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生産性向上に取り組んだ のは52%！成長の実感は業務体験から!!
■当てはまる
□
□あまり当てはまらない
■

公益財団法人日本生産性本部（本部東京・千代田区、茂木友三郎会長）
は 4 月 22 日、
「第 9 回 働く人の意識に関する調査」の調査結果レポー
トを発表した。ここでは、同調査結果の中でも特に、「働く人の意識の
変化」や「キャリア形成と人材育成」
「働き方の変化」などの項目に絞っ
、
て注目する。

クの実施有無の別で見てい

て指摘の通り、人的資本に

が、職場での生産性向上に

対する国内の投資が主要国

対する取り組み実施率が高

に比べて少ないことが生産

い傾向にあることが明示さ
れた（図 2）
。

生産性向上の取り組み
「業務効率」
「情報共有」重視
新型コロナウイルス感染

性低迷の要因の一つとする

症（COVID -19）が感染拡

意見が多いとされている現

大する中、それが組織で働

状に対して、
「生産性向上

く人の意識に及ぼす影響と

が個人の問題に還元される

変化を調べることを目的に

ことには危惧を感じる」と

実施されているのが、日本

主張した。

くと、
「コスト削減」の項
目を除くほとんどの項目

■今後伸ばしたいスキル・
能力
今後伸ばしたいスキル・能力
図3
ITを使いこなす一般的な知識・能力

21.2

チームワーク、
協調性・協働力

で、非テレワーカーと比較

コミュニケーション能力・説得力

してテレワーカーのほう

マネジメント能力・リーダーシップ

14.5
13.6
13.0

職種に特有の実践的スキル

12.8

課題解決スキル
（分析・思考・創造力）

12.7

専門的なITの知識・能力

12.5

高度な専門的知識・スキル

10.8

営業力・接客スキル

9.9

語学
（外国語）
力

9.3

定型的業務を効率的にこなすスキル

兼業・副業に意欲は 4 割
ジョブ型の働き方希望多数

■やや当てはまる
□
□当てはまらない
■

6.7

読み書き・計算等の基礎的素養

3.8

その他の能力・スキル
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働き方が多様化する現代
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（資料：日本生産性本部「第 9 回 働く人の意識に関する調査」）

生産性の向上を実現する

において、
「社員の兼業・

ためには、
「個人の能力向

副業を容認あるいは積極的

他方、勤め先から人事評

上を実感している様子がう

四半期毎のアンケートに

上」と「組織運営改善」の

に推進する企業が増えて」

価を受ける際、
「どのよう

かがえた。ただし、
「業務

よる継続調査で、
今回の
「第

両方を追求することが必要

いると同レポートは分析。

な点に比重を置いて評価さ

体験」を積むためには前提

9 回調査」は、日本国内の

だ と し、
「 最 近 1 年 間 に、 「 兼 業・ 副 業 の 実 施 意 向 」

れることが望ましいか」と

となる知識が必要不可欠

企業・団体に雇用されてい

職場での生産性向上への取

問い、
「成果や業績」
3.6、
「仕

だ。同レポートは、業務に

る 20 歳以上の者（雇用者

り組みが行われたか」を問

「兼業・副業を行う気は無

事を行う能力」3.5、
「仕事

必要な知識を身につける場

＝就業者から自営業者、家

うている。回答のうち、最

い 」 が 55.7 ％ と、 過 去 最

振りや態度」3.0 という結

として、
「OJT」や「Oﬀ-JT」

族従業者等を除いたもの）

も高かったのは「業務の進

多となる一方、
「現在、
兼業・

果（3 項目の比重を合計し

などの機会の創出を継続し

1,100 人を対象に、令和 4

め方の効率化」52.0％（当
て は ま る 12.5 ％+や や 当

副業を行っている」は 8.7

て「10」 に な る よ う に 整

ていく必要があると指摘す

年 4 月 11 日・12 日の両日

％、
「現在は行っていない

数で設定）であったと明か

る一方、
「能力開発の方法

に実施された。

てはまる 39.5％）
。僅差で

が、将来的には兼業・副業

した。前者 2 項目が拮抗す

に は、 勤 め 先 が 提 供 す る

「情報共有の推進」が 51.8
％（ 当 て は ま る 10.9 ％+

を 行 っ て み た い 」 は 35.5

る形と共に、3 項目におけ

Oﬀ-JT、OJT の他に、働く

％という結果しか得られて

る比重に、調査開始以降ほ

者が自らの意思で行う自己

生産性本部の「働く人の意
識に関する調査」だ。

調査結果をまとめた今次
の「調査結果レポート」で

に関する質問においては、

は、岸田内閣が掲げる政策

や や 当 て は ま る 40.9 ％）

おらず、直近の 1 年半の期

とんど変化が認められなか

啓発がある」と展開。今回

の一つが
「新しい資本主義」

と、続いた。生産性向上の

間に、
「趨勢としては微減

ったと結んでいる。

の「第 9 回調査」の結果と

への転換であると言及。そ

イメージに結びつきやすい

しており、兼業・副業熱は

れを踏まえて政府では、
「非

「商品やサービスの改善」

やや冷めつつあるように見

正規雇用者を含めた職業訓

と「新商品や新サービスの

練」
「再就職」
「ステップア

提供」は、意外にも、それ

ップを支援する政策パッケ

ぞ れ 40.5%、38.7% に と

する意識はどうか。従来、

雇用者が働く中で、今後

たと明かし、
「雇用者の学

ージの実施」に向けて動い

どまった（図 1）
。

日本では、企業が採用活動

伸ばしていきたいスキル

習意欲が高いとは言えな

を行う際に業務内容や勤務

は、一体どのようなものな

い」と結論づけている。

地などを限定せずに雇用契

のか。同調査では、具体的

約を結び、
雇用される側は、

に伸ばしていきたい特定の

まとめとして、岸田内閣が

企業から割り当てられる業

スキルや能力を三つまで聞

掲げる政策の一つである

務に従事する「メンバーシ

いている。調査結果レポー

「人への投資」はすぐに成

ップ型」が主流とされてき

トによれば、
「IT を使いこ

果があらわれるものではな

た。これを担保してきたの

な す 一 般 的 な 知 識・ 能 力

いとしながらも、組織とし

が、
人間性やポテンシャル、 （OA・事務機器操作〈オフ

て職場における生産性向上

将来の伸びしろを重視する

ィスソフトウェア操作な

に向けた取り組みが広範囲

「新卒一括採用」という日

ど〉
）
」 が 21.2 ％ と、 最 も

で行われていることについ

高い結果となっている。以

て、企業規模に阻外される

下、
「チームワーク、
協調性・

ことなく、約 4 割前後、も

また、これらをテレワー

ているとした。また、かね

図1
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える」と、綴っている。
日本の雇用システムに関

本独特の雇用慣行だ。
同レポートでは、メンバ

して得られた「自己啓発を

ⅠT 系知識の醸成に前向き
業務体験が成長に直結を実感

行 っ て い る 」 は 16.3% に
過ぎず、前回の「第 8 回調
査 」 の 16.8% か ら 微 減 し

「調査結果レポート」は、

ーシップ型を「同じ勤め先

周囲との協働力」14.5％、

しくは 5 割をうかがうレベ

■職場での生産性向上の取り組み

で長く働き、異動や転勤の

「コミュニケーション能力・
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れる」
、ジョブ型を「仕事

（図 3）
。

ワーカーは、非テレワーカ

また、
「自分自身の仕事

ーよりも生産性向上の取り

同じ勤め先にはこだわらな

能力の向上を実感したきっ

組みを経験した割合がかな

い」と定義。どちらの雇用

かけ」については、
「従来

システムで働くことを希望

よりも、レベルの高い業務

するかとの質問に対する回

を担当した」
「 従 来 と は、

い働き方・柔軟な働き方を

答 は、 ジ ョ ブ 型 希 望 が

分野の異なる業務を担当し

導入すると、職場での業務

64.5％、メンバーシップ型

た」
「仕事に関して学んだ

改革が並行して進むことが

希 望 が 35.5 ％ と な り、 ジ

ことを実際に活用できた」

示唆される」と強調。今後

ョブ型を希望する割合のほ

など、
「業務体験」をきっ

の日本企業全体の生産性向

うが高いことを示した。

かけとして、仕事能力の向

上に期待を示した。

内容や勤務条件を優先し、

り多いこと」を取り上げ、
「テレワークのような新し
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未来社会を生きる力を育む
「探究学習」
へのアプローチ
最 新 刊

探究

導き

への
2023

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 ―。
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、

▲定価660円
［本体600円］。好評発売中

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

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。

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

「探究」をいかすこれからの社会

グローバル化の進展

SDGsの世界的展開

人工知能（AⅠ）の急伸

Society 5.0の実現

人生100年時代の到来

少子高齢化の深化

社会構造の劇的変容

外国人材共生社会

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/
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応募前
応募前職場見学に重点
社 会 基 盤 を 守る 気概

北海道

拶にうかがうことも欠かし
ません。企業側からは生徒
を人材として評価していた
だいており、ぜひ応募して

教諭

欲しいと言われることも少
なくありません。

明治 19 年に開校し、
「士魂商才」の校是のもと、地域社会の発
展のために社会の中でたくましく生きることができる人材の育成に
努める北海道函館商業高等学校（北海道函館市、藤田和秀校長）
。
令和 3 年度の進路動向や就職志望者に対する指導内容・支援体制に
ついて、進路指導部長・大川伸二教諭にお話をうかがった。

進路指導部長

事 務 職 を 目 指 し て 希 望 を 実 現！
多彩な支援体制が支える確かな進路

大川 伸二

北海道
函館商業
高等学校

3

北海道

た。事務職ではなく、接客

採用選考試験への対策と

業や航空保安系などの職種

して、SPI（適性検査）に向

の希望が多いのが特徴でし

けて力を入れています。進

早期離職については、応

たが、新型コロナの報道の

学・就職を問わず、1・2 年

募前職場見学やインターン

影響や保護者の意向なども

次の 3 月に 1 週間、1 日 2 時

シップの実施が奏功してい

る 管 内 求 人 倍 率 も、1.86

あり、ここ数年は減少傾向

間程度を充てて、授業内で

るのでしょう、厳密に統計

倍（令和 4 年 2 月末現在）

にあります。一人暮らしと

対策指導を行います。近年

を取っているわけではあり

迎える本校は、北海道の公

にまで上昇していたほどで

なると、社宅の有無や給与

は、公務員試験でも SPI が

ませんが、早期に企業を辞

立高校の中でも長い歴史と

す。個別生徒の志望や目標

水準などが重要な判断指標

課されることがあるため、

める卒業生の割合は低いも

伝統を誇る商業高校です。

を考えなければ、一人当た

にならざるを得ません。

対策の必要性が高まってい

のと認識しています。3 年

る印象があります。

前に担任を受け持っていた

●人気の高い職種を目指して努力
今 年 で 創 立 136 周 年 を

卒業生の進路内訳は、例
年は進学者 5 割、就職者 5

り 2 社に近い状況です。
ただ、変化が小さかった

●採用選考を意識した充実の指導

面接も、
「全員面接」と

クラスでも、早期離職率は

就職に向けた進路指導と

して、3 年次の全員が、必

1 割〜 2 割弱に過ぎません

割程度でしたが、ここ数年

とはいえ、
観光・ホテル業、

は就職希望者が減少傾向に

航空サービス業、デパート

しては、2 年次の 9 月末か

ず一度は教員との模擬面接

でした。事務職に就いた者

あり、進学者 6 割に対して

などでの接客業では、予想

ら 10 月にかけて、全員に

を受けるようにしていま

が多く、
離職率の高い業界・

就職者 4 割といった比率に

通り求人が減少しました。

インターンシップに参加さ

す。また、ハローワークな

職種に進んだ者が少ないの

変化してきています。

商業高校ということもあ

せています。現場に赴いて

ど、外部の方にも指導にご

も一因かもしれません。注

令和 4 年 3 月に卒業し

り、金融系の事務職といっ

職業体験に従事するのは二

協力いただいています。

意しているのは、函館市内

た生徒の就職環境について

た人気の高い業界・職種を

日間のみですが、業界研究

3 年次の夏季休業のタイ

では事務職を一度退職し

は、新型コロナウイルス感

目指している生徒が多く、

やお礼状の作成なども含

ミングで、
「応募前職場見

て、再び事務職に就職する

染症（COVID -19）の感染

厳しい状況にあったのは否

め、多くの時間をかけて準

学」に 1 〜 2 社は参加す

ことがかなり困難な状況が

拡大の影響もあり、
「求人

めませんが、
幸いなことに、

備しています。

るように指導します。ミス

あるということです。

状況は例年と全く異なる可

本校は指定校求人を多く頂

例えば、インターンシッ

マッチを防ぐという本来の

能性が高い」と、危機的状

戴しており、事務職希望の

プ前日に、生徒が企業に直

主旨のほかに、その応募前

実際に企業で働いている先

況にあることを伝えていま

生徒は、基本的には事務職

接電話をかけて、当日の服

見学の場が実質 0（ゼロ）

輩卒業生から直接話を聞く

した。ところが、フタを開

に就くことができました。

装や必要な持ち物などを確

次面接の場であり、企業の

生徒もいます。
かつてより、

けてみると、それほど変わ

かつては、北海道内や本

認するようにしています。

人事担当者とあらかじめ対

社会で働くイメージを描く

っていませんでした。ハロ

州での就職を希望する者も

私たち教員も、前日の午後

面した上で採用試験に臨む

ことが容易になってきてい

ーワーク函館が公開してい

そ れ ぞ れ 10人 程 度 い ま し

に企業を直接訪問してご挨

ようにしています。

るのではないでしょうか。

ん。また、山間部など、道
路が整備されていない厳し
い自然環境下での工事は日
常茶飯事で、スキーリフト

部長

の工事や無線基地局の開発
にも携わってきました。ス

株式会社ノールテック（本社・札幌市、花田洋代表取締役社長）は、
長年培った技術を活かし、送電線鉄塔はもとより、通信用鉄塔の建
設・改修・保守業務、スキーリフト工事、電気土木工事等、多岐に
わたる分野で社会貢献を果たしている。採用担当の管理部・菊谷雅
仁部長を訪ね、仕事の内容ややりがいについてお聞きした。

設置・保守を通して、大切

ノーモービルや四輪バギー

な電気を守っています。

など、その現場に適した乗

採用担当 管理部

菊谷 雅仁

株式会社
ノールテック

平穏な生活に欠かせない電気を守る
社会貢献度の高い仕事にやりがい

現 在 は、SNS な ど で、

送電線は、電気の需要な

り物で向かわなければなら

ずは北海道電力株式会社が

どに合わせて、北海道全域

ないことも珍しいケースで

運営している滝川テクニカ

にくまなく敷設されていま

はありません。このような

ルセンター
（北海道滝川市）

●あらゆる環境下で「日常」を守る

海道勇払郡厚真町）が緊急

す。規模によって工事方法

地道な仕事や備えが、平穏

で研修に参加していただき

現代社会に生きる私たち

停止し、北海道全域で大規

は異なりますが、おおまか

な日常を守ることにつなが

ます。

にとって、電気は、平穏な

模停電（ブラックアウト）

に言えば鉄塔を建設し、電

っています。

日常生活に欠かすことがで

が発生しました。道内の生

気を流す電線を張るイメー

きません。
ノールテックは、

産活動・都市機能が停止し、

ジです。

その電気に関わる仕事をし

電気が極めて重要であるこ

ています。

とが再認識されました。

送電線は、雪や風雨、自

この施設には、道内屈指
の規模を誇る研修施設があ

●景気に左右されない安定性
送電線を守る仕事は、誰

り、高度な内容での充実し
た研修が可能です。
ここで、

動 車 や 重 機（ 建 設 機 械 ）
、

にでもできるわけではあり

基礎となる知識と、業務に

それでは、電気はどのよ

樹木など、周辺の環境から

ません。資格を持っている

最低限必要になる資格を取

北海道の胆振地方中東部で

うにして私たちに届くので

大きな影響を受けます。こ

企業でなければ、従事する

得していただきます。

起きた地震の影響で、北海

しょうか。ごく簡単に言え

れらが原因でしばしば停電

ことができない専門性のあ

特殊な仕事ではあります

道電力株式会社（本店・札

ば、
電気は発電所で作られ、

になります。こうした事態

る仕事なのです。フォロー

が、ほとんどの社員が、は

幌市）
の苫東厚真発電所
（北

電線を通ってみなさんのご

を未然に防ぐためには、適

する範囲は決まっており、

じめは何も知らない状態で

家庭のコンセントまで届け

切な点検・保守が必要にな

北海道内では現在、当社も

入社してきていますので、

られるようになっていま

ります。また、仮に障害を

含めて 8 社しかその資格を

安心してこの業界に飛び込

す。厳密には、発電所から

発見した場合は、速やかに

与えられていません。その

んできてください。

変電所、変電所から変電所

修繕工事を行わなければい

ため、景気に左右されない

電気と切っても切り離せ

へと電気を送る「送電」と、

けません。

安定した仕事と言うことも

ない人々の快適な毎日を守

できます。

っていることが、この仕事

平成 30（2018）年 9 月、
い ぶり

とま とう あつ ま

最終の変電所から電柱など

最近は、生活水準の向上

で各家庭に電気を送る「配

に伴い、送電技術も進化し

責任の重い仕事ではあり

電」は、
区別されています。

ています。送電線の設置・

ますが、はじめから誰もが

私たちのプライドです。当

の最大のやりがいであり、

その中で私たちの仕事

保守に当たっては、さまざ

資格や経験を有しているわ

社に入社すれば、自分の仕

は、電線といっても、発電

まな工具や機械を自在に使

けではありません。当社に

事をきっと誇りに思うこと

所に最も近い「送電線」の

いこなさなければなりませ

入社していただいたら、ま

ができるはずです。
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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

お問い
合わせ

ライセンスアカデミー ☎03-5925-1656
大学・
大学
短期大学・専門学校
『系統・分野別情報誌』
『系統・
シリーズ
・短期大学・

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

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。

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。

就職・仕事・資格・起業に
つながる学校

仕事・資格ガイド

仕事から見つける
学校資料請求本

進路を考えよう！ 進路選択と実践力の学びシリーズ
『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。
■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

職業実践専門課程
ガイドブック

自分の目で確かめよう！ イベント参加必携シリーズ
『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。
■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

■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

オープンキャンパス
BOOK

見学会のてびき

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
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

通える学校

がんばれ！
青森県の高校生

長野県の
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

福井県・石川県・富山県の
高校生のための進路応援BOOK

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

中国・四国地方の
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

を活用して将来を描き出そう

進路のてびき
就職・公務員編

進 路 選 択 教 材
ガ イ ド ブ ッ ク

将来を見つめる！ 仕事とキャリアデザインシリーズ

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、
持ち運びに便利な
『ダイジェスト版』も
バイオテクノロジー（生命工学関連）
分野
ご 用意しています
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

がんばれ受験生！ 大学入試合格応援シリーズ
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。

大学受験 合格
GUIDE BOOK（春版）

大学受験 合格
GUIDE BOOK（秋版）

地方入試告知
リーフレット

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。

大学・短大
進路のてびき

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

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

その他多彩なナンバー＆ラインナップ

保護者の
みなさまへ

「探究」
への導き

総合型選抜＆AO入試
受験ガイド

フューチャーライブ
ガイド

専門学校
進路のてびき

医療系学校
入試データ

Global
Education

高校担任教諭必携
進路指導ハンドブック

自力進学 進学支援・ 学費ゼロ&返済不安のない
学費サポートガイド 「進学先」選びガイドブック

＊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。
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栗原版デュアル
デュアルシステム
独自の在庫管理システム
独自の

東 北
宮城県
一迫商業
高等学校

北

地元企業と密接連携した教育システム
デュアルシステムで勤労観や職業観を醸成

「誠実」
「自立」
「奉仕」を校訓として掲げ、
地域に愛され、
信頼され、
かつ地域社会を担うことができる人材の育成を目指している宮城県
一迫商業高等学校（宮城県栗原市、大宮司昭倫校長）
。教育内容や
進路指導体制に迫った。

●企業と連携する実習に注力

に集中する。起業家研究で

るシステムの構築を探るこ
とを狙いとしている。
また、
このような取り組みを通し
て、地域産業界と連携を密
にしながら有為な人材を育
成してきた。

は、地元企業と協働で商品
を開発し、販売まで一貫し

商品の仕入れや販売など、
ビジネス
のひと通りの流れを学ぶ「販売実習」

●自主性を養う朝学習を活用

を踏む。そのほか、生徒た

たプロセスに携わること

就職については、製造や

ちが朝 8 時から資格取得や

版デュアルシステム」の推

で、起業家精神や企業経営

販売関係を志望する生徒が

基礎学力の向上を目指して

宮城県一迫商業高校は、

進モデル校に指定され、栗

を学ぶ。これまでにホテル

多く、2 年次で進学・就職

自発的に学習に取り組んで

「流通経済科」
「情報処理科」

原地域で展開することから

企業に対してウェディング

の希望届を提出させてい

いるのも同校の特色の一つ

の 2 学科を設置し、国際化

「栗原版デュアルシステム」

プランを提案したり、新商

る。近年、新型コロナ禍の

だろう。特に、資格につい

や情報化、サービス化社会

として、取り組みを進めて

品を考案したりしたとい

影響を受けてなのか、全体

ては全国商業高等学校協会

のニーズに即応できる教育

いる。
「日本版デュアルシ

う。販売実習では、近隣の

的に求人数は減少傾向にあ

が主催する検定のうち「簿

を目指している。

ステム」とは、企業実習と

商業施設の一部を借りて

るが、生徒の希望を最優先

記実務」をはじめとする 8

流通経済科は、流通業界

教育・職業訓練を組み合わ

マーケティングやビジネス

にしながらも、しかし同時

種目において 1 級合格を目

（販売・サービス）等の基

せて実施し、若者を職業人

マナー、企業経営について

に幅広く業種を見ることで

標に掲げる。

本的な知識・技術について

として育てる実践的な教

学ぶ。

選択肢を増やして、卒業後

将来、社会で必要な力を

学ぶ。情報処理科に関して

育・職業能力開発の仕組み

は、コンピュータ・ワープ

のことを指す。

地域に密着したデュアル

の進路が決まらないという

身につける学びとして企業

システムの研究開発を行う

ことがないようにしている

と連携し、職業観や勤労観

のと共に、ビジネス教育の

という。

を醸成しながら、朝学習な

ロ等の学びを通して、企業

一迫商業高校の場合、具

が求める情報処理技術者を

体的には、
「企業実習」
「起

新しい視点である「起業」

また、模擬面接にも注力

ども加えつつ主体性を持た

養成する。

業家研究」
「販売実習」に

について地域産業界と連携

しており、進学志望者・就

せる教育方針が、将来的に

平成 17 年度、同校は文

注力している。企業実習で

を図りながら、生徒の体験

職希望者いずれにおいても

地域社会を支える人材育成

部科学省が主導する「日本

は、年間20日間程度、実習

や長期企業実習を可能にす

10 〜 20 回程度面接の練習

につながっている。

つ迅速に輸送している。同

快適に働くことができる環

時に、二酸化炭素削減や低

境づくりに余念がない。

株式会社
昇栄

顧客から信頼される総合物流サービス
「みんなで伸びる」を合言葉に人材育成

経済活動に欠かせない物流事業として「荷役・梱包業務」
「倉庫管
理業」
「運送業」を展開する株式会社 昇栄（本社福島・白河市、金田
昇代表取締役）
。創業以来大切に育ててきた事業内容と資格取得の仕
組みなど、手厚いフォローを魅力とする事業体制を追う。

●安定した事業展開が魅力

燃費走行を徹底。大量輸送

「みんなで伸びる」を合

の提案など、荷主や環境保

言葉にしており、入社した

全、コスト面などでも、社

社員・スタッフに対し、ま

九州圏（宮崎）と、顧客の

会貢献性が高く、かつ依頼

ずはルールや就業規則など

製造拠点拡大に歩調を合わ

者もメリットが享受できる

基本事項の習得を徹底。現

せて営業所の展開を拡大し

輸送を実現している。

場への正式な配属後は安

ている途中だ。

全・品質・生産性などにつ

倉庫内の荷役梱包の請負

●適切な指導と指示がモットー

いて学びながら、実務上の

業務
（フォークリフト作業・

を得意とする同社は、フォ

昇栄社は、物流サービス

経験を通じて業務をしっか

約18カ所に拠点を構え、従

手荷役作業）や輸送サービ

ークリフト免許保持者が多

に対するニーズの高まりに

業 員 数 約 380 人 を 誇 る の

スを提供することにある。

く在籍しており、製品を的

応える一環として、新しい

研修期間は約 1 カ月程度

が昇栄社だ。創業以来、順

特に、紙製品などの日用品

確にピッキングし、入念に

人材の採用活動を積極的に

設けており、安心してステ

調に業容を拡大しており、

や自動車のタイヤを中心に

検品を行い出荷する一連の

展開している。未経験者か

ップアップすることができ

令和 2 年には関東圏に二つ

扱う総合物流サービスであ

業務を大切にしている。

らベテラン層までさまざま

るだろう。また、無理な作

目の拠点を持つに至った。

ることから、新型コロナ禍

また、製品に合わせた鮮

な世代が活躍しており、ス

業を求めることは決してな

同社の主な事業は、大手

など、社会環境に激しい変

度管理を徹底するなど、顧

タッフへのフォローが手厚

く、一人ひとりの成長スピ

メーカーの商品在庫を保管

化が生じても大きな影響を

客にとって一つひとつが貴

いのも嬉しい。フォークリ

ードを見極め、適切な指導

受けにくく、安定した事業

重な財産であることを認識

フト免許を持たない場合

と指示がモットーだ。

展開が可能だ。

し、独自の在庫管理システ

は、入社前に同社が費用を

同社の事業は、顧客の商

ムで、顧客との情報共有を

負担して資格を取得するこ

品を取り扱うため、いかに

欠かさない。

とが可能で、近年では男性

ていねいな作業を実現でき

倉庫施設で預かり、入出庫

東北から九州まで、全国

顧客からは高い安全性と
品質、そしてすぐれたコス

フォークリフト免許は入社後でも
取得可能

トパフォーマンスを評価さ

平成 20 年からは一般貨

のみならず女性スタッフが

るかが求められる。意識を

れており、現在は、本社を

物運送事業に意欲的に参入

増加。管理職研修や担当者

高く持ち、安全かつ迅速で

置く福島県に加え、東北圏

し、創業時からのネットワ

研修、従業員研修などを定

高品質なサービスの提供を

（宮城）
、関東圏（埼玉）
・

ークで顧客の荷物を安全か

期的に実施し、男女問わず

これからも目指していく。

青森県の高校生
進学や就職に関する情報と共に、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

お問い
合わせ

青森県の高校生を応援する

企 業
情 報

最新企業インフォメーション

編集
企画

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

ライセンスアカデミー 青森営業所
〒030-0803 青森市安方2-3-5

TEL 017-721-6641

信頼の品質と安定供給で日本の物流を支えます
●基幹事業 大型サービスステーション
（ガ
ソリンスタンド）
の運営
●設
立 1975年
（昭和50年）
●資 本 金 50,000,000円
●従業員数 350人

会社の強み・社風

活力ある物流を
●基幹事業 倉庫サービス、
物流サービス、
人
材派遣、
情報システム
●設
立 1962年
（昭和37年）
●資 本 金 1億円
●従業員数 140人
（令和2年8月現在）

会社の強み・社風

東洋製罐株式
会社仙台工場
暮らしに寄り添う 包む 技術を
会社情報

近刊

協和運輸倉庫株式会社
会社情報

2023

株式会社キタセキ
会社情報

がんばれ !

りと覚えていく。

●基幹事業 金属、プラスチックとそれらの複合材料を素材と
した包装容器の設計・開発・製造・販売 など
●設
立 1982年
（昭和57年）
●資 本 金 10億円
●従業員数 2,617人
（令和3年4月1日現在）

会社の強み・社風

さまざまな経営環境
の変化の中、当社は的
確に 対 応して成 長し、
令和 4 年 8 月で創業48
年を迎えます。今後多く 社だと確信しています。
の課題が待ち受けてい 共に「会社＝社員」の
ても、当社が勝ち残って より良い将来を展望し、
いき、さらに飛躍する会 邁進していきましょう。

宮城県を中心とした
倉庫管理・流通加工や、
東日本エリアへ 物流
サービスを展開してい
る会社です。安全でス ています。単にモノを
ピーディーな輸送・安 保管し運ぶ物流から、
心の商品管理、環境に よりモノの価値を高め
やさしい物流を提供し る物流へ対応します。

創業以来、
「包む」こと
の大切さを基本に包装容
器づくりに専念し、時代の
ニーズに応えた包装容器
を世の中に供給し続けてき
ました。容器包装事業を
基軸に、素材に付加価値
を与える技術を通じて世の

〒989-2493 宮城県岩沼市相の原3-1-6
TEL 0223-24-1661
URL http://www.kitaseki.co.jp/

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

〒983-8502 仙台市宮城野区港2-4-1
TEL 022-259-2311
URL https://www.toyo-seikan.co.jp/

中に貢献しています。豊か
な暮らしと、持続可能な社
会の実現を追求し続ける
ことが私たちの使命です。
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未来を創る学舎
中京高等学校
通信制課程

商品開発
調査結果
調査

地元特産品を使用した台湾カステラ！
質の高い準備がプロジェクト成功へと導く

未来を創る学舎中京高等学校通信制課程（和田尚校長）は、
「静岡校
（静岡市）
」
「沼津校（静岡県沼津市）
」
「伊豆函南校（静岡県田方郡函
南町）
」と、県内に三つの校舎を構える通学型の通信制高校だ。
「進
学コース」
「キャリアアップコース」
「美容コース」を設置することで、
生徒が興味・関心を持っている分野や進学後の希望に合わせて学び
を深められる点が特徴の一つだという。静岡校のキャリアアップコー
スの生徒が取り組んだ商品開発に関する活動を紹介する。

湾カステラだった。
生徒は、田子の月プロジ
ェクトで使用するチラシの
作成や掲載する商品の写真
撮影にも挑戦。ていねいに

プレゼンテーションに臨ん

余すところなく伝えたく

ほのかに香る丸子紅茶の風味が評
判の台湾カステラが完成した

だ。発表当日に向けて、試

て、画角や影の位置に留意

時間ほどで相当数を販売す

作品の試食や伝え方・話し

したほか、編集の場面では

ることができた。その後は

方の練習、
内容の改善など、

明るさの調整にもこだわる

客足の波もあり苦戦する時

同社の社員から納得が得ら

など、少しでも商品の宣伝

間帯もあったが、正午過ぎ

れる発表とするために何度

効果を高めるために努力を

には初日用に用意していた

も練習を重ねた。その意気

重ねた。

すべての商品を完売するこ

高校 × 企業連携の商品開発
静岡県の隠れた特産品を使用

の開発に取り組んできた。

込みは、例えば授業時間外

今回コラボレーションす

にも、放課後の時間を活用

る商品の材料として生徒が

して台本を修正するなど、

未来を創る学舎中京高等

注目したのは「丸子紅茶」
。

入念に準備に取り組む姿と

学校通信制課程の静岡校キ

丸子紅茶とは、日本の紅茶

なって表れた。

ャリアアップコースでは、

発祥の地として広く知られ

毎年「田子の月プロジェク
ト」を展開している。

つくり上げた商品の魅力を

とできた。
丸子紅茶の生産農家・村

紅茶の風味が際立つ逸品
店頭販売に挑戦し消費者に

松二六氏も店舗を訪れ、
「素

試行錯誤の上、フワフワ

ありがとう」と、感謝の言

生徒は「どのようにした

の食感と丸子紅茶の心地良

葉を投げかけ、生徒の表情

る静岡市の丸子地域で栽培

ら伝わりやすいか」
「熱意

い香り、そして田子の月特

にも笑みが見られた。

された良質な茶葉で仕上げ

が伝わるのか」など、聞き

製こしあんが見事に調和し

た紅茶のこと。同地域を象

手側の受け取り方を意識し

た「静岡・丸子紅茶を使っ

静岡県内に店舗を構える老

徴する丸子紅茶の魅力をよ

た企画書を作成。当日は話

た台湾カステラ」の商品化

「時間をかけて準備に取り

舗和菓子店・株式会社田子

り多くの人に広めることを

し方のトーンやスピードに

に 成 功 し た。2 月 26 か ら

組むことで成果を出すこと

の月（本社静岡・富士市、

目的に、新商品の材料とし

も注意を払い、牧田代表取

28 日 ま で の 三 日 間、 田 子

ができることを学んだ」
と、

牧田桂輔代表取締役社長）

て使用することになったの

締役社長自らが参加する緊

の月城北店（静岡市）にお

参加生徒は話す。企業が一

と協働で市場調査や商品企

だという。

張感が漂う中であっても、

いて、プロジェクトの集大

つの商品を完成させるまで

生徒各人が自分の役割を全

成としてキャリアアップコ

にどのような戦略を考えて

うし堂々とした態度で臨む

ースの生徒による販売実習

いるか、その一端を理解す

ことができた。最終的には

が行われた。

ることができたようだ。

このプロジェクトでは、

まり こ

画を行い、最終的には新商
品を考案して、実際に店舗

敵な商品に仕上げてくれて

数カ月間にわたる同プロ
ジェクトの活動を通して、

静岡校では、これまで静

社員に向けてプレゼンテーション
大人の相手を意識した企画書

「企画書の構成がよく考え

実習初日こそ、生徒の表

田子の月とのプロジェク

岡市葵区の麻機地区で栽培

商品開発に着手した直後

られている」として、好評

情は緊張の色を隠せないで

トは令和 4 年度も実施され

されているあさはた蓮根を

の昨年末12月、生徒は田子

を得ることができた。プレ

いたが、実際に買い物客が

る予定だ。次回はどのよう

用いた「あさはた蓮根のお

の月の本社で社員に向けて

ゼンテーションの結果、販

訪れ始めると次第に声がけ

な静岡の隠れた名産を使っ

やき」など、地場産の食材

丸子紅茶を使って販売する

売することに決まったの

のボリュームも大きくな

た商品が誕生するのか、各

を使用したオリジナル商品

菓子の種類を決めるための

は、丸子紅茶を使用した台

り、販売を開始してから 1

方面から注目が集まる。

での販売実習を行う。
あさ はた

都立高校の現状把握に関する調査結果を公表
専門高校の即戦力人材育成に期待が高まる

Research
& Data

をもつスペシャリストを育

門高校の就職内定率が高い

てること」の回答率が最も

こととも通底していると言

高く 62.7％。続いて
「資格・

えるだろう。

免許の取得に向けた支援制

企業や大学等を対象とす

度を充実させること」が

る「社会に出るにあたり求

東京都教育委員会は 4 月

割」の問いに都民は、
「基

付 け さ せ る こ と 」 が 61.2

39.4％、
「実験や実習など、

められる教養など」の項目

14 日、
「都立高校の現状把

礎的・基本的な学力を身に

％、
「社会のルールをきち

実践的学習を一層充実させ

では、
「社会の基本的なル

握に関する調査」の結果を

付けさせること」の回答率

んと守れるようにしていく

ること」が 33.6％だった。

ールやマナー」が 85.1％、

が最も高く 52.6％。以下、

こと」が 53.7％、
「進学や

また、都立高校には、
「基

「一般的な知識・教養」が

都立高校における取り組み

「進学や就職など、それぞ

就職など、それぞれの生徒

礎学力の定着」
「進路指導

81.0％、
「健康・体力」が

等を検討する上での参考資

れの生徒の進路にあった指

の進路にあった指導を行う

の充実」などを求める割合

72.7％と続いた。また、
「社

料として活用することなど

導を行うこと」が 46.2％、

こと」が 42.1％だった。

が多い一方、都立専門高校

会に出るにあたり身に付け

公表した。これは、今後の

を目的に、都民や企業・大

「社会のルールをきちんと

一方、都民のみに問うた

には「スペシャリストの育

てほしいこと」では、
「主

学等を対象として平成 8 年

守れるようにしていくこ

「都立専門高校（農業科・

成」
「資格・免許の取得」
「実

体性」が 55.4％、
「実行力」

度以降 5 年ごとに実施され

と」が 30.6％と続いた。

工業科・ビジネス科等）で

践的学習の充実」など、実

が 41.3 ％、
「傾聴力」
（相

企業側の回答では、
「基

特に取り組むべきこと」で

学的素養の醸成を求めてい

手の意見を丁寧に聴く力）

礎的・基本的な学力を身に

は、
「専門的な知識や技術

るようだ。この部分は、専

が 38.8％だった。

ている調査だ。
「都立高校に期待する役

キユーソーエルプラン

いすゞ自動車株式会社

日本の食品物流を支える

車づくりを通して社会を支える仕事

株式
会社

●基幹事業 大手コンビニへの日配食料品の共同配
送および共配センターの管理運営 など
●設
立 2005年
（平成17年）
●資 本 金 22,000,000円
●従業員数 393人

株式会社田子重
地域社会になくてはならない存在に
会社情報

●基幹事業 大〜小型トラック・エンジンの
製造（組立・機械加工など）
●設
立 1962年（昭和37年）
●資 本 金 406億4,400万円
●従業員数 8,149人

「安全は信頼を創る」
会社情報

会社情報

会社情報

●基幹事業 倉庫業に係る荷役作業の請負業
務および貨物運送取扱業
●設
立 2003年（平成15年）
●資 本 金 20,000,000円
●従業員数 3,000人

株式会社アルプスウェイ

●基幹事業 静岡県に13店舗のスーパーマー
ケットを経営
●設
立 1972年
（昭和47年）
●資 本 金 50,000,000円
●従業員数 280人

会社の強み・社風

会社の強み・社風

会社の強み・社風

会社の強み・社風

これまで震災・災害や新
型コロナ禍など、さまざまな
苦難の中でもエッセンシャ
ルワーカーであるという誇
りと従業員一同「物流を止
めない！」
という使命感を持
ちお客様の元へ毎日食品を
届けてきました。全国に展開

一台の自動車が完成に
至るまでには約 3 万点に
及ぶパーツが必要となり
ます。当工場では、独自の
品質管理体制を確立する
ことにより、スピーディー
かつ効率的な生産体制を
実現しています。一人ひと

365日、24時間、
1日
4 回、
取引先への日配
食料品の配送と納品
業務を行っています。
安全と安心、真心を
込めた納品とサービ
スの提供の日々が、配
送品質を一歩一歩向

地域一番店を目指
して、品揃え豊富、
快適な店舗づくりを
心がけています。地
域に密着した、人々 が充実しており、切
の暮らしに必要な食 磋琢磨しながら技術
料を安心・安全に提 を向上することがで
供します。教育制度 きます。

する11ブロックの緊密な連
携により、地方から全国へ、
全国から地方へと効率的な
物流管理を行っています。

〒182-0021 東京都調布市調布ケ丘3-50-1
TEL 042-440-7745
URL https://www.lplan.co.jp/

りの確かな技術と社員一
丸となったチームワーク
によって高品質な製品を
生産しています。

〒252-0881 神奈川県藤沢市土棚8
TEL 0466-45-2501
URL https://www.recruit.isuzu.co.jp/

上させ、
その積み重ね
が大勢のお客様から
の信頼につながって
います。

〒390-1242 長野県松本市和田南西原4010-28
TEL 0263-40-5311
URL https://alway-recruit.jp/

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

「キャリアデザイン」を考える一冊

仕事・資格

2023
近刊

GUIDE BOOK

将来憧れの職業に就
くためには、どのよう
な資格を取得すれば
いいのか ―。本誌
では、さまざまな仕事
を紹介し、業務内容や
必要な資格等の情報
を一挙大公開します。

▲2022年度版

お問い合わせ

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
URL https://licenseacademy.jp/
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新しい 魅力を 発 信
プレゼンプロジェクト
認知症に特化した介護サービス
「介護職」の魅力を若手社員が発信

意欲的な同社が、採用時に

交流するきっかけになった

般的に面接試験で想定され

り、大きな問題がなければ

る質問等をあえてせず、応

自分の勉強時間に当てたり

募者が準備していないであ

のサービスが増加していく

メディカル・
ケア・サービス
株式会社

メディカル・ケア・サービス株式会社（本社・さいたま市、山本教雄
代表取締役社長）は、認知症専門のグループホームの運営を主軸とする
介護サービスを提供している。東日本地域の採用を統括する小池雅人課
長に、就職を検討する高校生に向けたメッセージをいただいた。

意識するポイントはどのよ
うな点なのだろうか。採用
選考では、作文と面接を課
している。意外なのは、一
4 月に山梨事業所に配属されたフ
レッシュな高卒社員のみなさん

することもできるほどだと

ろうことを聞くようにして

時代で、介護職の経験は、

全国300カ所以上に拠点
ネガティブイメージ払拭

もちろん、その家族が住み

聞く。また、コミュニケー

いるということだ。
例えば、

必ずや強みになるはずで

慣れた地域で安心して生活

ション能力に自信がないス

作文の内容等をベースに掘

す」と、これからの時代の

を送れるよう地域と一丸に

タッフは、夜勤帯のほうが

り下げるなどして、生徒の

メディカル・ケア・サー

なってより良い生活環境づ

働きやすいと感じるケース

人間性をさらに引き出すこ

福祉業界で働く意義と役割

くりを目指している。

も少なくないようだ。

とに重点を置くというアプ

を強調する。

ビ ス 株 式 会 社 は、 平 成 11

成長分野

である介護・

年の設立以来、認知症専門

「介護の仕事」に対して

「進路相談会等で、介護

ローチが考えられる。その

山梨県の事業所では、若

のグループホーム運営を通

しばしばなされる評価の一

職についてていねいに説明

生徒が本当にやりたいこと

手社員が主体となるイベン

して、一貫して「認知症ケ

つが「きつい」
「汚い」な

すると、いままで抱いてい

を把握し、そうした人材が

トを数多く開催している。

ア」に取り組んできた。

どという一面的な見方とイ

たイメージと変わったとい

どのような場面で活躍でき

過去には高校新卒社員が、

メージだ。高校の進路指導

う意見をいただくことが少

るのかなどを見極め、若手

市民会館で運動会企画を考

山梨県内に 8 事業所もの介

の場面でも、生徒が介護職

なくありません」
。そう話

が活躍できる機会の創出に

えて実施したり、母校の後

護施設を運営・展開してい

に興味を示しても、保護者

すのは、採用担当の小池雅

もつなげている。

輩に「介護」の魅力を伝え

る。
高齢化が急速に進む中、

が反対するなどというケー

人氏だ。 介護

に対する

社会経験が乏しい高校生

る機会を設けたりと、地域

認知症ケアに加えて、医療

スもあると聞く。その一例

ネガティブなイメージを払

が将来何をしたいのか、ど

貢献に直結する企画実現に

機関や大学などの研究機関

が、夜勤勤務に対するハー

拭し、その魅力を伝えてい

のような仕事が向いている

意欲的に取り組んできた実

とも連携し、認知症の早期

ドな印象なのだろう。

きたいと語る。

のかなどをしっかりと分析

績もある。こうした機会が

現在は、全国 300 カ所、

発見や予防・改善に向けた

実際はどうなのか。利用

し理解しているケースはあ

若手社員の自信を醸成し、

研究も進めている。
「認知

者は就寝しているため、想

地域とのつながり、
そして、

症を取り巻く、あらゆる社

像するほどの激務ではない

選びに悩んだ時の入り口と

介護職の魅力を若い世代に

会環境の変革」を目標に掲

という。むしろ、普段はな

人間性を引き出す面接
地域との連携にも注力

まりない。小池氏は、進路
して、介護職は武器になる

伝えることにつながってく

げ、認知症の施設利用者は

かなか関わらない利用者と

高校新卒者の採用活動に

と、話す。
「 高齢者向け

のだと期待したい。

キャリア
デザイン

「修学資金貸付制度」で介護福祉士に！
さくら総合専門学校

東京・多摩地域の中心部で

若者らしいアイデアや発想力

ある一方、国営昭和記念公園

など、自由な視点のプレゼン

といった緑豊かな環境にも恵

テーション動画を募る。

まれるなど、いまもなお、発

今回のプレゼンテーション

展し続けているのが東京都立

動画のテーマは「2050 年カ

川市だ。当地に本部を構える

ーボンニュートラルに向け、

立川商工会議所環境コミュニ

個人・企業・自治体ができる

ティ特別委員会では、環境国

こと」
。応募の中から厳正な

際会議の令和 5 年度立ち上げ

る 審 査 を 行 い、
「最優秀賞」

を目標に掲げ、新しい生活様

を 1 組選出。受賞者には、表

単位での学びが必要であ

の貸付を受けられるため、

をスローガンに掲げ、これ

り、進学するにはある程度

学費の心配をすることなく

までに、地域社会を中心と

まとまった金額が必要だ。

進学してキャリア形成の第

する医療・福祉現場で活躍

例えば、福祉系従事者とし

一歩を踏み出すことができ

する専門職従事者を輩出し

て、具体的には介護福祉士

る。栃木県が実施主体のこ

てきたのがさくら総合専門

を目指したい気持ちはある

の制度は、同校の卒業後に

学校（栃木県さくら市、西

ものの、経済的な事情で進

県内の介護施設に 5 年間勤

川鎭央学校長）だ。

学に踏み切ることができず

務することで、全額返還免

この分野で働く際にベー

に迷っているという人も少

除になるというのも魅力だ

スとなるのは基本的に国家

なくないだろう。そうした

ろう。介護福祉科では、外

資格だが、それゆえ複数年

場合に検討したいのが、将

国人留学生も積極的に受け

来介護福祉士を目指す人を

入れており、グローバル人

対象とする「介護福祉士修

材の増加が進む介護現場の

川プレゼンプロジェクト」の

学資金貸付制度」だ。

リアルな雰囲気を体感しな

実 施 を 発 表。
「高校生の部」

〜 15 日まで。
「応募用紙」
「プ

同校の場合、介護福祉科

がら学ぶことができるのも

と「大学生（高専）の部」を

レゼンテーション資料」
「プ

の在籍者が対象で、これを

メリットと言えそうだ。詳

設ける。現状と未来の地域の

レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 動 画（15

活用すれば 2 年間の修学資

細は同校ウェブサイトを確

環境について調査研究を行

分以内）
」を提出後、審査が

金として 164 万円
（無利子）

認して欲しい。

い、
「高校生の部」
においては、

行われる。

「人を助ける人になる」

地域に寄り添った介護福祉士を育成

さくら総合専門学校
人を助ける人になる！
学校情報

●設置学科 臨床工学科（昼3年・男女40人）
救急救命科（昼2年・男女35人）
介護福祉科（昼2年・男女40人）
●選考方法 学校推薦入学試験、一般入学試験、AO入学試験
●初年度納入金 900,000〜1,300,000円

学校の強み・校風
人を助けるスペシャリ
ストを目指すための学科
を用意しています。
「修
学資金貸付制度」を利用
すれば、2 年間の修学資
金として164 万円（無利
子）を貸付。経済的負担
なく学ぶことが可能で

す。また、本校を卒業後、
5 年間栃木県内の介護
施設で働くことで、全額
返還が免除されます。

〒329 -1321 栃木県さくら市馬場410
TEL 028-681-1301
URL https://www.skr.ac.jp

就職を目指す高校生のみなさんへ

進路のてびき 2023

式を取
り入れ
た多摩
地域を

立川商工
会議所

代表す

就職にそなえる

公務員編

社会に奉仕する公務員への進路

お問い合わせ

進路情報研究センター

分の商
品券が

立川 」を目指す活動に取り

ゼンテーションの場合には、

組んでいる。

ビジネスとして実際に実現が

その一環として第 4 回「立

可能なのか検証が行われる。
応 募 期 間 は、 今 秋 10 月 1

優良&堅実経営 の

就職・公務員 編
実 践 編

3 万円

贈呈される。実現可能なプレ

就職活動スタート号

就職する前に知っておこう！

ほ か、

る「環境に意識の高いまち

近刊 5月発行予
定

準 備 編

立川プレゼンプロジェクト
求む！若者らしいアイデア

彰状の

業界＆企業研究のための最新情報!!
就職活動の気になるギモンを徹底解消!!
就職情報
入手のための
▲2022年度 就職活動スタート号
（5月刊）

ライセンスアカデミー

「高校新卒者」を積極的に採用・育成している個別
優良企業の紹介と共に、日本の産業社会のアウトラ
インも解説！ 類書がないほどの 高校新卒就職 に
特化した編集誌面と客観的データを満載した、就職
指導ご担当教員の方々にとって必携の一冊です。

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
TEL 03-5925-1656
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高校と企業をつなぐ有益な「就職情報」がここに！!
「高卒就職情報交換会」
「業界研究会」
「業界研究会」
「高卒就職説明会」
「高卒就職説明会」
対面式の効果に視線

高校生と企業の人事・採用

とする「採用情報」などを、

や社会的・経済的情勢によ

のように業界で活躍してい

担当者、もしくは大学・専

企業と高校側で共有し、コ

る就職環境の変化や傾向を

るのかなどを知る絶好の機
会となるに違いない。

高校生が描く希望する卒

門学校等の入試・広報担当

ミュニケーションを深める

つかむためにも足を運ぶ効

業後の進路に関して、その

者が対面式で話し合うスタ

ことで、就職希望を持つ生

果は大きく、企業との接点

実現のための多彩な支援事

イルで、企業や大学などの

徒全員の就職実現に向けた

をつくる契機ともなる貴重

会社の魅力をその企業の人

信頼関係の構築に資するイ

な意見交換の場だと認識し

事・採用担当者などから直

ベントだ。

ておいて良いだろう。

接知ることができる上に、

業を行うライセンスアカデ
ミーは、北海道から沖縄ま

いま が分かるとあって、
その効果には定評がある。

「 高 卒 就 職 説 明 会 」 は、

高校生の就職活動は、基

「業界研究会」は、社会

と向かい合い、日々最新の

は、企業の人事・採用担当

本的にすべて高等学校を通

にどのような業界があるの

て複数企業から一度に情報

情報を提供している。同社

者と高校教諭が直接対面し

して、端的にいえば進路指

かを理解する趣旨のイベン

を収集することができる効

が高校内で開催する進路・

て行われる。異なる複数の

導教諭や就職指導教員を中

トだ。社会経験が乏しい就

率的な就職関連行事となっ

進学関連イベントは一年度

高校の教員が集まる中、企

心に介して行われるため、

職志望の高校生が、さまざ

ており、ぜひとも利活用し

間 に お い て の べ 6,000 回

業の採用活動に関する意

高校でその校務分掌にある

まな業界の特色や高校新卒

たい有用なアプローチとな

以上にも及ぶ。主として、

欲、計画、動向などを中心

教員にとっては、産業動向

者として入社した先輩がど

るだろう。

で、高等学校内で直接生徒

「高卒就職情報交換会」

その場

への参加によっ

●高卒就職情報交換会（教員対象）
都道府県
開催日程
茨城県 5 月 20 日（金）
栃木県 5 月 20 日（金）
6 月 7 日（火）
群馬県
6 月 10 日（金）
6 月 3 日（金）
埼玉県
6 月 15 日（水）
千葉県 6 月 14 日（火）
東京都 5 月 26 日（木）

●業界研究会
都道府県
青森県

開催都市・地域
水戸
宇都宮
高崎
太田
大宮
川越
千葉
立川

都道府県

開催日程
6 月 3 日（金）
東京都
6 月 14 日（火）
神奈川県 6 月 21 日（火）
新潟県 6 月 3 日（金）
山梨県 6 月 10 日（金）
静岡県 6 月 24 日（金）
6 月 17 日（金）
長野県
6 月 24 日（金）

開催都市・地域
池袋
町田
横浜
新潟
甲府
静岡
松本
長野

●高卒就職説明会（高校生対象）
開催都市・地域
八戸
鹿島
水戸
土浦
宇都宮
栃木
宇都宮
桐生
太田
桐生
大宮
秩父
さいたま
千葉
町田
立川
新宿
横浜
横浜
新潟
三条
新潟
砺波
魚津
甲府

都道府県
静岡県
長野県

岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
兵庫県
島根県
岡山県
熊本県
大分県

開催日程
4 月 27 日（水）
7 月 11 日（月）
7 月 14 日（木）
4 月 26 日（火）
7 月 5 日（火）
5 月 10 日（火）
5 月 16 日（月）
5 月 31 日（火）
6 月 16 日（木）
5 月 26 日（木）
5 月 23 日（月）
5 月 24 日（火）
6 月 8 日（水）
6 月 1 日（水）
6 月 9 日（木）
6 月 13 日（月）
5 月 10 日（火）
5 月 25 日（水）

開催都市・地域
沼津
沼津
静岡
長野
佐久
多治見
大垣
可児
岐阜
浜松
名古屋
半田
熊野・尾鷲
神戸
松江
笠岡・井原
人吉
佐伯

＊開催都市・スケジュール等はすべて現時点における予定。
その
ため、
開催の実施自体も含めて変更となる可能性がある。

お問い合わせ

開催日程
6 月中〜下旬
4 月 21 日（木）
茨城県 7 月 4 日（月）
7 月 8 日（金）
4 月 26 日（火）
栃木県 4 月 27 日（水）
7 月 11 日（月）
5 月 26 日（木）
群馬県 7 月 1 日（金）
7 月 11 日（月）
6 月 8 日（水）
埼玉県 6 月 11 日（土）
6 月 17 日（金）
千葉県 7 月 8 日（金）
6 月 14 日（火）
東京都 6 月 28 日（火）
7 月 7 日（木）
4 月 27 日（水）
神奈川県
7 月 15 日（金）
4 月 25 日（月）
新潟県 7 月 14 日（木）
7 月 15 日（金）
6 月 13 日（月）
富山県
6 月 17 日（金）
山梨県 7 月 7 日（木）

ライセンスアカデミー
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
T E L 03-5925-2888
E-mail info@s-kyogikai.com

『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!!

？ 「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.
「高校をどのように訪問すれば……？」「採用ルールが分からない」

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。

キャリア教育支援協議会

『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て
送信することでダウンロードができます

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-17-24
（株式会社ライセンスアカデミー内）
T E L 03-5925-1659 e-mail info@s-kyogikai.com
U R L https://s-kyogikai.com
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東海・
北陸

熟考の就職指導
熟考の就職
お仕事 博覧会
業意欲を高めた上で進路を

ことで勤労観を育むのと共
に職業理解を深めていく。

教諭

また、2 年次の夏季にはイ
ンターンシップを行い、就

幅広い進路に合わせた学び
多彩な学校設定科目を展開

徒が希望する進路に合わせ

「生活文化」の 4 科目に「社

て「文 1（応用）コース」
「文

会と情報」を加えた中から

2（標準）コース」
「子供発

2 科目を選択することがで

本格的な就職指導は 2 年

教育目標として「生命を

学年主任

多様な進路目標を実現する学習環境
生徒と共に全力で就職活動に奔走

別進路説明会」を開催する

島田 彬

愛知県立
武豊
高等学校

9

東海・北陸

定めていく。

達コース」
「理系コース」

きる。また、3 年次の理系

次の 2 学期から始まる。学

3 年次になると、
「就職ガ

慈しみ、明るくたくましく

に分かれ、学習を進めてい

コースは
「身近な物理実験」

年主任として学年全体の就

イダンス」のほか、就職志

生きるとともに、自ら高め

く。各コースには同校の独

「身近な化学実験」
「身近な

職指導を統括する島田彬教

望の生徒を対象とする「面

る態度を養い、社会の担い

自設定科目が配置されてお

生物実験」の学校設定科目

諭は、
「2 年次はまだ人とし

接練習」や「事業所見学」

手になる人間の育成をめざ

り、実りのある授業を受け

から選ぶことが可能だ。

て未熟な生徒が多くいる印

を実施。コミュニケーショ

す。
」を掲げる愛知県立武

ることができる。

象を受けます。3 年次から

ンが苦手な生徒に対しても

慌てて就職に向かうより、

面接練習を繰り返し行い、

豊高等学校（愛知県知多郡

子ども発達コースでは、

意欲的な生徒の興味・関
心をより高めるカリキュラ

内定が得られるように導い

武 豊 町、 髙 橋 利 生 校 長 ）
。

保育士を目指す生徒を中心

ム編成は、同校の魅力の一

目指す進路に合わせ、生徒

に、高いコミュニケーショ

つだと言えるだろう。

一人ひとりにキメ細かな指

ン能力や探究心など、幅広

くことで、事前準備を念入

導を行っている。

い力の育成に注力する。そ

りに行うことができます」

職後の厳しさを伝えながら

と、話す。

生徒の希望進路の実現をサ

就職指導は一週間に一度

ポートする島田教諭。
「学

『就職は甘くない』という
ことを 2 年次で理解してお

ていく。
就職活動はもちろん、就

生徒は入学時、希望と基

のため、
「子どもの発達と

礎学力の定着状況によって

保育」や「保育実習」とい

職 業 観・勤 労 観 の 早 期 醸 成
創意工夫を凝らした就職指導

「標準クラス」と「応用ク

った、保育に関する座学お

武豊高校の卒業生の進路

行っているが、採用試験の

年主任に就任して初めて行

ラス」の 2 クラスに分かれ

よび実習などを通して保育

は、国・公・私立大から専

対策など、さらに充実した

う就職指導です。生徒が 9

る。標準クラスでは、てい

士になるための素養を磨く

門学校、公務員、民間企業

内容を目指すため、タブレ

月になって採用試験や面接

ねいな学習指導を実施し、

授業はもちろん、ピアノや

就職など幅広い。例年、就

ット端末を利用して自宅で

を受けて内定を獲得するま

基礎学力の定着を図る。応

歌を学ぶ「弾き歌い」など

職を希望する生徒は一定数

の学習や小テストができる

で、この指導が正しいかど

用クラスでは、国・公・私

のユニークな授業が展開さ

おり、令和 3 年度卒業生の

環境を整えた。また、求人

うかは分かりません。しか

立大学への進学を強く希望

れている。

うち 36 人が希望した企業

票の見方を教えた後、卒業

し、どこに出しても恥ずか

に就職を果たした。

生の求人票を活用して自分

しくない人間を育てている

であればどの企業に就職す

つもりです」と、模索しな

する生徒を対象に基礎から

ほかにも、3 年次の文 2

応用まで展開し、受験対策

（標準）コースでは、学校

を徹底して行う。
2 年次に進級すると、生

福井県立
科学技術
高等学校

早期段階から就職指導を

設定科目である
「言語探究」

行う同校。1 年次から進路

るのかを考えさせるなど、

がらも、人づくりに自信を

「生涯スポーツ」
「生涯音楽」

希望調査を実施し、
「職業

工夫を凝らしている。

にじませる。

地域産業を担う専門職業人材を育成
授業でつかむ学びが仕事に直結する実感

ます。そのため、お仕事博
覧会での体験実習を通し
て、 授業の学びが仕事に
活きる

ということを生徒

が実感できるようになり、

福井県立科学技術高等学校（福井市、藤枝徹校長）は、機械システ
ム・化学創造・産業デザイン・電子電気・情報工学の 5 学科を設け、
地域で活躍できる専門職業人材を育成している。進路指導部長・佐
藤秀紀教諭に、就職指導と今後の展開についてうかがった。

見学や企業説明会に限られ

専門科目を担当する教員か

てしまうため、少しでも多

らも「進路指導に十分役立

くの企業と接する機会を設

っている」などの声が聞か

けたいという思いから、お

れます。

創立から100年以上の歴史ある伝統
校で基礎知識と実践力を身につける

また、
令和 4 年度から
「化
学システム科」と「テキス

本校では、令和 2 年度か

という取り組みです。3 月

仕事博覧会を実施していま

このように職業観を育む

タイルデザイン科」が、そ

ら 2 年生の就職志望者を対

に実施した際は、電気工事

す。実際に業務を体験する

取り組みを早期から実施し

れぞれ「化学創造科」
「産

象とする「お仕事博覧会」

を業務とする企業の方が作

ことで、より具体的に仕事

ているため、卒業生の離職

業デザイン科」に名称を変

を実施しています。卒業生

業に用いる高所作業車で生

に対するイメージを描くこ

率は低く、加えて専門的な

更しました。時代のニーズ

が就職した企業の方に来校

徒を持ち上げたり、自動車

とができると、生徒にも好

知識を評価され、多数の企

に合った授業を展開し、化

していただき、企業の概要

の生産・販売を行う企業の

評です。

業から求人票が届きます。

学やデザインのさらなる進

や業務内容を説明していた

方は遠隔操作で自動車を移

本校卒業生の就職先は製

ここ数年では本校のみに求

化に向けて取り組む予定で

だきます。

動させる実演を行ったり

造業が最も多く、次に建設

人票を出してくださる企業

す。同時に、企業や自治体

博覧会の目玉は、業務で

と、生徒の興味を引くよう

業となっています。専門高

もあります。生徒は授業で

と連携した地域活性化につ

実際に使用している器具な

な体験実習が続きました。

校ということもあり、授業

知識や技術の基礎を身につ

ながる取り組みを続け、福

どを持参していただき、生

高校生の就職活動は、企

で身につけた知識・技術を

けており、自信を持って送

井の産業・工業界を担う人

活かして就職へと進んでい

り出すことができます。

材を育成していきます。

徒に仕事を体験してもらう

業を知る機会が応募前職場

ENEOSウイング東海支店

太田商事株式会社

株式
会社

業界をリードし続ける

会社の強み・社風

物流インフラ企業と
して社会を支える当社
では、車検や洗車、リ
ペアなど、充実のカー
ケアサービスを活用し、 社員一丸となって業界
お客様との強い関係性 No.1を目指し、新規事
を構築しています。挑 業にも果敢に取り組む
戦を恐れない社風で、 ことができます。

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 ムタイプの駐車場
に根差したさまざ 付独身寮や資格取
まな事業を展開し 得制度も充実して
ています。ワンルー います。

〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4F
TEL 0532-57-3088
URL https://www.eneos-wing.co.jp

〒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/

グリーンテック

商業を通じて地域社会に貢献する
●基幹事業 「レギュラー」
「スーパーセンター」
「ディスカウントストア」
「高品質食品スーパー」の4業態のチェーンストア経営
●設
立 1969年
（昭和44年）
●資 本 金 141億1,749万円
●従業員数 15,672人

会社の強み・社風
多くのお客様や時
代のニーズに即した
売り場づくりを行い、
地域 No.1を目指して
出店を加速している 拡大し、それぞれのエ
チェーンストアです。 リア特性にあわせた食
「近畿エリア」と「東 文化・サービス・利便
海エリア」でシェアを 性を追求しています。
〒453-0842 名古屋市中村区剣町24
TEL 052-411-1400
URL https://www.okuwa.net/

ジェイグループホールディングス

株式
会社

株式
会社

「主役は社員全員」

品質を守る最後の砦
●基幹事業
●設
立
●資 本 金
●従業員数

品質サポート事業
平成8年
（1996年）
50,000,000円
3,069人

会社の強み・社風

会社情報

建設資材、エネルギー、
外食事業
1921年（大正10年）
48,000,000円
270人

オークワ東海事業所
会社情報

●基幹事業
●設
立
●資 本 金
●従業員数

会社情報

会社の強み・社風

1655年（承応4年）創業の老舗企業
会社情報

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
●従業員数 1,925人（グループ全体）

株式
会社

●基幹事業 飲食事業、
不動産事業、
ブライダル
事業、
アウトドア事業 など
●設
立 1997年
（平成9年）
●資 本 金 15億9,400万円
●従業員数 467人

会社の強み・社風

「品質サポートのトッ
プカンパニー」として、
日本の「モノづくり」を
支えている会社です。
「当たり前の安全・安 す。研修や教育に力を
心を届けたい」という 入れており、資格取得
想いで全国に42拠点 支援等のバックアップ
を展開し活躍していま もあります。

レ スト ラ ン や カ
フェ、アウトドアなど、
幅広い分野で挑戦す
ることができます。店
舗運営を通して料理 ら吸収することが可
や接客、
マネジメント、 能です。将来、独立
数字の管理などの幅 を目指す方には最適
広いスキルをイチか な職場環境です！

〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル5F
TEL 052-221-0232
URL https://www.green-t.co.jp

〒460-0008 名古屋市中区栄3-4-28
TEL 052-243-0026
URL https://www.jgroup.jp/recruit/index.html
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近 畿・
畿・
中 国・
国・
四 国
サムテック
株式会社

進取果敢な姿勢
熱意を 物 語 に

将 来 的 に も 安 定 し た 業 界 の「自 動 車 産 業 界 」
自分の目標がサムテックなら実現できると感じて

従来は、現場で要求され

カ所にとどまらず、鍛造加

るという積極性も欲しい。

まな研修や実習でそうした

まずは基礎をしっかりと学

部分をフォローし、安心し

び、先輩社員をお手本にし

て仕事ができるように導い

て技術習得を目指します。

ていきました。

アドバイスを得て、業務の
中でいかに効率化を図るか

形でモノづくりに携わって
いただきます。研修先は 1

氏

に加えて、現場実習という

ないことはなんでも質問す

た。しかし、当社のさまざ

管理部 総務課 係長

大切なのはモノづくりへの関心
安心して働ける手厚いサポート

んどが無資格・未経験でし

小林 純

大正 2 年の創業以来、サムテック株式会社（本社大阪・柏原市、
阪口善樹代表取締役社長）は、豊富な経験と金型設計ノウハウを活
かし、国内シェアの 4 割以上を占めるホイールハブユニットを製作
している。管理部総務課係長・小林純氏を訪ね、新入社員研修の内
容や就職採用面接のポイントなどについて聞いた。

ということが考えられれば

る知識を備えた「即戦力」

工や金型製作、製作ライン

基礎をしっかりと定着させる
常に挑戦する姿勢を持つ

出身学歴や年齢などに関

クだからこそできることが

となる工業系高校出身者を

や物流の現場、さらには品

当社では、高校新卒者と

わらず、例えば雑談できる

ある」というふうに背中を

中心に採用していました

質保証など、異なる複数の

大学新卒者、その両方を採

場などを設けて、他者と交

押してあげたい。当社を含

が、令和 4 年 4 月以降は、

部署を横断して行います。

用しています。業務内容に

流できる場所を用意するこ

めて、自動車業界に興味が

も違いを持たせています。

とも、メンタルヘルスでは

ある方、自分で決める決断

ベターですね。

自動車業界のモノづくりに

また、研修期間中はそれ

興味を抱いていれば出身学

ぞれの現場の所属長をはじ

例えば、高校新卒者が設計

大事なことだと考えていま

力・責任感を持ち合わせて

科に関係なく採用するよう

め、班長や係長など、さま

技師が製作した金型を使用

す。一人ひとりの特徴に合

いる方はぜひとも欲しい人

に方針を改めました。

ざまな部署の「長」が座学

して、オペレーターとして

わせてしっかりとフォロー

材です。

していきます。

就職志望高校生の就職活

にも対応します。社長が講

マニュアルに沿って作業を

動期間は非常に短く、企業

師として登壇することもあ

進めていくのに対し、大学

訪問や企業研究に割ける時

り得ます。人数が多いケー

新卒者は製図ソフトを使用

間はほとんどありません。

ス で は、 各 3 〜 4 人 の 班

して、製品のもとになる金

その中で、お互いのミスマ

に分かれて少人数で現場研

型づくりに従事します。

ッチを防ぐために、当社で

修を行います。多くの部署

は職場見学や会社説明会を

で研修を行うことにより、

しっかりと行うようにして

良好な人間関係が構築さ

います。

できる・できないは関係
なく、自分が「やってみた

会社見学で質問をしよう
物語仕立てで意欲を込めて

い」という気持ちを持ち、

「応募前職場見学」や「校

クであれば自分の目標が実

向上を図るため、出張研修

内説明会」
などに関しては、

現できそうだと感じていた

やプレゼンテーション研

まずは当社に興味を持って

だけたら非常に嬉しく思い

れ、正式配属後も各担当者

修、そのほか発表会や報告

いただいているのかどうか

ます。

が新卒就職者にとって頼れ

会などの開催を予定してい

が大きなポイントです。そ

オペレーターや金型製作、

る存在になれるのではない

ますので、参加を通して知

れを前提に、生徒のみなさ

ムテックに行きたいのか」

物 流（ フ ォ ー ク リ フ ト ）
、

かと期待しています。

識・経験を積み重ねること

んから何かしらの質問があ

「入社して何がしたいのか」

ができるはずです。

れば嬉しく思います。なぜ

など、みなさんの熱意を、

業務内容は、鍛造プレス

入社後 1 年間は年齢が近

品質管理などがあります。

資料を作成するスキルの

実際に当社に工場見学など
で足を運んだ際、サムテッ

面接試験では、
「なぜサ

入社後は、約 3 カ月間の研

い先輩若手社員による

新卒者に対して望むの

進学ではなく就職を選択し

ぜひ物語にして私たちに聞

修を経て一人ひとりの適

OJT 教 育 の も と、 技 術 や

は、失敗を恐れず、ルール

たのか、自動車業界の数あ

かせてください。
学校では、

性・状況を判断し、配属先

作業の習熟度が向上してい

にとらわれず、常に挑戦す

る会社の中でなぜサムテッ

練習にこだわらず、言葉に

を決定していきます。

きます。現在、活躍してい

る気持ちを持って業務に臨

クを選ぶのか、しっかりと

気持ちを乗せるための練習

る社員も、入社当初はほと

む姿勢です。また、分から

答えることができれば素晴

をすると、良い結果が出る

らしいと思います。

ような気がします。

製造の場合は、座学研修

実社会で高く評価される業務姿勢
金属の塑性加工技術をベース

告法人」の表敬状を交付されて

とする製品を製造するサムテッ

いる。
「誠実にモノづくりに取

ク株式会社。同社は、納入した

り組むこと」を経営理念に掲げ

製品が 16 年間連続で不具合ゼ

る同社を象徴するエピソードの

ロだったことで、自動車や各種

一つと言えるだろう。

発動機および変速機などを取り

一つひとつの作業をていねいにこなす

魅力あふれる同社は今後も、

近年、若者の自動車離れ

当社では、面接の前に職

が叫ばれていますが、自動

場見学がありますので、一

車業界は将来的にも安定産

度お越しいただいて、一回

業です。そうしたことを私

でも質問してください。例

たちがていねいに説明して

えば鍛造や製造、工程のほ

あげなければ、生徒のみな

か、一日の製造数など、そ

さんは保護者の方々に実情

ういった質問をいただける

を伝えることは難しいでし

と私たちも高揚します。何

秀賞」を受賞したほか、約 20

り改革に挑み続けるグローバル

ょう。その意味で、会社概

に対しても疑問を持つこと

年間にわたり申告納税制度の趣

企業」の実現に向けて、世の中

旨に即して適正な申告と納税を

の変化を敏感に感じ取れる感性

要はもちろん、事業内容に

が大事です。会社見学に足

継続していることなどから、大

を失うことなく、社会にとって

加えて、自動車業界につい

を運んでいただき、社内の

阪国税局西税務署より「優良申

不可欠な企業を目指していく。

ても嘘偽りのない情報を提

実際の雰囲気を肌で感じて

供しています。
「サムテッ

いただきたく思います。

扱う発注元の企業から「品質優 「イキイキした社員がモノづく

穴の大きさなど細かく確認して製作

サムテック株式会社
世の中の変化を先取りできる感性を磨く
会社情報

●基幹事業 自動車用鍛造品・フローフォーミング成形
品・高圧ガス容器の製造販売
●代 表 者 代表取締役社長 阪口 善樹
●設
立 1949年（昭和24年）
●資 本 金 95,000,000円
●従業員数 433人

会社の強み・社風

事 業 を 通 し て 誠 実 に
ものづくりに向き合います
大型プレス機を使用し
て熱間鍛造による製品を
つくる「大型鍛造プレス
ライン作業」
や製品をカタ
チにする「鍛造プレスの
キャリア
ステップ

「より良い製品をより安く」を目指
し、常に新技術・新工法の開発を進
めている当社の強みは、
「お客様の
ニーズに必ず応えられる」こと。設計
だけではなく、生産設備までを造り
上げられる技術力があり、真面目にコツコツと、常に向上心
がある団結力の強い会社です。社員が働きやすい環境を整備
しており、イベント行事や福利厚生にも力を入れております。

施設・設備紹介

仕事紹介

入社後3カ月間は研修、その後配属となります。1〜3
年間は生産現場での経験を積んでいただきます。将
来的には、海外でもご活躍いただく場合があります。

「熱間鍛造」
は、鋼材 ( 丸鋼 ) を予熱し、鋼材を
切断。そして切断材の加熱と鍛造の連続する一
貫生産方式により、高い生産性と高品質を保持
しています。
また一連の全設備は、当社開発のコ
ンピューター方式により自動制御されています。

「冷間鍛造」
は、
熱間鍛造後に追加工します。
自動車用
MTギアのドッグ歯の成形やATプランジャを成形する
自動ラインと、冷間鍛造のみに異形フランジを持つハブ
ユニット外輪を閉塞成形するラインがあります。冷間閉
塞成形のための装置一式は、
当社開発によるものです。
備
考

問合せ

〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000 -18
TEL 072-977-8851 URL http://www.samtech.co.jp/

金型製作」
、フォークリフ
トを操作・運転して自動車
部品などを運搬する「物
流（工場内運搬）などの各
部門で活躍できます。

「フローフォーミング」
は、
スピニング技術を発展させた
新しい塑性加工方法です。ワークのセットから成型、NC
旋盤によるバリトリミングまで、すべてロボットを駆使し
て、全自動かつ高い生産性を誇ります。
製品精度の要とな
る高精度マンドレルはすべて当社製作によるものです。

［羽曳野工場］〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷1452-3
［工 機 工 場］〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-95
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九州・沖縄

九州・
沖縄

生徒主導の株式会社設立
生徒主導の株式
キャッチワークかごしま

生徒が主体的に株式会社Easter Inc.
Inc.を設立
福岡県庁に服部誠太郎知事を表敬訪問

福岡県立
朝倉東
高等学校

11

2022年4月28日
（木）

https://daigakushinbun.com/

る。

会の江上富保理事や大野剛

る万能ねぎをベースに用い

経営指導員も会場に足を運

た「朝倉ドレッシング」が

んだ。

紹介された。

当日は、同校の生徒たち

服部知事は生徒たちの説

が地元企業と連携して開発

明を受けて「自分の中にあ

した商品を服部知事に説明

る力が無限であると信じ、

し、試食会が実施された。

チャレンジングな気持ちを

福岡県立朝倉東高等学校

た。そして商業系の学科の

（福岡県朝倉市、大久保光

生 徒 314 人 が 1 株 1,000

高校が株式会社を設立す

幸校長）
は本年の年初 1 月、

円の株を一人 2 株ずつ購入

るのは、指宿市立指宿商業

令和元年度卒業生が老舗和

持って臨んでください。経

生徒たちが株主となって自

して出資金とし、厳正な審

高 等 学 校（ 鹿 児 島 県 指 宿

菓子屋・興膳屋（福岡県朝

営理念の
『笑顔』
『創造』
『志』

ら経営に携わる株式会社

査を経て株式会社 Easter

市）
、岐阜県立岐阜商業高

倉市）と共同開発し、よも

をしっかり保って、株式会

Easter Inc. を設立し、大

Inc. が設立された。

等学校（岐阜市）
、石川県

ぎを練りこんだ生地にピス

社 Easter Inc. のご発展を

社名については、同校が

立金沢商業高等学校（石川

タチオをちりばめた商品

祈っています」と、激励し

地域住民から「東高」と呼

県金沢市）に次いで全国で

「丸ぼうろ」
、パン工房・み

た。Easter Inc. 社は、今

と連携した商品開発に力を

ばれていることに由来し、

は 4 校目となり、福岡県内

んなの木（同）と共に開発

後も地元企業と連携した商

入れてきた実績があり、そ

東高生が主体となって動

では初めてになる。

し、朝倉の特産物である三

品開発にさらに力を入れて

きな注目を集めている。
同校は以前から地元企業

の取り組みを知る朝倉市商

かしていく会社

という意

そのため、株式会社の設

奈木砂糖を使ったサクサク

いくほか、将来的にはネッ

工会からの提案を受けて、

味が込められているのだと

立 を 記 念 し て、3 月 29 日

食感の黒糖クッキー「くろ

トショップの運営や会社ロ

令和元年度から株式会社設

いう。経営理念に掲げるの

には当時の山本美加校長や

っきー」
、むぎわら FARM

ゴ・マスコットキャラクタ

立に向けた取り組みを推進

は『笑顔』
『創造』
『志』の

代表取締役を務める池尻優

（福岡県朝倉郡筑前町）と

ーのデザイン、さらにはプ

してきた。その後、この 3

三つ。
「地域にビジネスを

弥教諭、さらには会社の運

共同制作した無添加で安心

ログラミング教室の企画・

月に同校を卒業した当時の

通して笑顔を広げ、高校生

営に携わる生徒などといっ

の加工味噌「メシダマル」
、

運営等を構想しているとい

3 年次生が中心となり、事

ならではの目線で未知のも

た高校関係者が福岡県庁に

さらには朝倉調味料株式会

う。全国的にも珍しい高校

業計画の作成や商号・取扱

のを創造し、誇りとやりが

服部誠太郎知事を表敬訪

社（本社福岡・朝倉市、原

生による株式会社設立と企

商品の決定、定款作成、法

いという志を持つ」という

問。また、株式会社設立に

田輝代表取締役）との共同

業経営に大きな注目と期待

務局への登記等を進めてき

会社の方向性が示されてい

向けて尽力した朝倉市商工

開発で、朝倉の特産品であ

が寄せられている。

鹿児島県若者 見つける！ 見つかる！ あなたの みらい ！
就職サポート
センター 「 キ ャ ッ チ ワ ー ク か ご し ま 」に 注 目 !!
鹿児島県で働きたい若者
に対するサポートはもちろ

る不安や悩みを抱えていた

援」などを行っている。
また、若者の地元定着の

り、
「鹿児島県で働きたい」

ん、鹿児島県で働く若者を

「鹿児島県に戻って就職し

サポートとして、進学・就

増やす取り組みを積極的に

たい」と考えたりしている

職応援フェア「みらいワー

行っているのが「キャッチ

生徒や学生を含む 35 歳未

ク

ワークかごしま」
（鹿児島

満の若年層に、就職促進サ

地元企業を知るための各種

県若者就職サポートセンタ

ービスを無料かつワンスト

セミナー・講習の実施、内

ー）だ。

ップで提供している。

定者向けのスタートアップ

かごしま 」の開催や

キャッチワークかごしま

具体的な取り組みとして

研修や新入社員向けのフォ

は、鹿児島商工会議所ビル

は、キャリアコンサルタン

ローアップ研修なども手が

（鹿児島市）の 3 階にあり、

トが相談者に合った職業や

ける。ほかにも、若者の採

同ビル内にフロアを構える

職業能力開発の方向性につ

用や人材育成に積極的に取

「鹿児島新卒応援ハローワ

いてアドバイスする「キャ

り組む「ユースエール認定

ーク」および「ワークプラ

リアコンサルティング」
、

企業」等と連携を図り、若

ザ天文館」と連携・協力し

主体的な職業選択やキャリ

者がイキイキと働ける就業

ながら若者の就職活動をサ

ア形成、モチベーション・

環境づくりにも注力する。

ポートしている。

コミュニケーション能力を

鹿児島県で働きたいと考

「自分に向いている仕事

醸成する方法を学ぶ「キャ

えている高校生はもちろん

が分からない……」
「就職

リアアップセミナーの実

のこと、県内の高等学校教

活動の進め方が分からない

施」をはじめ、鹿児島県外

員や企業の人事・採用担当

……」
「仕事を続けていく

の大学等に進学した学生に

者もぜひキャッチワークか

自信が持てない……」など

対して県内での就職を支援

ごしまの存在と機能を知っ

というように、就職に関す

する「UIJ ターン就職の支

ておきたいところだ。

キャリア
& 就職

高 校 の 先 生 方との
連携による紙面編集

キャリア教育支援協議会
発行日●令和 4 年 4 月28日
発行人●白 田 康 則

業務の進め方の効率化 12.5
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生産性向上に取り組んだ のは52%！成長の実感は業務体験から!!
□当てはまる
■
□あまり当てはまらない
■

公益財団法人日本生産性本部（本部東京・千代田区、茂木友三郎会長）
は 4 月 22 日、
「第 9 回 働く人の意識に関する調査」の調査結果レポー
トを発表した。ここでは、同調査結果の中でも特に、
「働く人の意識の
変化」や「キャリア形成と人材育成」
「働き方の変化」などの項目に絞っ
、
て注目する。

て指摘の通り、人的資本に

生産性向上の取り組み
「業務効率」
「情報共有」重視

対する国内の投資が主要国
に比べて少ないことが生産

新型コロナウイルス感染

性低迷の要因の一つとする

症（COVID-19）が感染拡

意見が多いとされている現
状に対して、
「生産性向上

大する中、それが組織で働

が個人の問題に還元される

く人の意識に及ぼす影響と

ことには危惧を感じる」と
主張した。

実施されているのが、日本

ためには、
「個人の能力向

識に関する調査」だ。

上」と「組織運営改善」の

四半期毎のアンケートに

両方を追求することが必要

よる継続調査で、
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える」と、綴っている。
日本の雇用システムに関
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働く人の意識に関する調査」）

ていく必要があると指摘す

Oﬀ-JT、OJT の他に、働く
者が自らの意思で行う自己
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して得られた「自己啓発を
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）
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キャリア教育支援協議会

ことなく、約 4 割前後、も
しくは 5 割をうかがうレベ
ルで雇用者が強化している
ワーカーは、非テレワーカ

い」と定義。どちらの雇用

・会員企業募集中

21.2
14.5

21.2

13.6
14.5
13.0
13.6
12.8
13.0
12.7
12.8
12.5
12.7
10.8
12.5
9.9
10.8
9.3
9.9
6.7

9.3

3.8
6.7
5.0
3.8
5.0

10

20

30

40（%）

10

20

30

40（%）

用した農業は「スマート農

県立久住高原農業高等学校

業」と呼ばれ、近年大きな

（大分県竹田市）では、企

注目を集めている。同校の

業と連携した取り組みを積

担当教諭は「スマート農業

極的に展開している。例え

は非常に先端的な内容のた

ば、同校が育てている農作

め、学校が単独で行うのは
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難しい現状があります。最
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先端の技術を有している企
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という視点で企業の担当者
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と一緒に考察や実験を行っ

ています」と、
効果を語る。
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フラダンスやウクレレをはじめ、天体観測に最適な場所として各国の研究
機関等による天文台が設営されているマウナケア山など、豊かな自然・文化
資源を有するアメリカ合衆国のハワイ州。世界的なリゾート地として知られ、
日本人観光客も毎年のように数多く訪れている。
本稿では、アメリカ合衆国の日本語学習事情を概観すると共に、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、白田康則代表取
締役）によるハワイの高校とのオンライン交流会の様子などをリポートする。
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め る こ と だ ろ う。ALT

に富んでいる。

どの実学志向以外の個人的

（A s s i s t a n t L a n g u a g e

な目的や理由が加わって、

Teacher）のような外国語

なっているのか。ハワイ州

学習者の裾野が広がってい

指導助手は、日本の教育現

の学校制度は、幼稚園は 1

るとされる。実際に、全米

場でも積極的に活用されて

年間、小学校・中学校は 5

外国語教育協会（ACTFL）

いるが、
位置づけとしては、

年間− 3 年間の「5-3 制」
、

の調査によると、日本語は

生徒よりも年齢が上の世代

あるいは 6 年間− 2 年間

米国人の学習したい外国語

にならざるを得ず、同年代

の「6-2 制」
、また、高校・

として、スペイン語、フラ

の友人のように気楽に話し

大学は 4 年間− 4 年間の

ンス語、ドイツ語、イタリ

かけるというのはなかなか

「4-4 制 」 と さ れ て お り、

ア語に次ぐ人気を誇ってい

容易ではないだろう。しか

るという。

し、同年代の海外の生徒と

例えば、ハワイ州はどう
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