

「探究」の学びに対する構えを考えていきます。

自分は、将来をどう生きていくのか。
いま、なぜ「探究」で学ぶのか―。

探究の学びへの導入として
現代から未来における社会と人間の在り方を考察

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

グローバル化の進展 SDGsの世界的展開「探究」をいかすこれからの社会

社会構造の劇的変容少子高齢化の深化

人工知能（AⅠ）の急伸 人生100年時代の到来

外国人材共生社会

Society 5.0の実現

2023

最 新 刊

探究探究探究
へのへの導き導き
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 株式会社とりせん

　創業110年を迎え
る当社は、地域に寄
り添ったサービスを
心がけています。顧
客のみなさまの期待
に応え、笑顔にする
サービスを届けるた
めには、社員一人ひ

とりの成長が必要不
可欠です。充実したス
テップアップ教育体
制を整えています。

〒374-8512 群馬県館林市下早川田町700
TEL  0276-71-0815
URL https://www.torisen.co.jp/

創業110年、とりせんは成長を続けます

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  スーパーマーケットを経営。北
関東に61店舗展開

●設　　立 1948年（昭和23年）
●資 本 金 10億4,300万円
●従業員数 905人

学校法人 立志舎グループ

資格・就職・公務員につよい専門学校！

学園本部 〒130-8565 東京都墨田区錦糸1-2-1　　TEL 03-3624-5441（学園本部）
U R L https://www.all-japan.ac.jp/

問
合
せ

学
校
情
報

学べる分野   会計士/税理士/会計ビジネス/情報システム/情報処理/AⅠビジネス/ⅠTプログラミング/情報会計/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/司法試験/宅建ビジネス/鉄道・トラベル/スポーツ/ビジネス/
医療・福祉/動物看護/グルーミング/ドッグトレーナー/ペットショップ＆セラピー ＊設置コースは学校により異なる

入試区分   ●A O入学●推薦入学●自己推薦入学
●一般入学●指定校推薦入学 初年度納入金   1,160,000～1,280,000円 ＊学科・コースにより異なる

入試区分   ●A O入学●推薦入学●自己推薦入学
●一般入学●指定校推薦入学

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

キャンパス情報
●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

　本学園の「ゼミ学習Ⓡ」
は、グループで話しあい、教
えあいながら学習すること
で実力を伸ばしていく学び
のスタイルです。公認会計
士、税理士、公務員、情報処
理など難度の高い国家・資
格試験に抜群の現役合格

実績を誇っており、ゼミ学
習で身につけた、コミュニ
ケーション能力が高い就職
率にもつながっています。

学校の強み・校風

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

合わせ

巻頭言活躍できる人財を目指して
●「起業」という道 起業のための「学び」
●高校探訪起業家精神を醸成する学校
● これでわかった！ 仕事と学びの関係
● 知っておきたい現代「仕事」事情

▲ 2023年版

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

若者のキャリア形成を応援する大学新聞社のキャリア情報ガイド

2023 新刊につながる学校

巻頭言

2023につながる学校
高校時代から考える!!高校時代から考える!!キャリアデザインキャリアデザイン

就職 仕事 資格 起業

関東・関東・
首都圏首都圏

画などから就職志望生徒の
希望と特性に合った企業を
絞り込んでいくというイメ
ージだ。また、保護者を交
えた三者面談をしっかりと
行うことで家庭内の意見の
不一致を防いだり、複数企
業の「応募前見学」に参加
させることで生徒に働く姿
を体感的に想像させたりす
るなど、就職後のミスマッ
チを防ぐための事前指導を
徹底している。
　生徒や保護者の中には、
特定の職業に対して「給与
が低い」「汚い」「危険」な
どといった 〝3K〞 のイメ

特徴的な早期からの進路指導
保護者のフォローも忘れない
　船橋豊富高校では、1年
次から「総合的な学習の時
間」や「ホームルーム」を
活用した「進路学習」「進路
適性検査」を計画的に実施
しており、進路選択に向け
た準備を早期から進めてい
く体制が特徴の一つだ。
　3年次に進級する前後に
は、より具体的な指導へと
入っていく。例えば、前年
度までの求人票の内容を精
査し、企業のウェブサイト
で公開されている情報や動

ージにとらわれているケー
スが少なからずあるのだと
いう。そのような固定概念
が職業を選択する際に視野
を狭くする要因の一つにな
っていると進路指導部の奥
山祥明教諭は指摘する。
　そのため、同校では「給
与が高い」「休暇が取れる」
「希望が持てる」という〝新
3K〞を掲げ、生徒のみなら
ず保護者が持つ職業観の変
革にも努めているのは注目
すべきことだろう。

視点を変えることの重要性
卒業生就職者の動向にも注視
　新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の影響はやは
り否定できない。「バブル
経済崩壊やリーマン・ショ

いて●3 推薦時期・選考開
始について●4求人申込みの
手続き等について●5 家庭
訪問の禁止について●6 利
益供与について●7 文書募
集等について●8 応募前職
場見学等について●9 採用
試験及び採用結果の通知に
ついて●10 採用内定後の提
出書類及び連絡について
●11 採用（内定）生徒の就業
開始時期及び教育等につい
て―といった、公平かつ
公正な採用選考のために事
業主が留意する事項に関す
るものだ。
　注目の応募・推薦の時期
については、9月 5日の推
薦開始日からはこれまで通

　厚生労働省東京労働局は
3月 11 日、「令和 5年 3月
東京都高等学校卒業予定者
の応募・選考等に関する申
し合わせ」を公表した。
　この申し合わせは 2月、
東京都公立高等学校長協会
と東京私立中学高等学校協
会、また東京経営者協会や
東京商工会議所、東京都中
小企業団体中央会、ならび
に東京都、東京労働局が構
成員となる「令和 3年度東
京都高等学校就職問題検討
会議」において確認された
ものだ。
　今回公表された申し合わ
せの内容は、●1 応募書類
について●2 採用選考につ

りの一人一社とされたが、
10 月 1 日以降は一人二社
までの応募・推薦を可能と
した。仮に、ほかの道府県
企業に応募・推薦する場合
は、応募先自治体の申し合
わせが適用される。
　今後、東京労働局ではこ
の申し合わせ事項につい
て、「事業主」「学校関係者」
「生徒」「保護者」に対し、
関係機関と連携して周知を
行い、公平かつ公正な採用
選考の実施を徹底していく
構えだ。対象地域で高校新
規卒業予定者の採用を実施
する企業側は、特に押さえ
ておくべき重要な内容が盛
り込まれている。

ックなどと比較するとマー
ケット全体が厳しいわけで
はありません。業界によっ
ては売り上げが好調な企業
もあるようです」と、奥山
教諭は分析する。
　新型コロナ禍以降の内定
状況を見てみると、「観光
業」「宿泊業（ホテル関連）」
「飲食業」「サービス業（ブ
ライダル・アパレル関連）」
「旅客運輸業（成田空港関
連）」は減少している。一
方、「医療業」「福祉業」「製
造業」「建設業」「物流業」
などからの内定は増加した
実態がある。
　奥山教諭は、新型コロナ
禍により、それ以前とは高
校新卒者対象の採用環境に
変化が生じているのではな
いかと考えている。〝ポス
トコロナ時代〞 を視野に入
れた指導に着手しているの
はそのためで、生徒にはこ
れまで注目されていなかっ
た職種の隠された魅力を伝
えることで、新たな価値観

を見い出そうとしている。
　企業を評価する一つの軸
として「最新情報を積極的
に提供する」「入社後の成
長ぶりに関する情報提供を
する」という構えの有無を
挙げる。同校では、生徒が
社会に出た後も企業の担当
者を通して様子や成長具合
に目を配るなど、アフター
フォローにも力を入れてお
り、今後もその方針に変更
はない。
　船橋豊富高校では、これ
からの就職支援の在り方と
して、授業・道徳・キャリ
ア教育の一体化など、全教
育活動を通じて生徒の意識
を改善させていく構えだ。
より手厚いサポートが展開
されていくことだろう。

キャリア教育支援協議会

るある高校教諭は、「オン
ラインツールを導入するこ
とは、新しい進路指導の在
り方なのかもしれない」と、
話す。対面型にこだわらず
とも、必要なタイミングで
情報を与えることのほうが
重要ではないかと、教員も
オンラインを自在に活用で
きるようになるべきだと強
調した。
　これまで、アナログなツ
ールが主流であった高校新
卒採用の現場においても、
訴求ポイントやターゲット
の変化に合わせて、動画や
SNS といったデジタルツ
ールの活用が着実に増えて
きた。どちらが良い・悪い
という二分論ではなく、時
宜にかなったツールの活用
が望まれる。

　キャリア教育支援協議会
（本部東京・新宿区）では、
「企業説明会」や「進路イ
ベント」などを開催し、就
職を志望する高校生と高校
新卒人材を求める企業との
マッチングを図ってきた。
　依然として収束が不透明
な新型コロナウイルス感染
症の影響は、進路イベント
や就職関連行事にも大きな
影響をおよぼしている。
〝三密〞を避けるために

対面型の開催の中止・延期
が相次ぎ、その代替案とし
てオンラインツールを活用
した進路ガイダンスが存在
感を高めてきた。
　当初は、対面型を求める
声が少なくなかった。しか
し、現在はその限りでもな
いようだ。進路指導に携わ

ツール注目 ツールオンラインオンライン

応募・・採用ルールの遵守徹底を確認

千葉県立千葉県立
船橋豊富船橋豊富
高等学校高等学校

〝3K〞から〝新3K〞へ新たな価値観を提案〝3K〞から〝新3K〞へ新たな価値観を提案
〝ポストコロナ時代〞 の進路指導へ〝ポストコロナ時代〞 の進路指導へ

　千葉県立船橋豊富高等学校（千葉県船橋市、飯生政之校長）が掲げ
るキャッチフレーズは、「ここが君の滑走路」。社会という大空に飛び立
つために生徒一人ひとりの個性を活かし、自己実現を図ることを支援す
るという、まさに〝滑走路〞であるかのような学校づくりに注力している。
さまざまな取り組みの中でも、特にキャリア教育に焦点を当てる。

Special
 Report 応募応募 採用ルールの遵守徹底を確認採用ルールの遵守徹底を確認採用ルールの遵守徹底を確認

令和5年3月高校新規卒業予定者令和5年3月高校新規卒業予定者

の代次 路進 談相
応募・選考申し合わせ
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 株式会社三河屋

　私たちは、愛知県・
岐阜県・滋賀県で「ビッ
グ リブ 」「Mikawaya」
「パワーズ」という3種
類の食品スーパーマー
ケットを展開しており、
〝お客様との距離感ゼロ〞
が目標です。世代を超

えた仲間と楽しく仕事を
しながら、人々に「美味
しい」を提供して食生活
を支える仕事です。

〒485-0016 愛知県小牧市大字間々原新田字下新池987
TEL  0568-73-7735
URL http://www.biglive.jp/

くらしをもっと美味しく

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  食品スーパーマーケット
●設　　立 1975年（昭和50年）
●資 本 金 50,000,000円
●従業員数 1,290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

 日本通運株式会社

　陸・海・空のフィー
ルドを網羅した三つの
輸送モードと国内・外
の豊富な倉庫拠点を駆
使して、消費者物流か
ら企業物流まで、あらゆ
る物流を通して幅広く
多彩な事業を展開。数

ある物流企業の中でも
「運ぶことへのこだわり」
については、どこにも負
けない自信があります。

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-16-21 名古屋三井物産ビル6F
TEL  052-561-2236
URL https://www.nittsu.co.jp/

新しい、世界の流れを。

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  自動車輸送、鉄道利用輸送、海上
輸送、船舶利用輸送 など

●設　　立 1937年（昭和12年）
●資 本 金 701億7,500万円
●従業員数 34,766人

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 ▼03-5925-1668　E-mail ▼ info@s-kyogikai.com

キャリア教育の変化に
気づいていますか。

キャリア教育支援協議会

・会員企業募集中

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  03-5925-1659 E-mail info@s-kyogikai.com

トーシンリゾート株式会社

　当社では、ゴルフ
場（愛知県・岐阜県・
三重県）とゴルフ練
習場（愛知県）の運
営を行っています。
福利厚生を充実させ
るなど、休日にリフ
レッシュすることで

メリハリのある働き
方ができる職場環境
づくりに注力してい
ます。

〒460-0008 名古屋市中区栄3-4-21 TOSHIN SAKAEビル
TEL  052-238-1077
URL https://www.toshin-group.com/

あなたの笑顔を仕事にしてみませんか

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  ゴルフ場、ゴルフ練習場の運営 
など

●設　　立 2005年（平成17年）
●資 本 金 1億円
●従業員数 129人

メダカが生息しやすい環境を整備メダカが生息しやすい環境を整備
するため清掃活動にも注力しているするため清掃活動にも注力している

　総合学科高校の三重県立
昴学園高等学校（三重県多
気郡大台町、橋本昌幸校長）
は全寮制だ。それゆえ、県
内・外の広範な地域出身の
生徒が在籍しており、その
進路は進学から就職まで多
岐にわたる。

同校では、「就職実現コ
ーディネーター」の協力を
仰ぎながら、進路の相談や
面接指導、求人情報のタイ
ムリーな提供など、行き届
いた進路指導が評判だ。就
職実現コーディネーター
は、三重県教育委員会によ

る任用職員で、過去に企業
で人事部門等に所属してい
た人材が募集の対象とな
る。採用活動に関する経験
があるからこそ、企業の求
める人材像を把握した就職
指導を行うことができると
いうのが特徴だ。
　昴学園高校の本格的な進
路指導は 2 年次の 11 月、
「進路希望調査」から始ま
る。就職志望の生徒は優先
的にコーディネーターと面
談の場が設けられ、自己分
析につながる問いや志望す
る職種などの質問を受け

る。面談はその後も定期的
に行われ、コーディネータ
ーは生徒の希望に沿った企
業の提案や就職活動におけ
るアドバイスを行い、3年
次の 5月には最終的な希望
を確認して応募先を固める
という流れだ。就職後のサ
ポートにも余念がない。コ
ーディネーターは、卒業生
が入社した企業を訪問し、
様子を聞きながら次年度の
採用につながるよう働きか
けを行っている。
　面談のほかにも、企業の
雰囲気を体感し、働くイメ
ージを持たせるため、12
月に地元企業でインターン
シップを実施。インターン
シップでは生徒が日誌を書
き、教員と情報共有を図る。

進路指導を担当する野呂牧
子教諭は「インターンシッ
プを通して、学校では見受
けられない生徒の新たな一
面を発見することができま
す。就職先を考える上で非
常に重要な位置づけとなっ
ています」と、語る。
　また、可能な限り多くの
地域企業との就職面談会に
参加するのも特色の一つ
だ。就職実現コーディネー
ターとして存在感を放つ廣
江一治氏は「綿密な面談を
重ねているからこそ、生徒
の希望に合うであろう企業
に早くから目星をつけるこ
とができます。このような
取り組みが内定獲得に有効
的に働いているのかもしれ
ません」と、結んだ。

試行錯誤を繰り返しながら生徒自試行錯誤を繰り返しながら生徒自
ら制作した簡易ビオトープら制作した簡易ビオトープ

就職実現のために設定した目標に向けて生徒にアドバイスをする廣江氏就職実現のために設定した目標に向けて生徒にアドバイスをする廣江氏

東海・東海・
北陸北陸
豊橋中央豊橋中央
高等学校高等学校

三重県立三重県立
昴学園昴学園
高等学校高等学校

　豊橋中央高等学校（愛知県豊橋市、高倉嘉男校長）は、ユネスコ
スクール加盟校として SDGs に向けた ESD（持続可能な開発のた
めの教育）活動に注力している。令和 5年度からの「未来探究」の
授業導入に先駆け、令和 3年度は地域河川の生態系保全活動に取り
組むなど、関係各方面から注目を集めている。

少人数制を活かす生徒に寄り添う進路指導少人数制を活かす生徒に寄り添う進路指導
就職活動を支える「就職実現コーディネーター」就職活動を支える「就職実現コーディネーター」

就職就職実現実現コーディネーター
「未来探究」の授業導入

8 東海・北陸

https://daigakushinbun.com/
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物が自然に近い状態で生息
している空間のことで、メ
ダカの生息数を指標として
近隣に流れる柳生川の生態
系を守ることを目的とし
た。豊橋市は令和元年、内
閣府が主導する「SDGs 未
来都市」に選定されており、
同市の担当者から生物に関
する調査依頼が同校に寄せ
られたことから、今回のテ
ーマとして「未来探究」が
掲げられた。
活動内容は、「外来種調
査・駆除班」「メダカ生態
系調査班」「柳生川清掃企
画班」の 3班に分かれて生
態系調査を実施するという
もの。生徒は、専門家から
メダカに関する講義を受
け、メダカに酷似している
特定外来生物の「カダヤシ」

　豊橋中央高校が設置する
「キャリアデザインコース」
では、新たな取り組みとし
て、令和 5年度から学校設
定科目として「未来探究」
を始動する。未来探究では、
豊橋市などの行政と協働で
SDGs や ESD活動を生徒
主体で進めていく。
　これに先行する形で、令
和 3年度には、「未来探究」
のモデルケースとして、「地
域河川の生態系（ビオトー
プ）保全活動」に取り組ん
だ。「ビオトープ」は、生

がメダカの卵や孵化した稚
魚を捕食してしまうこと、
また、近年の稲作方法の変
化などによりメダカの生息
地が失われ、メダカが絶滅
危惧種（Ⅱ類）に指定され
ていることなどを学んだ。
　次に、柳生川の生態調査
を 5～ 11 月にかけて 5 回
実施。実地調査では、「カ
ダヤシ」「モツゴ」「アメリ
カザリガニ」などの生物を
捕獲することはできたが、
「メダカ」を見つけること
はできなかった。また、メ
ダカの好む環境にカダヤシ
が多く生息していたことか
ら、柳生川は外来種による
生態系ができているのでは
ないかと考察した。
　生徒は生態調査を進める
中で、ゴミの不法投棄もメ
ダカが減少する一因となっ
ていると仮説を立て、定期
的に柳生川の清掃活動を実
施した。すると、ビニール
袋やペットボトル、炊飯器、

自転車、原動機付自動車な
ど大小さまざまな廃棄物に
より河川が汚染されている
ことを突き止めた。
　柳生川をメダカが棲める
環境にするために、生徒は
簡易ビオトープを制作し、
専門家から譲り受けたメダ
カをもとに繁殖に挑戦。同
時に、柳生川の生態系を整
えるために地域市民と共に
清掃活動も継続した。現在
は、校舎の中庭でビオトー
プを構えているが、将来的
には柳生川や池に広げるこ
とを念頭に置いている。
探究活動の成果に関し
て、中学生を対象とするオ
ープンスクールや豊橋市生
態系ネットワークづくり懇
談会などで発表をする場が
設けられた。懇談会では専
門家からの厳しい意見もあ
ったが、今後の活動をより
良いものにするために活か
していくつもりだ。
　活動を指導した山本晋資
教諭は、活動の中で生徒自
身から具体的に何をやりた
いのか積極的に意見が出て
きたと振り返る。「もとも
と自然が好きな生徒が中心

に集まってきたからなので
しょう、興味を持って自発
的に動いてくれたことに驚
きました」と、生徒の新し
い一面を見ることができた
と明かす。「未来探究は、
生徒が自分自身の興味や疑
問から課題を設定し、どの
ように解決するのかを学ぶ
ことが本来の目的です」と、
続けた。自然環境に対する
アプローチを契機に、ほか
の学びに興味を持つ生徒が
出てくれば、その分野につ
いても研究できる機会を創
出する予定だという。
　開始が待たれる未来探究
では、「活動を創り上げて
いく創造力」「連携して活
動を広げていくつながる
力」「自分たちで作ったそ
の活動をアウトプットする
力」―という三つの力の
醸成を柱に掲げ、授業を展
開していく計画だ。

令和5年度令和5年度 学校設定科目「未来探究」を開始学校設定科目「未来探究」を開始
フィールドワークを通して自発的な課題解決を提案フィールドワークを通して自発的な課題解決を提案



株式
会社ENEOSウイング 中国支店

　ENEOSウイングではお
客様のカーライフの充実
のため、洗車・タイヤ・バッ
テリー・オイル・ワイパー・
車検のカーケアサービス・
自動車関連部品を取り揃
えて販売しています。お客
様の心を輝かせるエネル

ギーをいつでも笑顔でお
届けできるよう、従業員一
同、日々より良いサービス
を心がけております。

〒732-0052 広島市東区光町1-13-20
TEL  082-536-3015
URL https://www.eneos-wing.co.jp/

全国へエネルギーをお届けする

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 2,212人

業界＆企業研究のための最新情報!!
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。

就職する前に知っておこう就職する前に知っておこう！！準 備 編

就職にそなえる就職にそなえる実 践 編

社会に奉仕する公務員への進路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!!
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　また、全国で企業数トッ
プの東京については、近畿・
中国・四国のいずれの地方
でも 2 位もしくは 3 位で
登場している。特に近畿地
方では 6 府県中 5 府県で
名が挙がるなど、東京との
距離も就職する上で重要な
要素の一つととらえること
ができそうだ。

うだ。また、山口県では、
隣県で九州の主要都市であ
る福岡県が唯一登場してい
た。山口県と福岡県は、人
やモノが行き交う関門海峡
を通して、古くから一体的
な都市圏・経済圏を形成し
てきた。新規高卒者の動向
も、この観点で読み取るこ
とができるだろう。

のは、大都市の都道府県で
は県外就職者の割合が相対
的に低いということだろ
う。
　続いて、「県外就職者の
移動先上位都道府県」を見
てみよう。目を引くのは大
阪府が頻出する高さだ。近
畿・中国・四国地方のすべ
ての都道府県で大阪府は 3
位以内に登場していた。中
小企業庁が公表する「都道
府県・大都市別企業数、常
用雇用者数、従業員数」に
よれば、大阪府の企業数は
2016 年 6 月時点で 27 万
1,936 社。これは東京都の
41 万 7,988 社に次ぐ全国
2 位の企業数だ。実際に、
電気機器・製薬・食品・金
融等の分野においてグロー
バルなプレゼンスを発揮す
る複数の著名・大手企業が

　近畿・中国・四国地方の
新規高校卒業就職者におけ
る地域間移動について、『令
和3年度学校基本調査報告
書』から、動向や特徴をご
く簡単に探ってみたい。
　表 1に掲げるのは、当該
3エリアの新規高校卒業就
職者に関する「就職者数」
「就職者のうち県外就職者
数」「就職者のうち県外就
職者の割合」「県外就職者
の移動先上位都道府県」を
まとめたものだ。
　「就職者のうち県外就職
者の割合」を地域別に眺め
てみると、「四国地方」で
は 4 県中 3 県が全国平均
の値 18.1%を超えており、
県外就職者が比較的多い地
域と見ることができた。ま
た、大阪府や広島県の割合
が低いことから類推できる

大阪府に本社を置く例が少
なくない。また、特定分野
において世界的に高いシェ
アを有する数多くの中堅・
中小企業が集積している点
も見逃せない。西日本地域
の産業経済の中核を、その
多様性と専門性の高さゆえ
に担い、結果として働き手
を誘引し、現に吸収してい
ることが類推できる。
　そのほかの特徴として
は、例えば「中国地方」で
は広島県が 4 県中 3 県で
第 1位に登場する。広島県
は関西経済圏と九州経済圏
の中間に位置し、高速道路
網も整備されており、人や
モノの流れが活発だ。造船・
鉄鋼・自動車など、モノづ
くりが盛んなこともあり、
多くの就職志望者の受け皿
になっていると考えられそ

新規高校卒業就職者の県外就職状況新規高校卒業就職者の県外就職状況

大阪・東京に吸収力、カギは経済と歴史・文化大阪・東京に吸収力、カギは経済と歴史・文化

「22年3月新規高校卒業予定者」就職内定率91.4%
15府県で京都・大阪などを除く10県が全国を上回る

　文部科学省は2月 18日、
「令和 4年 3 月高等学校卒
業予定者の就職内定状況
（令和 3 年 12 月末現在）」
に関する調査のとりまとめ
を公表した。
　発表によれば、令和 4年
3月に高校を卒業予定の者
は 99 万 8,751 人。そのう
ち 就 職 希 望 者 は 14 万
7,435 人で、割合にして
14.8％を占めていた。これ
ら就職希望者のうち、調査
時点で内定を得ている者は
13 万 4,727 人。就職内定
率は 91.4%だった。
　ほぼ 1年前の令和 3年 1
月末の状況はそれぞれ 101
万 9,156 人と 16 万 1,052
人。比較すると、卒業予定

者全体では 2 万 405 人の
減少、また就職希望者は 1
万 3,617 人減少した。全
体が 2％以上の減少に対
し、就職希望者の下落幅は
8.46％と大きい。
　近畿・中国・四国地方の
就職内定率に目を向けて見
ると、全国平均 91.4% を
上回ったのは滋賀・兵庫・
鳥取・島根・岡山・広島・
山口・徳島・香川・愛媛の
10 県。全国平均を下回っ
たのは、京都・大阪・奈良・
和歌山・高知の 5府県だっ
た。これを大きくエリア別
に眺めると、「中国地方」
は全5県で全国平均を上回
るなど、就職内定状況は堅
調と言えそうだ。「四国地

方」も全 4 県中 3 県で全
国平均を上回っていた。し
かしながら、「近畿地方」
は 6 府県中 4 府県で全国
平均を下回っている。特に
大阪に関しては、大阪に所
在する高校の就職希望の高
校生にとってはなかなか容
易ではない環境だ。
　新型コロナウイルス感染
症の感染拡大以降、全国的
に求人数は減少している。
特に、東京や神奈川、千葉
などの都市部は企業集積地
だからなのか、就職内定率
は全国平均を大きく下回っ
ている。この傾向は、西日
本エリアの大阪や京都など
についても同様だった。
　一方、中国地方はソフト

ウェア産業が活発なことで
知られている。新型コロナ
禍によるパソコンや IT 機
器に対する需要の高まりな
どに支えられて就職内定率
は全国平均を上回ることが
できたのだろう。

　また、四国地方に関して
は、農業が盛んな地域。農
業は人々が生きていく上で
必要不可欠な食の根幹を支
える業界であるため、ある
いは影響は限定的だったの
かもしれない。

■表2 令和４年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（近畿・中国・四国地方）
都道府県 就職希望者数 就職内定者数 就職内定率
滋　賀 1,989人 1,831人 92.1%
京　都 1,503人 1,339人 89.1%
大　阪 6,138人 5,216人 85.0%
兵　庫 4,937人 4,547人 92.1%
奈　良 1,161人 1,018人 87.7%
和歌山 1,420人 1,284人 90.4%
鳥　取 1,071人 1,020人 95.2%
島　根 1,147人 1,086人 94.7%
岡　山 3,227人 3,033人 94.0%
広　島 2,820人 2,589人 91.8%
山　口 2,843人 2,741人 96.4%
徳　島 1,142人 1,069人 93.6%
香　川 1,330人 1,224人 92.0%
愛　媛 2,103人 1,942人 92.3%
高　知 904人 780人 86.3%
全　国 147,435人 134,727人 91.4%

（ 資料：文部科学省「令和４年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（令和３年
12月末現在）に関する調査について」）
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■表1 令和3年3月高等学校卒業者の就職状況（近畿・中国・四国地方）

都道府県 就職者数
県外就職者の移動先上位都道府県

うち県外就職者数 うち県外就職者の割合 1位 2位 3位

近
畿（
2
府
4
県
）

滋　賀 2,099人 194人 9.2% 京都 78人 大阪 53人 東京 15人
京　都 1,605人 299人 18.6% 大阪 144人 兵庫 49人 東京 20人
大　阪 6,995人 692人 9.9% 兵庫 190人 東京 163人 京都 67人
兵　庫 5,504人 891人 16.2% 大阪 563人 東京 116人 京都 47人
奈　良 1,215人 407人 33.5% 大阪 211人 京都 41人 東京 27人
和歌山 1,484人 332人 22.4% 大阪 226人 愛知 18人 三重 18人

中
国（
5
県
）

鳥　取 1,081人 233人 21.6% 大阪 53人 島根 35人 兵庫 23人
島　根 1,257人 290人 23.1% 広島 89人 大阪 50人 鳥取 26人
岡　山 3,389人 583人 17.2% 広島 209人 大阪 93人 兵庫 76人
広　島 3,055人 383人 12.5% 大阪 65人 岡山 58人 東京 51人
山　口 3,144人 559人 17.8% 広島 220人 福岡 83人 大阪 57人

四
国（
4
県
）

徳　島 1,199人 302人 25.2% 大阪 70人 香川 70人 愛媛 44人
香　川 1,442人 191人 13.2% 大阪 34人 兵庫 28人 愛媛 23人
愛　媛 2,193人 418人 19.1% 大阪 68人 香川 68人 東京 56人
高　知 1,003人 302人 30.1% 大阪 60人 愛媛 52人 愛知 34人

全　国 159,126人 28,780人 18.1% ― ― ―

（資料：文部科学省『令和3年度学校基本調査報告書』）
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　年度が改ま
る令和 4 年 4
月から成年年
齢が 20 歳から

18 歳に引き下げられるこ
ととなった。
　これに伴い、18 歳でク
レジットカードが作れた
り、ローンを組めたり、あ
るいは携帯電話や部屋の契
約ができたりするなど、保
護者の同意なしでできるこ
とが一気に増えることにな
る。
　従来であれば、未成年者

が保護者の同意を得ずに契
約した場合、民法で定めら
れた「未成年者取消権」に
よってその契約を取り消す
ことができたが、成年に達
した 18 歳は未成年者取消
権が行使できなくなり、知
識不足や経験不足によって
悪徳商法や詐欺などの金融

トラブルに巻き込まれるリ
スクが増大する可能性が指
摘されている。
　こうした背景を受けて、
「お金」に関する教育の重
要性はますます高まってお
り、4月からの改訂学習指
導要領に従って、高等学校
における家庭科の授業で
「家計管理」や「生活設計」
「預貯金」「クレジット／ロ
ーン」などといった金融教
育が必修化されることにな
った。

　授業では収入や支出を把
握する家計管理の重要性を
はじめ、大学や短期大学、
専門学校等への進学に要す
る学費、また就職活動や結
婚式、子育て、住宅購入な
どのライフイベントに関わ
る平均的な費用も紹介し、
ライフプランニングに役立

つ内容が取り上げられる予
定だ。そのほか、生活して
いく上でのさまざまなリス
クに備えて社会保険（年金
保険、医療保険、介護保険、
雇用保険、労災保険）や民
間保険（生命保険、損害保
険）のアウトラインはもち
ろん、債券・株式・投資信
託などの資産形成に関わる
金融商品についても扱う。
また、キャッシュレス決済
が進む現在の社会的動向を
受けて、クレジットカード

就職内定を目指す上で重要な「第一印象」就職内定を目指す上で重要な「第一印象」
身だしなみを整えて面接採用試験に臨む身だしなみを整えて面接採用試験に臨む

！身だしなみの注意点
制服または清楚な服装で！ メイクやマニキュア、アクセサリーはNG。

細すぎる眉毛やピアスの穴などにも注意。

＊ 上記は最も細かい指導の一例。各学校の方針によって異なる場合も当然ある。これを基本形として考え、各学
校の状況などに合わせて、もちろん緩めることもできる。
＊ 従来、学校の制服や標準服においては、男子生徒はスラックス、女子生徒はスカートの着用が一般的だった。
しかし近年は、気候の寒暖はもちろん、生徒自身の意向に合わせて、男女の性別に関係なく、スラックスとス
カートなど、着用する制服を選択できる方式を採用する高校が広がってきている。また、民間企業の各制服
メーカーにおいても、男女別にとらわれない「ジェンダーレス制服」や「ボーダレス制服」など、多様性に対応
するべくさまざまな取り組みが展開されるようになっている。面接採用試験に臨むのに際して不安なことや
分からないことがあれば、迷うことなく学校の先生方に相談するようにしよう。

髪は染めたり、整髪料で
立てたり、固めたりせず
自然な感じに整える

シャツのボタンは
一番上までとめる

ベルトは飾りのな
いもの。黒か濃茶の
革（合皮革）が良い

ヒゲの剃り残しが
ないようにする

ネクタイは結び目
でシャツの第一ボ
タンが隠れる位置
にしめる
（学生服の場合は、
カラーをつける） 服にシワがよって

いないか、ほつれや
汚れがないかを確
認する。ポケットの
フラップは出す

お辞儀の際、髪が顔に
かからないようにす
る。長い髪は地味な色
のゴムで一つにまとめ
る。染めたりカールし
たり手を加えたりする
ことはしない

短過ぎるものは避ける。
プリーツスカートの
場合はプレスをする

ストッキングの場合は
伝線に注意。制服の場
合、ストッキングは避
ける。ハイソックスは
左右の長さが揃うよう
に（ソックスも同様）。
制服に靴下も含まれる
場合はその指示に従う

リボン、ネクタイ、ス
カーフ等は曲がらない
ように、リボン等でシャ
ツの第一ボタンが隠れ
るように襟元で結ぶ

ズボンの折り目を
プレスする

靴下は黒か濃紺が
良い。スニーカー
ソックス、スポーツ
ソックスは避ける

靴は飾りのない黒の
革（合成革）靴が基
本。汚れを落として
磨いておく。スニー
カーは避けたほうが
良い。制服の場合、女
子はパンプスを避け
る。飾りがないロー
ファータイプは可

肩にフケがついて
いないかを確認する

（ ） 男子がスラックス、女子がスカートを
着用する場合のイメージ

や電子マネー、QRコード
決済等の特徴や現金との違
い、使用するに当たって事
前に知っておきたいこと、
さらにはローンを組む際の
注意点などについてもふれ
られることになる。高校に
よっては銀行や金融関係の
協会・企業等から講師を招
き、生徒や家庭科教員に向
けて金融セミナーやプログ
ラムを実施するというケー
スも散見され始めている。
　「人生 100 年時代」が喧
伝され、「老後 2000 万円
問題」という言葉が社会的
に大きな注目を浴びるな
ど、一人ひとりが 〝金融リ
テラシー〞 を身につけるこ
とは、現代を生きる上で必
要不可欠なことだ。
　社会経験が十分ではない
高校生に金融教育が行われ
るのは非常に有意義だ。そ
の教育を受けた若者たちが
どのように成長していくの
か、いまから楽しみだ。

を客観的に理解しておき、
スムーズな自己ピーアール
ができれば好ましい。例え
ば、高校時代における自分
の能力が大きく発揮された
体験談や真剣に打ち込んだ
エピソードなどを具体的に
伝えられるようにシミュレ
ーションしておこう。自分
の短所も理解し、それを改
善するために努力している
ことを合わせ、さらにもう
一歩踏み込めば、日々の業
務を通して今後の自分が目
指す社会人像を自分の言葉
で語ることができればなお
ベターだろう。

家庭科の授業で金融教育改訂学習指導要領4月～

いてハキハキとした受け答
えを心がけたい。実際の質
問では、「なぜ、その会社
を志望するのか」といった
具体的な志望動機はほぼ確
実に聞かれるだろう。明確
に返答できるように事前に
準備をしておこう。
　志望動機と共に、入社後
取り組みたいことなどを答
えられるようにしておくこ
とで、入社に対する強い意
志をアピールできる可能性
が高まるはずだ。
　また、応募者自身のパー
ソナリティーに関する質問
も想定される。自分の性格

　就職を目指す上で欠かす
ことができないのが、面接
採用試験対策だ。企業は面
接試験を通して、その人の
適性や人間性、協調性を判
断し、自社が期待する人材
像に近い人物かどうかを総
合的に評価する。応募者側
は、面接の場で入社に対す
る意志や熱意を面接官にう
まく伝えられるかどうかが
ポイントになるだろう。
　面接採用試験では、限ら
れた時間内で応募者の適性
等を判断していくため、「第
一印象」が重要になる。そ
こでまず大切になるのが、
身だしなみだ。仮に、熱意
や前向きな姿勢を持ってい
ても、服装や髪形が乱れて
いては第一印象が悪くなっ
てしまいかねず、気持ちが
伝わらないばかりか全体的
にマイナスな印象を与えか
ねない。まずは面接官に良
い第一印象を持ってもらえ
ることを考えてみよう。
　身だしなみの注意点につ
いては、右上に男子生徒・
女子生徒のイラストモデル
を載せてまとめたものを一
読し、参考にして欲しい。
　面接では、「生徒自身に
ついて」「高校生活での出
来事」「学校外の活動」「進
路について」「一般教養」
など、さまざまな質問が投
げかけられる。そのため、
面接官から尋ねられた質問
の意図を汲み取り、自分の
考えを分かりやすく伝える
ことが大切だ。緊張しやす
い場面ではあるが、相手に
伝わりやすいよう、落ちつ

金融教育で学ぶ主なテーマ
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NAME SAMPLE
CARD

●家計管理とライ
フプランニング

●キャッシュと
キャッシュレス
決済

●社会保険と民間
保険

●資産形成（預金・
貯金、債券、株式、投資信託）

●クレジット／ローン
●金融トラブル　　……など
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就職希望者にふさわしい服装 & 社会生活に不可欠な「お金」の学び
～人生100年時代における高校生のキャリアデザイン～ Vol.2

金融教育

DDPP''ss
ScopeScope

学び

見本見本

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥学び¥学び学び¥学び学び¥学び学び¥学び＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄学び＄学び学び＄学び学び＄学び学び＄学び学び＄学び学び＄学び学び＄学び学び＄学び学び＄学び学び¥学び＄学び¥学び学び¥学び＄学び¥学び



〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL  03-5925-1706　E-mail  kentei@daigakushinbun.com
URL  http://daigakushinbun.com/adviser

大学新聞社お問い
合わせ

『進路アドバイザーのための基礎知識』

巻頭記事  
「総合的な探究の時間」

「大学入学共通テストを検証する」

「教科『情報』」

「新学習指導要領」

「キャリア・パスポート」

 ……など

第1領域   
進路指導・キャリア教育に
関する基礎知識

第2領域   
学校に関する基礎知識

第3領域   
職業に関する基礎知識

主な内容

▲好評既刊（2021年度版）
■定価2,200円（本体2,000円）

巻頭記事巻頭記事
「総合的な探究の時間」

「大学入学共通テストを検証する」

「教科『情報』」

「新学習指導要領」

「キャリア

 ……など▲好評既刊（2021年度版）

2022年度版 5月中旬発行

生徒の進路指導に役立つ最新情報が満載！
高校教員必携の〝進路事典〞がここに

株式会社グリーンハウス

　「人に喜ばれてこ
そ会社は発展する」
の社是のもと、創業
75年を迎えた企業
です。アプリ「あす
けん」を開発、「健康
増進」活動も積極的
に行い、食を通じて

お客様はもちろん、
従業員にも「喜び」
を常に提案し続け
る企業です。

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 （西日本支社）
TEL  06-6444-5845
URL https://www.greenhouse.co.jp/

Beyond Value.期待価値を超える

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  社員食堂、病院や福祉施設、学校給食での食
事提供、レストラン・デリカ運営、ホテル運営等

●創　　業 1947年（昭和22年）
●資 本 金 21億4,304万円
●従業員数 34,357人（グループ総計）

株式
会社ジャパンファーム

　私たちは、自然の
おいしさ、安全な素材
へのこだわりを持ち、
「食」を通してお客様
の健康を考えます。
50年以上の歴史を持
ち、なくなることのな
い「食」に携わりなが

ら、企業理念である「地
球と人の健康に貢献
する」を第一に、発展
を続けていきます。

〒899-7303 鹿児島県曽於郡大崎町益丸651
TEL  099-476-0235
URL https://www.japanfarm.co.jp/

日本の食卓に安心・安全な食品を

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  鶏の飼育から処理加工までの一貫
生産、養豚事業、環境事業を展開

●設　　立 1969年（昭和44年）
●資 本 金 30億円
●従業員数 1,741人

株式会社海星ムサシ

　当社は、全国的に
も珍しい、肉・魚を
併せ持つ専門店を運
営しています。九州
から関東まで広がる
販売網。地域に合っ
た食材はもちろん、
地域にない商品を提

供できるのも強みで
す。職人の技術で、
より一層高い商品価
値を創造し続けます。

〒810-0071 福岡市中央区那の津2-1-3
TEL  092-718-7311
URL https://www.kaisei-musashi.com

店舗運営のすべてを担う店長を目指せます！

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  百貨店・スーパーマーケット内
の鮮魚・精肉・惣菜専門店運営

●設　　立 1994年（平成6年）
●資 本 金 48,000,000円
●従業員数 650人

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

ミリ単位の緻密性が求めら
れる。しかし、築炉に関す
る技術は一朝一夕に身につ
くほど容易なものではな
い。耐火物などを用いる特
殊な技術が不可欠なため、
十分な知識と技術が求めら
れる。築炉に関する総合的
な知識・技術を問うものと
して、「築炉技能士」とい
う国家技能検定が設けられ

　産業はもちろん、日常生
活においても必要不可欠な
「鉄」。株式会社ヤマサキは、
鉄を生み出す溶鉱炉をはじ
めとする各種工業炉の製造
－すなわち「築炉」を基
幹事業としている。築炉と
は、レンガ等を積み上げ、
鉄をも溶かす超高温に耐え
得る設備を築き上げるこ
と。巨大な設備であっても

ているほどだ。
　同社では、築炉に関する
技術・技能を安定的に支え
ていくために、「築炉科」
と「プラント配管科」を擁
する職業訓練校「山﨑高等
技術専門校」を設置。高等
学校新規卒業者は入社後、
この技専校に入校し、1年
間かけて知識・技術を身に
つけてから、現場に配属さ
れる仕組みだ。技術習得は
もちろん、築炉技能士の検
定試験合格もバックアップ
する。経験豊富な講師陣か
ら直接指導を受け、仲間と
の集団生活の中で社会人と
して必要なビジネスマナー
やコミュニケーション能力
を養うこともできる。
　職業能力開発促進法に基
づく「職業能力開発施設」
として認定を受けている同
校で学ぶからこそ、通常よ

りも早く、確実に築炉技能
士の合格に近づくことが期
待できる。例えば、2級築
炉技能士は、高校普通科の
卒業者の場合、通常 2年の
実務経験が求められるが、
同校修了時に実施する技能
照査の合格者は「技能士捕」
の称号が与えられ、2級検
定試験の学科試験免除の待
遇措置がある。また、同様
に 1級築炉技能士は、通常
実務経験 6年（2級取得ま
での期間含む）が求められ
るが、5年で取得が可能だ。
社内の手厚い指導のもと、
1級・2 級の検定合格率も
高い。

　高校新卒者は入社後、築
炉工・配分工・クレーン工
のいずれかの「技能職」と
して活躍している。築炉の
仕事は、さまざまなチーム
で役割分担・協力しながら
作業を進めていく必要があ
る。異なる設備を使用して
いても、似通った作業の繰
り返しとなるため、コツコ
ツと続けていける粘り強さ
も重要な素養の一つだ。
　令和 7年には、創業 150
周年、そして鉄鋼業界進出
100 周年を迎えるヤマサキ
社。歴史ある伝統を後世に
受け継ぎ、より高みを目指
していく。

技術専門校で知識・技術を習得した上で即戦力として現場で活躍する技術専門校で知識・技術を習得した上で即戦力として現場で活躍する

■山﨑高等技術専門校修了後の道

山﨑高等技術専門校

一　　般

入校〉修了

検定試験受検
⬇ 
合格
⬇

2級築炉技能士
資格取得

1級受検に必要な実務経験

検定試験受検
⬇ 
合格
⬇

1級築炉技能士
資格取得

2級受検に必要な実務経験

検定試験受検
⬇ 
合格
⬇

2級築炉技能士
資格取得

1級受検に必要な実務経験

検定試験受検
⬇ 
合格
⬇

1級築炉技能士
資格取得

海外との交流拠点〝西のゲートウェイ〞
「優秀な人材を育成」する社員教育に注力

高めた原因の一つとも考え
られそうだ。最も力を入れ
ているのは「若手社員（30
歳未満・役職なし）」で、
63.6％を占めている。

●「23卒採用」は6割が前年以上
　「人事部門のDX推進に
ついて」の設問では、「取
り組んでいる」と答えたの
が 33.7％で、「取り組みた
いが着手できていない」が
47.5％だった。意欲はある
ものの、何らかの事情によ
り実施が難しい状況にある
企業が少なくないようだ。
　「2022 年 4 月入社の新卒
採用」に関する設問では、
「計画通りまたは計画以上
に確保することができた」
と回答した企業が最も多
く、54.4％に上った。企業
規模別では「300 人未満」

が47.0％、「300人～ 1,000
人未満」が 66.7％、「1,000
人以上」が 67.9％と、規
模が大きくなるほど数値が
高い傾向が見受けられる。
　また、「2023 年 4 月入社
の新卒採用」については、
「2022 年 4 月入社と同数程
度」が最も多い 34.9％。
以下、「2022 年 4 月入社よ
り多い」が 23.0％、「2022
年 4 月入社より少ない」が
19.5％と続く。採用方法に
ついては、「リアルとオン
ラインを併用した採用方式
で行う予定」が 54.8％と
最も多く、「リアルでの採
用方式で行う予定」が
33.7％と次点につけた。
「全てオンラインを活用し
た採用方式で行う予定」に
ついての回答が皆無なの
は、意外といえば意外か。

Journal’sEye

●九州はアジアとの貿易拠点
　九州（福岡起点）から距離
にして1,000㌔・㍍圏内に
は、韓国の釜山（ 210㌔・
㍍）、仁川（540㌔・㍍）、中
国の上海（870㌔・㍍）等が
点在している。都市によっ
ては複数の定期便が就航し
ているため、日帰りするこ
とも可能な好環境だ。これ
らの都市からの観光客・旅
行者に重点を置く経済環境
と立地の特性上、九州地域
は、〝西のゲートウェイ〞と
して古くからの交流拠点と
しての役割を担ってきた。
特にアジアとの多様な経
済・文化交流が活発に行わ
れてきた歴史があり、その

経済規模は大きく、今後も
市場としての成長が見込ま
れている。域内経済が活発
だからこそ、人材の育成や
採用に対して意欲的だ。

●優秀な人材確保に奔走
　公益財団法人九州生産性
本部が 3 月 10 日、「2021
年度 人事部門の抱える課
題とその取り組みの実態調
査」の結果を公表した。今
後の人事施策に役立たせる
ため、会員企業を中心とす
る九州地域企業等の人事部
門の責任者を対象とした。
　現在、直面している人事
課題として最も多く挙がっ
たのは、「優秀な人材の確

保・定着」で、2012 年度
調査から 10 年連続の 1位
となっている。以下、「従
業員の能力開発・キャリア
開発支援」「次世代幹部候
補の育成」と続いた。
　「能力開発（教育）」に関
する予算についての設問で
は、「増額している」と回
答したのは 14.9％で、前
年度から 3.9㌽上昇。教育
の実施方法については、
「OJT」が 88.1％と最も多
く、以下、「社外研修（オ
ンライン含む）への派遣」
83.5％、「通信教育・eラー
ニング・web硏修」60.9％
が挙がった。オンラインの
普及が教育に対する関心を

次世代に継承される専門職の技術次世代に継承される専門職の技術
技術専門校で素養を磨き上げる技術専門校で素養を磨き上げる

九州・沖縄

九州・九州・
沖縄沖縄
株式会社株式会社
ヤマサキヤマサキ

　株式会社ヤマサキ（本社福岡・大牟田市、山﨑一正代表取締役社
長）は、明治 8年の創業以来、一貫して技術と技能を大切にしなが
ら、時代や社会のニーズに応えてきた。「築炉」という特殊な事業
を主軸とする同社の社員育成体制に迫る。
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「産業情報学校」と呼ばれ
る各種学校で、高校 3年次
生に相当する課程の勉強を
することが可能だ。
　産業情報学校とは、一般
高校の職業教育課程委託教
育機関のことで、職業教育
を希望する生徒に、適性と
能力に合う職業教育の機会
を与えることを目的として
いる。一般高校で勉強でき
ない分野を産業情報学校に
委託する形式と言えば分か
りやすいだろう。従って、
生徒の所属は本来の一般高
校であり、産業情報学校で
履修した科目を一般高校で
認める形を採っている。週
一日は本来の一般高校、そ
のほかの平日は産業情報学
校に通う生徒が多い。
　このように一般高校生が
職業教育を受けられる学校
は、ソウル市内に6校ある。
その中で、唯一日本語を勉
強できるのが鍾路産業情報
学校だ。ソウル市内の一般
高校に通っていて、かつ日
本語の勉強をもっとしたい
という生徒は、自然と同校
に集まることになる。

公立の鍾路産業情報学校
職業教育と進路教育に重点
　鍾路産業情報学校は、
1991 年に開校した公立の
男女共学校だ。高校 3年次
生を対象に、1年課程の職

職業教育希望の高校生が対象
1年間だけ学ぶ「産業情報学校」
　韓国の高等学校は大きく
「一般高校」「特殊目的高校」
「特性化高校」「自律高校」
の 4つに区分される。全体
の約 68% を占める一般高
校は、多様な分野にわたり
一般的な教育を行う。特殊
目的高校は、特殊分野の専
門的な教育が目的で、科学
高校、外国語高校、国際高
校、芸術高校、体育高校、
産業需要対応高校などがあ
り、全体の 7％程度に及ぶ。
特定分野の教育・現場実習
などの体験に重点を置いた
教育を行う特性化高校は、
全体の約 20％だ。最後に、
教育課程および学校運営の
自律性を認める自律高校が
あり、これは全体の約 5％
を占める。
　一般高校の卒業後の進路
は主に大学進学が多いが、
そうではない生徒も当然い
る。一般高校では分野を特
定して勉強することができ
ないため、学びたい分野が
具体的に決まっている生徒
は、その勉強に打ち込める

業教育課程の委託教育を施
す。一人 1種類以上の資格
取得を目標に掲げ、職業教
育と進路教育に重点を置い
ているのが特徴で、デザイ
ン系、IT 系、観光系、サ
ービス系の諸学科が設置さ
れている。
　鍾路産業情報学校の観光
日本語科では、2022年度
は 2 クラスを運営。27 人
が在籍している。すべてが
日本語関係の授業で、「観
光日本語」「日本語会話」「日
本語読解」と「作文」 「日
本文化」などの教科を開講
している。従来の教科構成
は、語学資格を取得するた
めの対策授業が多かった。
それというのも、一定以上
の水準の語学資格を取得す
ると、進学に有利になる実
態があったからだ。
　しかし、最近は、語学能
力だけで出願できる韓国の
大学が少なくなってきてい
る。また、生徒たちの志望
動機にも変化が見受けられ
るのだという。「日本に行
って自由に旅行がしたい」
「日本人と会話ができるよ
うになりたい」「日本人の
友人をつくりたい」「日本
に留学したい」など、勉学
中心から日本や日本文化に
対する関心に軸足が移り始
めている印象がある。その
ためなのだろう、2021 年
より〝勉強のための日本語〞
から脱却するイメージの新
しい試みがなされるように
なってきた。

オンライン交流で新たな絆
日韓両国の架け橋を目指す
　まず注目したいのは、ひ
と月に一度、ネイティブの
日本語話者と話す機会が設
けられたことだろう。これ
は、実際に生徒たちに日本
人と話をする経験をさせた
いとする思い入れが端緒と
なった。日本語教師として
過去に日本留学の経験を持
つ同校の教員が、その当時
の人脈を活用して、韓国に
滞在する日本人留学生に呼
びかける。日本人留学生ら
が同校を訪問して生徒と直
接会話する仕組みが構築さ
れている。
　また、日本の滋賀県に所

ることが多く、今年は日本
語文法（語学試験対策）や
読解の授業を実施予定だ。
　卒業後の進路としては、
韓国内での進学が圧倒的
だ。21年度に在籍した 33
人のうち、20人が韓国内
進学、3 人が就職、4 人が
日本留学を果たしている。
特に21年度は、6人ほどの
生徒が日本留学を目指して
勉強し、留学へのサポート
を直接受けていたという。
その結果、22 年度には、3
人が 4年制大学、一人が専
門学校への日本留学を予定
する。そのほか、兵役や次
年度の入試準備、アルバイ
トへの従事などの進路選択
をした生徒がいたという。
　同校の教師は、「一般高
校で日本語に興味を持って
いた生徒たちが、日本語・
日本に専念できるソウル市
内で唯一の公立産業情報学
校です。日本に関する夢を
具現化することができま
す。本校での一年間の学習
を通じて、大学進学や日本
留学、就職までも見通すこ
とができるというのは、本
校が日韓両国において重要
な架け橋となり得るという
ことではないでしょうか」
と、印象的なコメントを口
にした。

在する高校とオンライン交
流を始め、日本人高校生と
の新しい接点も創出した。
オンライン交流では、テー
マを事前に決め、その内容
に沿って発表するスタイル
だ。教育用オンライン掲示
板アプリ「Padlet」と、ウ
ェブ会議サービス「Zoom」
を活用して行う。オンライ
ン交流は、ひと月に一度の
実施を目標として1年間継
続。今年は相手校と正式に
MOU（協定）を締結予定
で、今後も続ける見込みだ。
さらに、日本留学の希望を
持つ生徒には、留学指導を
別途行うことになった。
　2021 年度に在籍した生
徒 33 人のうち、28 人が語
学資格を取得したことでも
分かるように、同校は、語
学試験で高い実績を誇って
いる。生徒一人ひとりが、
自身の学習到達度に合った
日本語能力試験（JLPT）を
受けた結果、ほとんどの生
徒が、入学時にはひらがな
かカタカナしか分かってい
なかったにも関わらず8人
が「N1」を見事取得した。
　正規の授業後に希望制で
受講できる「放課後授業」
には、生徒全体の 4割程度
が参加。放課後授業は語学
資格取得のために開催され

　経済・文化・芸術・スポーツなど、幅広い分野で日本と交流を重
ねてきた韓国。近年は、大きなサイズのマカロンを意味する「トゥ
ンカロン」や、やみつきになる醤油漬けしたゆで卵の「カンジャン
ゲラン」など、韓国で流行したスイーツや料理が日本でも話題にな
る現象が起きている。本稿では、韓国の高校区分を概説すると共に、
1年間の職業課程委託教育を行う鍾

チョン

路
ノ

産業情報学校（韓国・ソウル
特別市）に注目。その教育内容や日本との関わりについて見ていく。

観光日本語科

日本の高校とオンライン交流を行うなど、日本語教育に強みを持つ
同校を卒業した4人の生徒が、22年度に日本に留学する予定だ

ソウル市内の一般高校に通う3年次生の生徒で、日本語の勉強をし
たいという意欲が高い者は鍾路産業情報学校に集まるという

21年度の日本語能力試験（JLPT）で21年度の日本語能力試験（JLPT）で
は、8人の生徒がN1を見事取得したは、8人の生徒がN1を見事取得した

韓国の教育トピックス

韓国韓国のの鍾鍾
チ ョ ンチ ョ ン

路路
ノノ

産業情報学校産業情報学校がが拓拓くく未来!未来!
ソウル市内の一般高校3年生が
日本語や日本文化の学びに専念
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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

日本・韓国の学校教育制度（概略）

初等教育

初等学校
（6年間）

中等教育

中学校
（3年間）

普通・職業
高等学校
（3年間）

専門大学
（2～3年間）

大学（4～6年間）

1 2 3 4 5 6 1 2 3 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

韓　国

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

中等教育

専門学校
（1～4年間）

年齢

学年

学年


