
「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。

社会で早く働きたい高校生のみなさんへ

優良&堅実経営 の業界＆企業研究のための最新情報をお届け!!
就職情報
入手のための

就職活動の気になるギモンを徹底解消!!
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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

「就職活動」「就職活動」にに備えるために備えるために実 践 編

社会に奉仕する公務員への道社会に奉仕する公務員への道公務員編

就職活動スタート号最新刊

▲2023年度 就職活動スタート号（5月刊）

お問い合わせ 〒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

求 人 数 は 回 復 基 調
求職者は大きく減少

　厚生労働省は5月 20日、
高等学校やハローワークか
らの職業紹介を希望する生
徒を調査対象とする「令和
3年度『高校・中学新卒者
のハローワーク求人に係る
求人・求職・就職内定状況』」
（令和 4年 3 月末現在）を
取りまとめて発表した。
　調査結果を詳しく見てい
こう。注目の「就職内定者
数」は 13 万 3,721 人で、
前年同期比 7.9％減少、実
数で 1 万 1,429 人減少し
ていた。「就職内定率」は

99.2％（同 0.1㌽上昇）と
いう結果だった。
　「求人数」については、
38万 9,637人（同 0.9％増）
となっており、前年度から
わずかではあるが回復しつ
つある様子がうかがえる。
「求職者数」は13万4,765
人と、同様に 8.0％減少、
1万1,664人減少した。「求
人倍率」は、2.89 倍とな
っており、前年同期から
0.25㌽上昇した。

「地元志向」の高校新卒者
各自治体が地元を積極PR

「都道府県別」で見ると、

「求人数」は、青森・宮城・
埼玉・東京・神奈川・大阪・
和歌山・岡山・香川・高知・
佐賀・沖縄の 12 都府県を
除く35道府県で増加した。
この中では、山梨の 13.7
％増加、鹿児島の 11.4％増
加、大分の 9.0％増加が特
に目を引く。一方、「求職
者数」は、熊本を除く 46
都道府県で減少。全国平均
で 8.0％と大きな減少率と
なっており、10％を超え
るところも少なくない。
　ほぼすべての都道府県で
求職者数が減少する中、唯
一増加しているのが「熊本」
だ。その取り組みに注目し
てみよう。
　熊本県では熊本労働局が
中心となり、高校新卒者の
県内就職を後押しするべ
く、実にさまざまなアプロ
ーチに取り組んでいる。

　その背景
には、熊本
県の高校新
卒者の県外
就職比率が
高いという
状況があっ
た。これを
打開し、県
外への若手
人口流出を
抑えるため
に、同県で
は、高校新
卒 予 定 者
で、就職志
望を持つ生
徒やその保

護者などに対し
て、地元企業の
魅力や業務内容
等を伝える「地
元就職応援サイ
ト」を立ち上げ
ている。企業情
報掲載に関して
は、❶「地元就
職応援サイト」
への掲載を希望している事
業所❷県内のハローワーク
に高卒求人を申し込み、就
業場所が熊本県内であるこ
と❸「高卒就職情報WEB
サービス」への公開を希望
していること❹中小企業
（法人単位で常時雇用する
労働者が 300 人以下の事
業主）であること―の4
点すべてを満たしているこ
とが条件だ。掲載内容は、
「自社の強み」や「先輩か
らのメッセージ」、「働きや
すい職場づくりへの取組」
などで、県内で働くメリッ
トや育成方法など、地域企
業やそこで働くイメージを
描きやすいように工夫が施
されている。高校新卒者に
寄り添ったこうした取り組
みの積み重ねが、求職者数
の増加につながったと言え
そうだ。
「就職内定率」が最も高
かったのは島根で 100％を
記録。求職者全員が内定を
得ている計算だ。以下、埼
玉・新潟・富山・岐阜・鳥
取の 5 県が 99.9％となっ
ている。
　年度によって求職者数の

　厚生労働省は5月20日、「令和3年度『高校・中学新卒者のハローワー
ク求人に係る求人・求職・就職内定状況』」（令和 4年 3月末現在）を
発表した。求人数は回復基調にあり、企業の人材採用意欲は〝With コ
ロナ時代〞 を迎えてなお衰えていないとの指摘がある。ほぼすべての
業種において人材不足が顕在化する中、これを解消する有効な手段と
して高校新卒者採用に取り組む企業が増加している印象だ。

増減はあるものの、高校新
卒予定者の就職活動は、自
県内就職率が高い「地元志
向」だ。とりわけ地方に所
在する高校はその傾向が強
く、地元企業からの「地域
産業の貴重な担い手」とし
ての期待も伝統的に大き
い。就職市場のこうした特
徴は新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の感染
拡大でより加速した。すで
に見た熊本県に限らず、自
治体が地元企業の魅力を強
化し、若者に「地元就職」
のメリットをアピールして
いるケースが少なくない。

増 加 し た「 進 学 者 」
減 少 し た「 就 職 者 」

　「産業別」の求人状況を
見てみよう。全体に占める
割合が最も大きいのは「製
造 業 」 で 11 万 9,312 人
（30.6％）となった。以下、
「建設業」7万5,444人（19.4
％）、「卸売業、小売業」4
万 6,518 人（11.9 ％） と
なっている。

求人数は増加、求職者数は減少。慎重な構えとなった高校新卒者の進路選択

（資料：厚生労働省 「令和3年度『高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況』」等から編集局で作成）
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167万6,001

■高校新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定率の推移（3月末現在）
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立しています。
新型コロナ禍の状況だか
らこそ、インターネットを
活用した「非対面型・非接
触型ビジネス」が発展して
いる実態があります。しか
し、そこに「人間」の存在
が欠けていれば、それらは
すべて成立し得ないのでは
ないか。そこに気がつけば、
利便性の高い機械・機器に
対するニーズだけが一面的
に高まっているのではな
く、実はそれらを操作する
〝オペレーター〞の存在こ
そ、重要であることが理解
できるはずです。
私たちの基幹事業である

「コールセンター」は、〝人
と人をつなげる〞仕事です。
企業の顧客対応窓口は、長
い期間ずっと電話が中心で
したが、スマートフォンや

望者は「進学志望者向け講
習会」に、就職希望者は「就
職ガイダンス」に参加しま
す。このT-Plus の一環で、
就職希望者は就職講座の受
講が2年生の秋からスター
トします。「働くとは何だ
ろう？」と考えるところか
ら始まり、企業研究や適性
理解、模擬的な履歴書の作
成まで、中・長期的に取り
組んでいきます。予想以上
に時間がかかってしまうの
が、自分の長所・短所を考
える取り組みです。本校で
は、2 年次の 1 月頃から、
自分の長所・短所について、

●人と人をつなげるビジネス
新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の影響を受け
て、インターネットやデジ
タル技術を活用する場面や
範囲が拡張し、社会の利便
性も日々向上しています。
各種のインターネット端末
（情報機器）は、便利なコ
ミュニケーションツールで
ある一方、実体は単純な
「箱」や「道具」でしかあ
りません。実際には、その
先にそうした機器を扱う
「人間」が存在して、初め
てコミュニケーションが成

●長所・短所カードで自己理解
本校3年次の進路動向に
おいて、進学志望者と就職
希望者の比率は、毎年半々
程度です。振り返ると、新
型コロナウイルス感染症の
影響は、それほどなかった
ように思います。就職希望
者は地元志向がとても強
く、十勝管外を希望する生
徒はまれな状況です。
本校では、毎週木曜日の
放課後に「T-Plus」と呼
ばれる進路指導プログラム
を実施しています。このプ
ログラムでは、部活動を休
みと設定した上で、進学志

コミュニケーションアプリ
の普及に伴い、近年はチャ
ットなどのデジタル化した
窓口の利用も増えてきてい
ます。当社では、こうした
さまざまな窓口で顧客対応
を担う部門のことを「コン
タクトセンター」とも呼称
しています。
新入社員に対して、社会
人として基本であるビジネ
スマナーや実際にさまざま
なワークショップを通して
同期入社社員との絆を深
め、初めての社会人生活に
必要な基礎をじっくりとお
教えします。会話（電話応
対）に関するトレーニング
も基礎・応用編と進み、自
信を身につけていただきま
す。また、1年目の社員に
は毎月フォローアップ研修
を実施しますので、振り返
りや困ったことを解消する
ことができます。

●充実の職環境
コールセンターは、クレ

本人がそのように考えるの
に足る理由や客観的事実を
積み上げていく時間を設け
ています。
例えば、令和 4年度から
は新しい取り組みとして、
「長所・短所カード」を用
いた自己分析を行うように
しました。これは、一枚の
カードの表・裏に「口下手
⇔寡黙」「夢がない⇔現実
的」など、相対する長所と
短所を書いてアプローチす
る手法です。自分の長所が
分からないという場合であ
っても、この短所には当て
はまると思ったカードを選
んで裏返すことで、自分の
短所は見方を変えれば長所
と言い換えることもできる
のだという気づきを得ま
す。これを複数の生徒同士
の間で行うことで、自己理
解や相互理解が深まる良い
きっかけになりました。
また、語彙が豊富ではな
い生徒の場合、自分の長所・
短所を表現する言葉を持ち
合わせていないことが多い

ーム処理の部署というネガ
ティブなイメージを抱かれ
がちです。もちろん、当社
でもクレームは皆無ではあ
りませんが、ほとんどない
くらいの水準です。しっか
りと〝人と人をつなげる〞こ
とが私たちの仕事であり、
苦情陳情のためにあるわけ
ではありません。
社員が働きやすい環境
は、社内に精神的な好環境
を育みます。新型コロナ禍
以前から、社屋内の空気の
循環システムを導入してい
る背景にはそうした考え方
があるからです。さらに、
併設保育園や食堂として利
用できるカフェテリアの設
置など、働くスタッフが心
地良いと感じる労働環境を
優先する社屋づくりの徹底
が自慢の一つです。
また、令和元年に開所し
た「札幌センター Polaris_
Sapporo」（札幌市）に加
えて、今年 2月より「THE 
PLACE SAPPORO」（同
市）の 6・7 階にて、2 拠
点目となる「BPO・コン
タクトセンター」の運用を
開始しました。高い利便性
と、子育てをする社員の働
きやすさを意識した環境

ようです。そうだとすれば、
こうしたカードを用いて、
自己分析のための言葉を生
徒たちに改めて示すこと
は、履歴書の作成や面接の
場面でも活用できるのでは
ないかと考えています。
一方、T-Plus と同時進
行で、「探究」の時間を使
ったキャリアの取り組みも
行っています。特に、本校
の特色として挙げられるの
が、毎年 6月末に実施して
いる 3年次対象の「進路強
化研修」です。この中で、
協力依頼に応諾いただいた
大樹町内の企業に本校の生
徒が直接出向き、模擬面接
を受けてくるという取り組
みをしています。企業の面
接担当者には、事前に評価
の観点を記した書類をお送
りしており、これをもとに
生徒を評価していただきま
す。その結果を生徒とも共
有し、採用試験本番に向け
た生徒の意識を高めること
を狙いとしています。

●日々の学校生活が進路活動
企業の方にお願いしたい
のは、本校を訪問してくだ
さる際に実際に就職をした
本校の卒業生たちの様子を
細かく教えていただけない

で、女性も多く活躍してい
ます。
就業時間についても、働
く時間とプライベートの時
間をしっかりと切り分ける
ことを強く意識していま
す。充実したプライベート
の時間の確保が、気持ち良
く働くことのできる環境の
創出に努める姿勢へと結び
ついていきます。
高校生のみなさんにお伝
えしたいのは、当札幌セン
ターは働く環境を最重要視
しているということです。
コールセンターでの業務と
聞いて、躊躇することがあ
るかもしれませんが、当社
ではそのようなことはない
と断言したい。快適な環境
でしっかり仕事をしていた
だき、プライベートな時間
も充実させていく。その好
環境で一緒に働くことがで
きたら素晴らしいことだと
思います。

かということです。私たち
教員は、生徒たちを企業に
送り出して終わりとは考え
ていません。むしろ卒業後
の仕事ぶりが気になってい
ます。卒業生が実際に社員
として働く中での頑張りや
つまずきといった情報をい
ただけたら、とてもありが
たいですよね。
生徒に繰り返し伝えてい
るのは、履歴書を書いたり
面接練習をしたりすること
を進路活動と捉えるのでは
なく、もっと日々の学校生
活を大事にして欲しいとい
うことです。入学後に積み
重ねてきた経験や学校生活
のありとあらゆる場面が、
就職や進学といったゴール
に結びつき、しかもそれが
同時に次のスタートにつな
がっていきます。その観点
から学習でも学校行事で
も、日々の積み重ねを大事
にしていこうと、メッセー
ジを発信しています。
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社員が働きやすい好環境を創出社員が働きやすい好環境を創出
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短所は長所でもあるという気づきを促す「長所・短所カード」短所は長所でもあるという気づきを促す「長所・短所カード」
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株式会社株式会社
KDDIエボルバKDDIエボルバ
札幌センター札幌センター

北海道北海道
大樹高等学校大樹高等学校

非対面型のコミュニケーションで非対面型のコミュニケーションで
需要高まる 〝オペレーター〞の存在需要高まる 〝オペレーター〞の存在

地元の協力企業と模擬面接で連携地元の協力企業と模擬面接で連携
卒業生の近況と最新情報を共有したい卒業生の近況と最新情報を共有したい

　株式会社KDDIエボルバ札幌センター（本社東京・新宿区、若槻肇
代表取締役社長）は、コールセンターなどを中心とする多様な事業を
展開中だ。新型コロナ禍で非対面型・非接触型のビジネスが成長する
からこそ需要が高まる「オペレーター」の仕事内容を中心に、より良
い労働環境実現への視線など、採用担当の相川大輔氏にお聞きした。

　大規模校にはない生徒一人ひとりに寄り添う進路指導と自己実現
サポートを強みとする北海道大樹高等学校（北海道広尾郡大樹町、
前田英伸校長）。進路活動の一環として行われる進路指導プログラ
ム「T-Plus」や「進路強化研修」といった特色ある取り組みについて、
進路指導主任・森志美江教諭にお話をうかがった。

T-Plus++進路強化研修
オペレーターのの重要性



燃料転換が進む自動車業界
将来を視野に社員教育に力
　現在、国内は脱炭素化の
流れにあり、ガソリンに代
表される化石燃料の需要は
減少傾向にある。ENEOS
ウイング社は、ガソリン・
軽油等の販売のみに頼るこ
となく、将来を見据え、社
員教育に注力。その結果培
われた同社の強みである技
術力を活かした「KeePer」

をはじめとする技術系商材
の販売や、軽板金等の自動
車に関連した新規事業を積
極的に展開している。

飛躍が期待される高校新卒者
顧客の信頼を得る三つのチカラ
　同社は、高校新卒就職者
等に対して、サービスステ
ーション（SS、給油所）
で「心地よい接客」「圧倒
的な技術力」「より高い『安
全』を提供する」といった
チカラをつけ、顧客の信頼
を勝ち取ることができる活
躍を期待する。
　入社後にまず求められる
のは、「心地よい接客」を
極め、ENEOSウイング社
のファンをつくることだと

いう。顧客が求めることを
しっかりと理解し、笑顔で
スピーディな接客サービス
が重視される。この時、顧
客に与える印象が悪いと、
再来店にはつながらない。
そのため、SS スタッフは
常に清潔な身だしなみで、
テキパキと明るい笑顔の接
客を心がける。SS 内をい
つも整理整頓して清潔に保
ち、顧客にまた来たいと思
ってもらえるよう努めるこ
とが大切だという。
　二点目に大切なのは、圧
倒的な技術力で顧客の快適
なカーライフをサポートす
ることだ。同社では、自動
車本来の輝きと価値を維持
し、長年乗っている自動車
も新車のようにキレイに蘇
る技術「KeePer コーティ
ング」に力を入れている。
「キーパー選手権」や「キ
ーパー技術コンテスト」と
いったコーティング技術力
を競う大会があり、日々の
精進によって培われた技術
が認められれば、仮に若手
であっても入賞する可能性
が高い。
　最後に重要なのは、より
高い「安全」を提供するこ
とだ。ENEOSウイング社
は給油だけではなく、リペ
ア・車検などのカーサポー
トでも業界トップを目指し
ている。今後の販売戦略と
して、燃料の変革に影響を
受けない商品であるタイ
ヤ・リペア事業や、自動車
が安全・快適に走行できる
ように各所を点検し、事故
を未然に防ぐことに力を入
れていくという。

若手社員向けの教育制度が充実
性別に関係なく活躍できる環境
　若手社員に向けた教育を
充実させているのが同社の
特色の一つだ。「実践型
OJT 教育」を採用してお
り、新入社員には先輩社員
が実践的にさまざまな知識
やノウハウを伝授する。ま
た、若手教育を充実させる
専門部署「教育部」による
階層別研修制度がある。
　さらに、社員が働きなが
ら危険物乙種第4類や自動
車整備士（2～ 3級）など
の国家資格を取得すること
を全面的にサポート。資格
取得に要する費用の全額援
助が受けられる点も魅力的

だと言える。
　頑張れば頑張った分、キ
ャリアアップできる評価制
度が整えられているのも嬉
しい。実際に、高校新卒入
社でも、地区担当・課長・
支店長などの責任ある役職
を目指すことが可能だ。男
女分け隔てなく評価される
風土があり、現に多くの女
性の店舗責任者や管理職が
活躍している。
　さらに、充実した福利厚
生サービスにも注目した
い。社宅や寮を完備してお
り、独身寮は光熱費込みで
1万3,000円で入居可能だ。
「自立したい」「地元から離
れて憧れのエリアで働きた
い」「家では自由に生活し
たい」など、就職を機に一
人暮らしを始めたい人には
頼もしい制度と言えるだろ
う。このほか、フットサル・

　株式会社ENEOSウイング 北海道支店（札幌市）は、全国 300店
舗以上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）のサービスステーション（SS）のネットワーク
の一翼を担い、北海道の物流インフラを支えている。自動車の燃料
転換が世界的に進む中、カーライフ全体のサポートやコーディネート
を行う窓口として進化を続けるSS。その現場で働く社員の仕事内容
や、若手社員の自立を支援する教育・研修制度などを紹介する。

サービスステーションの最前線で顧客の信頼を得て、北海道の物流を支えるサービスステーションの最前線で顧客の信頼を得て、北海道の物流を支える
株式会社ENEOSウイング 北海道支店株式会社ENEOSウイング 北海道支店

軟式野球・アウトドア・駅
伝・登山など、多くの同好
会があり、全国から集まる
社員と交流を深めることが
できる。プライベートも充
実させたいという人にはオ
ススメの活動だ。
　挑戦を恐れぬ社風と、顧
客のニーズをダイレクトに
キャッチできる全国 300
店舗以上の SSの存在があ
るからこそ、水素ステーシ
ョン事業などの新規事業に
も果敢に取り組むことがで
きるという同社。今後の展
開にも注目したい。

会社概要

株式会社ENEOSウイング 北海道支店
〒060-0001 札幌市中央区北1条西3-3 札幌MNビル 4F
T E L  011-804-3366　E-mail h-matsushita@eneos-wing.co.jp
U R L  https://www.eneos-wing.co.jp/recruit/hs/

お 問い
合わせ

事業内容  各種石油製品の販売、KeePerを中心とするカー用品の販売、
車内清掃（除菌抗菌作業）、リペア事業、自動車の整備、オート
リース・車検、保険の販売、個内向けカーリース

設　　立  1951年（昭和26年）11月
資 本 金  1億円
売 上 高  2,525億円（令和3年3月期）
従業員数  5,143人（社員2,260人、アルバイト2,883人）（令和3年4月）

サービス
ステーション

（北海道内のみ）

●朝里インターSS
●恵庭バイパスTS
●札幌新道TS
●Dr.Drive苫小牧TS

●函館大野新道TS
●ルート275新十津川TS
●ルート337石狩湾新港TS
●ルート36札幌TS
●ルート38帯広TS

実践しながら業務が学べる！ 教育・研修制度
　日常業務において、OJTを中心に先輩社員が優しく教えます。また、
若手教育を充実させる専門部署「教育部」による階層別研修制度があ
ります。さらに、実践型OJT教育に加えて、研修センターを完備して
おり、最新の技術を吸収することができます。

　当社は、仕事に誇りを持
てる「圧倒的に、社員が豊
かで強い会社を、皆で創る」
ため、努力を重ねています。
業績も好調でENEOS株式
会社（本社東京・千代田区、
杉森務代表取締役）の連結
子会社の中でも、その規模
は最大級です。
当社はこれまでに、令和
元年度に164人、令和 2年
度に188人、令和 3年度に
は161人の高校新卒者を採
用いたしました。離職率は
5.98%（令和3年度実績）と
低く、採用・育成に確かな

実績があります。
　また、インターンシップへ
の参加も、随時受け付けて
います。当社のサービスス
テーション（SS）内にて、会
社や仕事内容の説明後、先
輩社員の働く様子を見学し
ていただきます。お気軽に
お問い合わせください。

　当社は、高校生のみなさ
んが〝就職と共に自立する〞
ことを応援しています。親
元から離れ、自立をしたい
という方には、当社の借り
上げ物件にて1万3,000円
（光熱費込み）で住んでいた
だくことができます。この
ように、当社には高校を卒

業してすぐに働くみなさん
が、しっかりと独立・自立
ができる仕組みがありま
す。当社の自慢でもある早
期離職率の低さを裏づける
教育システムや、新入社員
を〝一人にさせない〞という
会社全体の高い意識のも
と、社会人として働き、そし
て自己実現できる環境を整
えております。
　仮に、高校を卒業後、将来
的に自立や独立することを
考えている方がいらっしゃ
れば、ぜひ当社を検討企業
の一つとして、お考えくだ
さい。

採用担当者から

確かな高卒者採用実績

Voice

業
務
課

松
下
仁
課
長

新入社員研修新入社員研修

SS職新入社員
仕事内容の
基礎を学ぶ

SS職新入社員
仕事内容の
基礎を学ぶ

マネージャー
補佐研修
マネージャー
補佐研修

入社2～4年目
マネージャー補佐の
役割を学び、
リーダーの質を
高める

入社2～4年目
マネージャー補佐の
役割を学び、
リーダーの質を
高める

新任マネージャー
フォローアップ研修
新任マネージャー
フォローアップ研修

マネージャー業務
全般を学び、

部下を持つことへの
自覚と責任を
意識させる

マネージャー業務
全般を学び、

部下を持つことへの
自覚と責任を
意識させる

新任
マネジメント研修

新任
マネジメント研修

プレイヤー業務から
マネジメント業務への
自覚と責任を
意識させる

プレイヤー業務から
マネジメント業務への
自覚と責任を
意識させる

北海道支店で働く社員のみなさん北海道支店で働く社員のみなさん

リペア事業で付加価値を高めるリペア事業で付加価値を高める

高い評価を得ている洗車の技術力高い評価を得ている洗車の技術力

北海道北海道企業新発見

DDPP''s s 
EyeEye
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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（株式会社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て
　送信することでダウンロードができます

？

　求人状況が回復の兆しを
見せる一方、求職状況が大
きく減少しているのはなぜ
か。考えられる一つの可能
性は、高校新卒者の「進路
変更」だろう。
　『令和 3年度 学校基本調
査報告書』によれば、令和
3年 3月に新しく高等学校
を卒業したのは、101 万
2,007 人と、前年度から 2
万 5,277 人減少しており、
かねて指摘されてきた少子
化の影響が見える。うち大
学（学部）進学者数は 53 万
4,312 人（昨年度比 5,303
人増）で、進学率は 52.8％
となり、1.8㌽上昇。同様に、
専門学校進学者は、17 万
5,185 人（同 363人増）で
進学率は 17.3％となり、
0.4㌽上昇している。
　一方、就職者数について
はどうか。就職者数は 15
万 9,126 人で、卒業者に
占める就職者の割合は
15.7％となり、前年度から

1.7㌽減少している。
　これらのデータから類推
できるのが、進路変更の可
能性だ。大学（学部）進学
率と専門学校進学率の増加
率を合計すると前年度から
2.2㌽上昇しているのに対
し、就職率の減少は 1.7㌽
だった。当初は就職を志望
していた、あるいは「進学」
なのか「就職」なのかを決
めあぐねていた生徒が、こ
こ数年の COVID-19 の感
染拡大の影響や社会情勢等
を総合的に判断し、「就職」
以外の進路に切り替えた可
能性が高そうだ。
　大學新聞が、COVID-19
禍にあった令和2年 12月、
全国の高等学校（全日制、
定時制等含む）の進路指導
教員を対象に実施した「コ
ロナ禍における高校現場の
変動調査」では、「専門学
校への進学希望が増えた」
「公務員志望から短期大学
志望への変更」「就職から
進学への変更があった」な
ど、就職から進学に転じた

とする趣旨の回答が少なか
らず見受けられた。高校を
新規に卒業する若者の進路
選択には、社会経済情勢の
変革に伴う産業構造や職業
構造の変化、また個別家庭
の経済状況やキャリアに対
する考え方など、さまざま
な要因が複合的に絡み合う
ため、断定的に論じること
は賢明ではないが、先行き
が不透明な産業界を目の当
たりにして、就職を回避し
たのではないかという見立
ては、あながち的外れでは
ないだろう。

建設業・運輸業は人手不足
高校新卒者に対する期待大

　産業界の人手状況を概観
する資料として、日本商工
会議所・東京商工会議所が
4 月 27 日に発表した「人
手不足の状況および従業員
への研修・教育訓練に関す
る調査」の調査結果を見て
みよう。全国の中・小企業
6,007 社を対象に人手不足
に関する調査を行い、
3,222 社から回答を得た大
規模調査だ。
　全体的にいずれの業界に
おいても人手が「不足して
いる」と回答する企業の割
合が高い傾向にあるよう
だ。中でも、「運輸業」は
79.4％、「建設業」は 75.6
％と、7 割を超えており、
人手不足の状況が深刻であ
ることが分かる。
　人手不足の対応方法とし
て、企業が最も多くあげて
いるのは、「正社員を増や
す」だ。近年、大企業や著
名企業の中で、高校新卒者
を採用する例が増加してい
るものの、良い・悪いでは
なく、高校新卒就職志望者
の受け皿となる企業の多く
は高校近隣の地元企業だ。

落ち着きつつあり、政府は
〝With コロナ時代〞に向け
て経済活動の再始動に舵を
切ったように見える。5月
末には、外国人観光客の新
規入国を再開した。

採用活動解禁まで1カ月
就職活動のスケジュール

　厚労省からすでに発表さ
れている「令和 5 年 3 月
新規高等学校卒業者の就職
に係る採用選考期日等」を
確認しよう。6月1日には、
「ハローワークによる求人
申込書の受付開始」がなさ
れ、企業は、令和 5 年 4
月入社を想定した採用活動
に踏み出す。7月 1日から
は「企業による学校への求
人申込及び学校訪問開始」
が始まり、本格的な就職活
動のスタートとなる。高校
新卒者に対する採用意欲は
どうか、業界・業種の動向
を読み取ると共に、社会的
な動向にも十分に注意を払
うようにしておきたい。

その意味で、同調査の調査
対象の中・小企業の 72.3
％が「正社員を増やす」と
回答しているのは明るい材
料の一つであることには間
違いないだろう。
　冒頭の厚労省の調査によ
れば、「運輸業、郵便業」
における求人は 2万 4,432
人（全対比 6.3％）、「建設
業」における求人は 7 万
5,444 人（同 19.4％）と、
高校新卒者に対する産業界
の期待が伝わってくる。
　一方、COVID-19の猛
威に大きな影響を受けた
のが「宿泊業」や「飲食サ
ービス業」だろう。さまざ
まな制限が課せられる中、
これらの業界では人手が過
剰となっているケースも少
なからずあるとされるが、
果たして実態はどうか。
一方、オンライン化や「お
うち需要」に関連して、「情
報通信業」や「運輸業」は
成長しているとされ、今後
の拡大も見込めそうだ。
　COVID-19の感染拡大が

［資料： 厚生労働省 「令和3年度『高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職］内定状況』」（令和4年3月末現在）

■高校新卒者のハローワーク求人に係る産業別求人状況

産業分類 令和3年3月 令和4年3月 増減数（人）増減率（％）
農・林・漁業 3,147 3,245 98 3.1
鉱業、採石業、砂利採取業 389 406 17 4.4
建設業 73,013 75,444 2,431 3.3
製造業 108,571 119,312 10,741 9.9
電気・ガス・熱供給・水道業 2,099 1,969 △130 △6.2
情報通信業 3,176 2,928 △248 △7.8
運輸業、郵便業 26,284 24,432 △1,852 △7.0
卸売業、小売業 49,162 46,518 △2,644 △5.4
金融業、保険業 2,298 1,963 △335 △14.6
不動産業、物品賃貸業 4,194 4,207 13 0.3
学術研究、専門・技術サービス業 7,288 7,211 △77 △1.1
宿泊業、飲食サービス業 15,990 14,772 △1,218 △7.6
生活関連サービス業、娯楽業 15,569 14,413 △1,156 △7.4
教育、学習支援業 656 725 69 10.5
医療、福祉 45,834 43,499 △2,335 △5.1
複合サービス事業 4,195 3,959 △236 △5.6
サービス業（他に分類されないもの） 24,208 24,498 290 1.2
公務、その他 132 136 4 3.0
合計 386,205 389,637 3,432 0.9

求人倍率 2.64倍 2.89倍 ― ―

1面より

顕在化する産業界の人手不足。目前に迫った採用活動の本格始動

〝Withコロナ時代〞〝Withコロナ時代〞のの採用動向採用動向とこれから令 和 4 年 3 月
高校新卒就職者

■人手不足の状況（業種別集計）
運輸業
建設業

情報通信・情報サービス業
介護・看護業

その他サービス業
製造業

宿泊・飲食業
小売業
卸売業

金融・保険・不動産業
その他

0 20 40 60 80 100（%）

79.479.4

75.6

66.7

65.1

59.3

58.2

57.8

54.7

52.6

51.3

62.8

0.7

0.2

0

0

0

0.1

0

0

0

0.9

0.7

18.4

23.0

29.8

30.2

35.9

37.0

33.2

40.7

42.2

43.6

33.6

1.4

1.2

3.5

4.7

4.8

4.8

9.0

4.7

5.2

4.3

2.9

■不足している　■過不足はない　■過剰である　■無回答

（資料：日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および従業員への研修・教育訓練に関する調査」）

■人手不足への対応方法

0 20 40 60 80 100

35.935.9

35.435.4

32.132.1

31.2

30.3

24.8

15.1

11.8

5.7

1.6

人手不足への対応として
「生産性向上・業務効率化」に
取り組む企業 
➡60.7％（1,188社） 
（三つのうちいずれかを選択） 

（%）

72.372.3

（資料：日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および従業員への研修・教育訓練に関する調査」）

正社員を増やす

社員の能力開発による生産性向上

IT化、設備投資による業務効率化・自動化

業務プロセスの改善による効率化

女性・高齢者・外国人など多様な人材の活用

非正規社員を増やす

業務の外注化

社員の労働時間・残業時間の増加

多様な働き方の導入に向けた人事制度の見直し

事業規模の縮小、事業拠点の整理・統合

その他



紅屋商事株式会社

　豊富な品揃えで人気を
誇る複合型ショッピング
センター「カブセンター」
をはじめスーパーマー
ケットやドラッグストア、
調剤薬局を営む会社とし
て発展してきました。常
に時代の半歩先を読み、

お客様の暮らしをより豊
かにするという理念のも
と、経営者や社員が一丸
となって努力しています。

〒036-8084 青森県弘前市高田4-2-10 
TEL  0172-29-4380
URL http://www.beny.co.jp/

日々の暮らしをより豊かに

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  小売業（スーパーマーケット・ドラッグ
ストア・調剤薬局・レストランの経営）

●設　　立 1959年（昭和34年）
●資 本 金 50,000,000円
●従業員数 1,467人（平成30年3月時点）

 中通高等看護学院

　地域と社会医療法人明和
会の福祉・保健・医療活動を
担い、人々や地域社会に貢献
できる専門職業人として、倫
理に基づいた行動および共感
的態度を身につけた人間性豊
かな看護実践者の育成を目指
します。明和会では、看護師

資格取得後に中通総合病院
等の法人の医療施設への勤
務を希望している学生を対象
に、奨学金を貸与しています。

〒010-0021 秋田市楢山登町3-18
TEL  018-832-6019
URL https://www.meiwakai.or.jp/n_school

豊かな知識と確かな技術を修得

学校の強み・校風

学
校
情
報

●設置学科  看護科（昼3年・男女50名）
●選考方法 推薦入学試験、一般入学試験
●初年度納入金 約900,000円
●キャリアイメージ  卒業と同時に看護師国家試験受験

資格取得、合格後看護師として入職

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

 株式会社キタセキ

　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
の課題が待ち受けてい
ても、当社が勝ち残って
いき、さらに飛躍する会

社だと確信しています。
共に「会社＝社員」の
より良い将来を展望し、
邁進していきましょう。

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

信頼の品質と安定供給で日本の物流を支えます

会社の強み・社風

会
社
情
報

●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

株式
会社フジモーターズ

　ディーラーや整備工場
等への自動車部品販売業
務を基幹事業として「安
全・快適・環境にやさし
いカーライフのトータル
サポート」の実現を目指
している会社です。自動
車部品販売だけではなく、

お客様の「困った！」をサ
ポートする「整備支援業」
としてさまざまな取り組み
にチャレンジしています。

〒036-8076 青森県弘前市境関1-1-7
TEL  0172-27-4221
URL https://www.fujimotors.co.jp/index.htm

カーライフのトータルサポート

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  自動車部品卸売業・自動車整備
支援業

●設　　立 1962年（昭和37年）
●資 本 金 29,000,000円
●従業員数 125人

ト」、スーパードラッグス
トア「メガ」、地域のかか
りつけ薬局を標榜する「メ
ガ調剤薬局」を堅実に運営
し、現在も企業として成長
の途上にある。
　「日々の暮らしをより豊
かに」を企業理念に掲げ、
常に時代の半歩先を読み、
顧客の暮らしをより豊かに
することを最優先に、経営
者や社員が一丸となって邁
進している。
　企業理念に謳う「豊かさ」
とは「心の豊かさ」のこと
であり、さまざまな商品を
買うことができる喜びや新
鮮でイキの良い商品に巡り
会える喜び、また店舗のイ
ベントや POPから感じる
ことができる楽しさなど、

高品質なサービスと商品で
「心の豊かさ」を提供する
創業70周年を迎えた紅
屋商事株式会社は、スーパ
ーマーケットやドラッグス
トア、調剤薬局を展開する
老舗企業だ。県内の競合他
社が経営破綻やＭ＆Ａなど
で淘汰されていく中、スー
パーマーケットとドラッグ
ストアの複合店舗「カブセ
ンター」をはじめ、スーパ
ーマーケット「ベニーマー

他社では味わうことができ
ない「豊かさ」の提供を目
指している。

若手社員が活躍できる環境
配属は希望と適性を重視
　高校新卒者は、入社後の
半年間で、青果・海産・惣
菜・精肉・レジ・日配・グ
ロサリーなど、全部門の仕
事を経験した後、希望や本
人の適性を考慮して配属先
が決まる仕組みとなってい
る。配属後は多くの場合、
部門全体の運営を任される
「部門チーフ」を目指し、
就任後は店舗全体のマネジ
メントを担う「店長」、ま
た商品の仕入れを担当する
「バイヤー」などを目指し
ながらさらなるキャリアア
ップを果たしていく。
　新人採用の面において
は、高校新卒者と大学新卒

者の比率は同じだという。
高校新卒者の中には、22
歳という若さでバイヤー職
で活躍する女性もいるな
ど、早い段階で経験を積む
ことができるのが魅力の一
つだ。また、社員一人ひと
りの自己実現を重視し、新
人からベテランまでトータ
ルな教育研修体制を構築。
スキルアップや自己啓発を
行いやすい環境づくりに努
めている。
　新卒社員に特に求めてい
ることを聞くと、❶チャレ
ンジ精神をもって新しいこ
とに取り組む姿勢❷誠意を
もって素直に相手の意見を
聞き入れる姿勢❸責任感を

持って、与えられた役割を
個人またはチームであきら
めずにやり通す姿勢❹改善
のために想像力を持ち、新
しいアイデアを出し続ける
ことができる姿勢－とい
う 4点が挙がる。こうした
隙のない人材育成が、高品
質な商品やサービス提供の
土台となるのだろう。
　人の生活に不可欠な「食」
と「健康」を支柱に、地域
に暮らす人々の生活に責任
を持つという紅屋商事社の
気概。今後も、単に商品を
売ることにとどまらず、紅
屋商事ならではの売場を創
造し、顧客の信頼を獲得し
ていくに違いない。

個別社員の将来設計を明確にしながら人材育成を行う個別社員の将来設計を明確にしながら人材育成を行う

多くの社員が入社後に自動車の専多くの社員が入社後に自動車の専
門知識を学ぶ門知識を学ぶ

取り扱っている製品は顧客のニー取り扱っている製品は顧客のニー
ズに幅広く対応しているズに幅広く対応している

高品質な商品やPOPなどで顧客高品質な商品やPOPなどで顧客
を惹きつけ「豊かさ」を提供するを惹きつけ「豊かさ」を提供する

常に時代の半歩先を読み続ける慧眼常に時代の半歩先を読み続ける慧眼
経営トップと社員が一丸となって邁進する経営トップと社員が一丸となって邁進する

紅屋商事紅屋商事
株式会社株式会社

東　北

東 北東 北

　昭和 26（1951）年の創業以来、「日々の暮らしをより豊かに」を
企業理念として、スーパーマーケットやドラッグストアなどを展開
している紅屋商事株式会社（本社青森・弘前市、秦雅秀代表取締役
社長）。企業方針や人材育成に迫った。

「豊かさ」のの提供
フジ勉強の会

5
http://seichoukigyou.com/2015年7月1日（水）https://daigakushinbun.com/
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自動車部品卸売業として存
在感を高めている。
　同社の事業は、修理や整
備などに使用する自動車の
部品や製品を顧客に販売す
ることだ。エンジンオイル
やタイヤ、電飾部品、ボデ
ィーパーツなど、自動車に
関する幅広い製品をライン
ナップするほか、中古やリ
ビルトパーツも取り扱うた
め、部品ストックが少ない
車種でも即座に対応できる
のが強みの一つだ。整備工

●幅広く自動車部品を取り扱う
　安全・快適・環境に優し
いカーライフのトータルサ
ポートを使命とするフジモ
ーターズ社。創業 60 周年
を迎え、事業を通じて地域
社会にしっかりと根づいた

場や自動車用品販売店など
が主な顧客となるため、質
の高いプロ仕様のものだけ
を幅広く取り揃え、必要な
タイミングで提供し、顧客
の事業を下支えする。

●社員の成長重視の職場環境
　興味深いのは、同社の技
術力やノウハウを活かした
「フジ勉強の会」という研
修会を定期的に開催してい
ることだろう。自動車整備
に関する知識や技術を身に
つけることができるカリキ
ュラムを編成し、部品や製
品はもちろん、技術面から
も徹底的にアシストし、地

地域社会の自動車文化を支える事業地域社会の自動車文化を支える事業
社員を資産と考えその成長を会社の原動力に社員を資産と考えその成長を会社の原動力に

株式会社株式会社
フジモーターズフジモーターズ

　オイルやタイヤなど、自動車の修理・整備に必要な幅広い部品や
商品を販売しているのが株式会社フジモーターズ（本社青森・弘前
市、新戸部八州男代表取締役社長）だ。同社の事業における強みと
は一体何か。社員教育の構えと共に密着する。

域のカーライフを支える。
　同社は、「働く社員こそ
が最も重要な資産」と考え、
社員一人ひとりの能力や意
識が会社の成長の原動力だ
と捉えている。仮に、自動
車の専門知識がなくても十
分に活躍できるように研修
制度を充実させるなど、人
材育成は最も重視している
テーマの一つだ。
　新卒社員は、入社後、ま
ずはビジネスマナーの基本
である「挨拶」を身につけ
つつ、先輩社員と共に業務
の一連の流れを覚えること
を目標とする。専門知識を
習得し、将来は幹部社員へ
の昇格も視野におさめる。
　さらに、同社では従業員
の「働きやすさ」を追求し、
その一環として新しい制度
や福利厚生の導入に躊躇し

ない。例えば、遠方勤務希
望者への家賃補助制度、家
具・火災保険などの会社負
担、時短勤務で頑張る社員
に対する給与補助など、時
代性と共に個人の志向にも
応える制度や福利厚生を積
極的に導入している。
　自動車部品卸売業として
非常に多くの部品や商品を
取り扱い、地域の自動車生
活を支えるフジモーターズ
社。若手社員が着実に成長
していける職場環境が、会
社のさらなる成長につなが
っている。





　「就職を志望しているが、具体的にどのような仕事がしたいのかイメージがわかない」という高校生は少な
くない。調べ学習やインターンシップを推進するなど各学校はキャリア教育に力を注いでいるものの、高校
生が体験できる職種や協力企業は限られる現状があるとも聞く。生徒に実態が伝わりにくいためか、目指す
べき志望業界や企業として関心が向かないケースなどもありそうだ。
　本稿では、厚生労働省が定める「職業分類」を、前編・後編の 2回に分けて一気に概観する。別項に示す
ように、この「職業分類」は令和４年 4月 14日に改定され、産業社会はすでに新しい時代に突入している。
前編の今回は、改定以前のもので、移行期間中にある「平成 23年版」について詳述する。幅広い職種の存
在を理解することで、就職志望者の業界選び・企業選択に役立つことを期待する。

■図1 高等学校新規卒業者の進路内訳と主な職業別就職者の比率

（資料：文部科学省『令和3年度学校基本調査報告書』）

大分類 中分類

A 管理的職業 01管理的公務員　02法人・団体の役員　03法人・団体の管理職員　
04その他の管理的職業 

B 専門的・技術的職業

05研究者　06農林水産技術者　07開発技術者　08製造技術者　
09建築・土木・測量技術者　10情報処理・通信技術者　
11その他の技術者　12医師、歯科医師、獣医師、薬剤師　
13保健師、助産師、看護師　14医療技術者　15その他の保健医療の職業
16社会福祉の専門的職業　17法務　18経営・金融・保険の専門的職業　
19教育　20宗教家　21著述家、記者、編集者　
22美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者　23音楽家、舞台芸術家　
24その他の専門的職業 

C 事務的職業 25一般事務　26会計事務　27生産関連事務　28営業・販売関連事務　
29外勤事務　30運輸・郵便事務　31事務用機器操作 

D 販売の職業 32商品販売　33販売類似　34営業

E サービスの職業
35家庭生活支援サービス　36介護サービス　37保健医療サービス　
38生活衛生サービス　39飲食物調理　40接客・給仕　
41居住施設・ビル等の管理　42その他のサービス

F 保安の職業 43自衛官　44司法警察職員　45その他の保安の職業

大分類 中分類
G  農林漁業の職業 46農業　47林業　48漁業 

H 生産工程の職業

49生産設備制御・監視（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断）　
50生産設備制御・監視（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く）　
51生産設備制御・監視（機械組立）　
52金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断　
54 製品製造・加工処理（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く）　
57機械組立　60機械整備・修理　
61製品検査（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断）　
62 製品検査（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く）　
63機械検査　64生産関連・生産類似の職業

Ⅰ 輸送・機械運転の職業
65鉄道運転　66自動車運転　67船舶・航空機運転　68その他の輸送　
69定置・建設機械運転 

J 建設・採掘の職業 70建設躯体工事　71建設（建設躯体工事を除く）　72電気工事　
73土木　74採掘

K 運搬・清掃・梱包等の
職業 75運搬　76清掃　77包装　78その他の運搬・清掃・包装等 

厚
生
労
働
省「
職
業
分
類
」大
・
中
分
類
項
目
表

男子 女子

その他　1,125人（1.9％）その他　1,125人（1.9％）

建設・採掘従事者　   　621人（1.0％）建設・採掘従事者　   　621人（1.0％）

運搬・清掃等従事者　1,387人（2.3％）運搬・清掃等従事者　1,387人（2.3％）

輸送・機械運転従事者　641人（1.1％）輸送・機械運転従事者　641人（1.1％）

農林業従事者　    　　 429人（0.7％）農林業従事者　    　　 429人（0.7％）

漁業従事者　      　　　 17人（0.03％）漁業従事者　      　　　 17人（0.03％）

保安職業従事者　　 1.955人（3.3％）保安職業従事者　　 1.955人（3.3％）

販売従事者　8,370人（14.1％）販売従事者　8,370人（14.1％）

専門的・技術的職業従事者　2,480人（4.2％）専門的・技術的職業従事者　2,480人（4.2％）

生産工程従事者　   14,505人（24.4％）生産工程従事者　   14,505人（24.4％）

サービス職業従事者　13,550人（22.8％）サービス職業従事者　13,550人（22.8％）

事務従事者　14,308人（24.1％）事務従事者　14,308人（24.1％）

その他　2,606人（2.6％）その他　2,606人（2.6％）

建設・採掘従事者　10,395人（10.4％）建設・採掘従事者　10,395人（10.4％）

運搬・清掃等従事者　3,947人（4.0％）運搬・清掃等従事者　3,947人（4.0％）

輸送・機械運転従事者     　4,475人（4.5％）輸送・機械運転従事者     　4,475人（4.5％）

農林業従事者　1,069人（1.1％）農林業従事者　1,069人（1.1％）

漁業従事者   　469人（0.5％）漁業従事者   　469人（0.5％）

保安職業従事者　7,646人（7.7％）保安職業従事者　7,646人（7.7％）

販売従事者　4,885人（4.9％）販売従事者　4,885人（4.9％）

専門的・技術的職業従事者　9,189人（9.2％）専門的・技術的職業従事者　9,189人（9.2％）

生産工程従事者　44,925人（45.0％）生産工程従事者　44,925人（45.0％）

サービス職業従事者　6,328人（6.3％）サービス職業従事者　6,328人（6.3％）

事務従事者　3,804人（3.8％）事務従事者　3,804人（3.8％）

99,738人 59,388人

臨時労働者 2,893人（0.3％）

自営業主等 4,354人（0.4％）

その他
50,319人（5.0％）

専門学校
175,185人
（17.3％）

短期大学［本科］ 
40,969人（4.0％）

（内数）各教育機関等に進学・入所し、かつ就職している 
297人（0.03％）

有期雇用労働者②
（一年以上、フルタイム勤務相当）
1,314人（0.1％）

有期雇用労働者①
（一カ月以上一年未満）
1,178人（0.1％）

大学［学部］
534,312人（52.8％）
大学［学部］

534,312人（52.8％）

公共職業能力開発施設等
5,769人（0.6%）
各種学校等
42,553人（4.2%）

就業者

進

学者・専攻科履
修者

・学
習
継
続
者

就職者等

令和3年3月

無期雇用労働者
153,161人（15.1％）
無期雇用労働者

153,161人（15.1％）

卒業者
1,012,007人

A

B

C

D

159,126人

いる。
　従って、上位の 3桁が同
じ番号の求人は類似した職
種となり、細分類番号が同
じならば、「求人票」の中
にある就業形態欄の職種記
載が仮に違っていたとして
も、ほぼ同じ仕事と考える
ことができるため、高校の
就職指導の場面ではこれが
活用されている。

「管理的職業」
 企業活動に関わる企

画、立案、予算決定、職員
の管理等の仕事を指す。そ
うした性質上、社会経験や
企業活動が皆無か極めて乏
しいと考えられる高校新卒
予定者に対する求人の対象
とはならないため、志望す
ることはできない。

「専門的・技術的職業」
 高度な水準の知識・

技術やさまざまな資格、長
年の経験等を必要とする仕
事のこと。例えば、医師や
薬剤師のように、大学等に
進学後、卒業・修了して当
該資格を取得する必要があ
る職業も含まれており、高
校新卒予定者では就職でき
ないものも多く、高校新卒
予定者に対する採用は一部
の技術的職業に限られる。
多くは、「見習」「研修生」「補
助」などとして採用される。
しかし、中には入社後に資
格取得支援があったり、個
人の才覚で仕事ができたり
する職業もあるため、興味
のある分野の実態を早めに
確認しておきたい。

「事務的職業」
 電話対応や来客対

A

B

C

厚生労働省の「職業分類」
社会の幅広い職種を理解
●目指す産業社会を一望
　「職種」を調べたり、考え
たりする上で手助けとなるの
が、厚生労働省による「職業
分類」だ。
　これは、職務の類似性はも
ちろん、公共職業安定機関（ハ
ローワーク）における求人・
求職の取扱件数などに基づい
て、それぞれの職業に対して
社会的にどの程度需給がある
かを考慮して職業を区分し、
それを体系的に分類したもの
だ。そのため、公共職業安定
機関を経由する「職業紹介事
業」や労働者の募集等に共通
して用いられている。
　「職務の類似性」を判断す
る際に考慮されているのは、
以下の内容や視点だ。
❶仕事の遂行に必要とされる
知識または技能
❷事業所またはその他の組織
の中で果たす役割
❸生産される財または提供さ
れるサービスの種類
❹作業者が扱う道具・機械器
具・設備・原材料の種類
❺作業に従事する場所および
環境
❻仕事に必要とされる資格ま
たは免許の種類

●分類構造
　この職業分類の分類表は、
「大分類」（A～Kの11区分）、
「中分類」（01 ～ 78 の 2 桁数
字）、「小分類」（3 桁数字）、
そして「細分類」（「小分類」
に 2 桁の数字を加えた 5 桁
数字）という 4階層に区分さ
れた項目によって構成されて

応・受付業務、発注・受注業
務、外勤職員補助、出納・金
銭管理等企業における多様な
仕事がこれに当たる。従事者
自身が目立つというよりは縁
の下の力持ちといったポジシ
ョンで、パソコンを利用して
の文書作成や清書、計算やさ
まざまな資料作成に携わるこ
とが多いが、場合によっては
手書きによる文章作成も求め
られる。女子生徒に人気があ
り、新卒就職者のおよそ 4人
に一人が就業している。

「販売の職業」
 各種商品の販売はもち

ろん、不動産、有価証券等の
売買、売買仲介等の仕事を指
す。〝販売〞 とだけ聞くと、
小売店やスーパーマーケット
のスタッフがイメージされが
ちだが、販売形態や取り扱い
品目の違いなどに起因して、
多様な職業がある。

「サービスの職業」
 さまざまな業務やサー

ビスを行って利便性を提供す
る仕事のことで、人が行うの
に難しいことや面倒なことを
顧客に代わって行う。美容師
やホテルスタッフなど、高校
生にとってもサービスを受け
る側として、身近に接した職
種も多いため、仕事のイメー
ジはつきやすいとされるが、
利用客としての立場ではうか
がい知ることのできない業務
内容もあるため、安易に理解
したつもりにならず業界研究
を進める必要がある。販売と
違い、顧客に物を提供するの
ではなく、顧客が快適となる
ためにさまざまな業務やサポ
ートを行うと考えれば分かり
やすいだろう。

D

E

「保安の職業」
 人の生命、身体、財産

を保護する仕事、また社会の
法と秩序を守る仕事を指す。
自衛官や警察官などの公務員
が多く、採用試験があるため、
目指すのであれば早くから対
策する必要がある。

「農林漁業の職業」
 動植物を育てる、自然

の中で捕獲・採取する等で食
料や生活に必要な物資・原材
料を生産するといった内容の
仕事。地域事情や地場産業に
より活発な業種や、求められ
る職種や技能などが異なるた
め、自分が住んでいる地域の
名産品などから職業を調べて
みるのも良いだろう。

「生産工程の職業」
 原材料の加工や部品の

組み立てによる製品の製造・
制作・調整・修理をする仕事
のこと。高校新卒就職者が男
女ともに多く、男子では就職
者のほぼ半数が、女子でもお
よそ4人に一人がこの職業に
就いている。

「輸送・機械運転の職業」
 人間や物品、情報など

を鉄道、自動車、航空機、通
信機材等で移送し、その途中
の品物を必要に応じて保管・
管理する仕事に加え、建設、
発電等の定置機械運転操作の
仕事もこれに分類される。そ

F

G

H

Ⅰ

れぞれの乗り物を運転する免
許や機械の操作技術が求めら
れる。

「建設・採掘の職業」
 建物や施設を建設・建

築する仕事と、地下資源を掘
り出して利用できるようにす
る仕事が該当する。自分が携
わった建築物が長く形として
残る点にやりがいを感じる人
は多い。

「運搬・清掃・梱包等の
 職業」

　荷物の配達・配送や倉庫内
作業、ビル・ホテル・住宅等
建造物内や道路・公園等野外
の清掃の仕事、大小さまざま
な製品を輸送・保管するため
に包装・梱包する仕事が主な
内容だ。「販売の職業」のイ
メージが強い小売店での勤務
でも、商品の品出しや陳列、
棚卸の作業員などはここに分
類される。

男女で異なる職種別就職者数
イメージしやすさが判断基準か
　ここまで、厚生労働省によ
る「職業分類」（平成 23 年改
定）を概観した。こうした分
類を見てさまざまな職種と大
きな分類・区分などを知るこ
とは、卒業後の仕事選びを考
える上で必ずや役立つはず
だ。最大のメリットの一つは、

J

K

就職指導の先生方と就職志望
生徒が、客観的な同一の内容
を共有し、理解を深めること
ができる点だろう。「将来ど
のような仕事に就きたいのか
分からない」という高校生は
少なくない。日常生活の中で
目にしている職種は、社会を
構成するうちのごく一部に過
ぎないことを認識し、新しく
職業を知ることで「この仕事
がしたい！」と思える出合い
が待ち受けている可能性も高
まる。「職業分類」では、細
分類番号が同じ場合は類似し
た職種であるため、気になる
職種がある場合は、同じ細分
類の職業を調べることで、興
味のある職業が広がる可能性
も期待できるだろう。
　実際に高校新卒者として就
職したみなさんの先輩社会人
は、どのような職種に就いて
いるのだろうか。文部科学省
『令和 3年度学校基本調査報
告書』を手引きに、その内容
や進出分野を確認していく。
　令和 3 年 3 月に高等学校
を卒業した 101 万 2,007 人
のうち、同報告書が「就職者
等」として掲げるのは、16
万2,900人。就職率として掲
げられているのは、図 1内の
A＋B＋C＋Dの和で求め
られる 159,126 人を卒業者
1,012,007 人で除した 15.7
％。これは前年度の 17.4%
から 1.7㌽減となっている。
このうち男子の就職者は9万
9,738 人で全卒業者に占める
割合は 9.9%。男子の全卒業
者 51 万 2,368 人の中で見れ
ば、19.5％、女子の就職者は
5万 9,388 人で割合は 5.9%、
女子の全卒業者 49 万 9,639
人の中では 11.9％となって
いる。男子のほうが就職者の
実数は多く、女子の約 1.68
倍にも達している。この傾向
は長く続いてはいるものの、
就職内定率は男女でそれほど
大きな差は見られないのが特
徴の一つとなっている。なお、
これはすでにふれた通りだ
が、ここで示す「就職者」の
中には、「大学や短期大学、
あるいは専門学校・各種学校
等に進学・入学した者で、か
つ就職も同時に果たしてい
る、いわゆる「『進学就職者』
が297人ほど」含まれている。

男子は「生産工程従事者」が、
女子は「事務従事者」がトップ
　就職者の実数ベースで見る
と、男子に関しては「生産工
程従事者」が 4 万 4,925 人
（45.0％）と最も多く、以下、
「建設・採掘従事者」1 万
395 人（10.4％）、「専門的・
技術的職業従事者」9,189 人
（9.2％）、「保安職業従事者」
7,646 人（7.7％）、「サービ
ス職業従事者」6,328 人（6.3
％）と続いている。生産工程
従事者だけで半数近くを占め
ているのが特徴的だろう。生
産工程従事者は工場で勤務す
る場合も多く、かつては厳し
く大変というイメージを持た
れることもあったが、近年は
各企業とも職場環境の改善に
力を注いでおり、むしろ働き
やすいという声も聞く。稼働
時間が決まっており残業がな
かったり、個人での作業が中
心になることも少なくないた
め自分のペースで仕事をしや
すかったりというメリットも
あるようだ。
　また、現場で早くから仕事
を経験していることでしっか
りと技術と知識を身につけ
て、将来的に現場の管理や役
職者として活躍する人もいる
という。高校新卒者に広く門
戸を開いており、中には大手
メーカー、有力企業の求人等
も含まれているため、採用倍
率が高くなる大学新卒者とし
てではなく、あえて高校新卒
者として入社を目指し、活躍
を期すケースも限定的だがあ
ることが報告されている。
　一方、女子はどうか。「事
務従事者」が 1 万 4,308 人
（24.1％）、「生産工程従事者」
が1万 4,505人（24.4％）、「サ
ービス職業従事者」1 万
3,550 人（22.8％）、「販売従
事者」8,370 人（14.1％）と、

就職者が多い職種が男子より
分散しているのが大きな特徴
だ。事務従事者、いわゆる「事
務職」は伝統的に高校新卒就
職志望女子の人気が高い職種
だと言われており、『平成元
年度学校基本調査報告書』で
は、 女 子 の 就 職 者 31 万
6,112 人中 13 万 4,277 人が
事務従事者と、4割以上を占
めていた。こうしたイメージ
が高校生現役世代の保護者世
代に色濃く残っているからな
のか、事務職を第一希望とし
て挙げる女子生徒やその保護
者は多い。しかし、近年はＩ
Ｔ機器の普及などによる事務
作業の効率化が進んだことな
どから、シンプルな意味での
「事務職」求人が減少してい
る実態がある。それでも、働
き方が安定している、予定外
の残業が少ない、体力をそれ
ほど使わない、さらには、若
い女性に想定されるライフイ
ベントの影響が大きくなく、
継続しての就業が相対的に容
易などのメリットから依然と
して人気が高く、調整に悩む
という就職指導教員の声もあ
るようだ。
　事務、生産工程に続いて「サ
ービス職業従事者」が多い理
由として考えられるのは、身
近な職種が多いからなのだろ
う。飲食店のホールスタッフ
などもここに区分されている
ため、アルバイトなどですで
に仕事の一部を経験済みとい
うこともあるだろう。限られ
た就職活動の期間内で多くの
企業を比較することが容易で
はない高校生にとって、「自
分が働いている姿をイメージ
しやすい」「楽しそうに働い
ている人の姿を間近で見てい
る」というのは、少なからず
志望動機になり得るに違いな
い。旅館やホテルの接客スタ
ッフ、美容サービス職、トリ

マーなど、自分が利用客とし
て接した中で、親切にしても
らったり気持ちがよくなるサ
ービスを提供されたりして、
〝良い思い出〞 があり、将来
の仕事として憧れるというこ
とも十分あるだろう。

手厚い研修で成長できる環境
将来の伸びしろに集まる期待
　大学新卒予定者が面接で自
身の能力をアピールし採用の
可否が判断されるのに対し、
高校新卒予定者の場合は、そ
れまでの経験や基本的な生活
態度、コミュニケーション能
力などが重視される傾向があ
る。より若く、社会での経験
が少ない高校新卒者の採用に
意欲的な企業の人事・採用担
当者は、即戦力として活躍で
きる人材を求めているのでは
なく、しっかりとした教育を
施して長期的に活躍して欲し
いと考えていることが多い。
そのため、入社後は充実した
研修を実施したり、上司や同
僚、先輩社員に相談しやすい
環境を整えていたりと、着実
な成長をサポートしてくれる
メリットがある。
　自社が必要とする人材への
育成を念頭に置いた仕組みや

制度等の用意があるため、高
校時代における出身学科や関
連したアルバイト等その職種
に結びつく経験が必ずしも求
められるとは限らないのも特
徴だ。例えば、男女ともに就
職者の多い生産工程従事者
は、言葉が持つ響きや先入観
などから、工業高校出身者が
就職するイメージを持つ人が
少なからずいるようだが、実
際はそれだけではなく、例え
ば、普通科高校の出身者も受
け入れている企業も多い。も
ちろん、基礎的な内容を高校
時代に学んだ経験や習得した
技術・知識が、入社後に活き
る場面はあるだろうが、その
経験がないからといってあき
らめる必要は全くないはず
だ。「いまの自分ができそう
なこと」に範囲を限定するの
ではなく、「やってみたいこ
と」や「興味・関心があるこ
と」に挑戦する姿勢を大切に
することでキャリアデザイン
の新たな地平を切り開く可能
性は高まるだろう。
　「何をしている会社でどの
ように活躍したいのか」をイ
メージした上で、後悔のない
就職を実現したい。そのため
にも、まずは、職業理解を深
める必要があるだろう。

職種を理解する 職種を理解する6 7キャリア＆就職支援ジャーナル 高等学校版 キャリア＆就職支援ジャーナル 高等学校版
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「職業」を理解して自分の進路を考える 広く〝知る〞ことが未来の可能性に直結する
［前編］［前編］

職 業
探 究

●日本標準職業分類との違い
　本特集で示した厚生労働省の「職業分類」は、公共職業安定機関（ハ
ローワーク）を経由する「職業紹介事業」や労働者の募集等に共通
して用いられている。
　大分類項目及び中分類項目は、よく耳にする総務省の「日本標準
職業分類」の「大分類項目」及び「中分類項目」と一致しているが、
その反面「小分類項目」は、原則として日本標準職業分類の小分類
項目に準拠しているものの、職業紹介業務における必要性を考慮し
て項目が補正されていることには注意が必要だ。
　さらに、「細分類項目」は、職務の類似性、職業紹介業務におけ
る求人・求職の取扱件数などを考慮してその上位の小分類を細分化
したものだ。これは、厚生労働省の「職業分類」に固有のものであっ
て、職業紹介業務等に使いやすいものとなるよう、公共職業安定機
関の求人・求職取扱い状況の利用実態を見て設定されている。
　「日本標準職業分類」は統計法に基づく統計の結果を表示するた
めの分類であり、個々の職業を認定するものではない。

厚生労働省編「職業分類」が改定、令和5年から適用
　「厚生労働省編職業分類」が令和4年4月14日に新しく改

定された。この「職業分類」はこれまで、平成23年に改定（第4

回改定）されたものが使用されてきた。しかし、改定当時からすでに10

年以上が経過し、この間、社会経済情勢の変容に伴う産業構造、職業構造

の変革に対応する必要性から、改められることとなった。しかし、「職業

分類」が改定されたとはいっても、システム等の改修を要するため、実際

にハローワークにおいて活用・運用されるのは、令和5年3月からの予
定となっていることには一定の留意が必要だろう。

　なお、高校新卒予定者で、かつ就職志望者は、そうした「業種」や「職業」

などを含む「企業情報」は高校を経由して提供されるのが大原則になっ

ており、またその企業情報はハローワークの確認を経て「受理番号」を得

なければ、高校に求人票を送ったり持参したり、あるいは郵送したりす

ることができないのがルールとなっていることも再認識しておこう。

Topics



株式会社有賀園ゴルフ

　当社が目指すのは、お客
様にとっての「ゴルフライ
フのパートナー」であり続
けることです。お客様のゴ
ルフに関する知識やレベル
に応じた接客が必要となり
ます。〝ゴルフのことで困っ
たら有賀園ゴルフへ〞と、お

客様に思っていただけるよ
う、スタッフ全員が「プロ販
売員」としてあらゆるリクエ
ストにご対応いたします。

〒370-0854 群馬県高崎市下之城町300-1
TEL  027-328-1299
URL https://www.arigaen.co.jp/

ゴルフライフのパートナー

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  ゴルフ用品販売、ゴルフ会員権
販売、店舗開発、不動産賃貸管理

●設　　立 1962年（昭和37年）
●資 本 金 48,000,000円
●従業員数 290人

いすゞ自動車株式会社

　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

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/

車づくりを通して社会を支える仕事

会社の強み・社風

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

株式
会社キユーソーエルプラン

　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

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/

日本の食品物流を支える

会社の強み・社風

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

 株式会社丸和運輸機関

　創業以来黒字経営で10年以上過
去最高益を更新しており、安定性は抜
群です！成長の秘訣は生活に密着し
た【ネット通販・食品・医薬・生活用品】
等を取り扱い、モノを運ぶだけではな
く、運ぶ「効率的な仕組みを創る」仕事
を展開しています。教育制度も充実し
ており、成長を後押しします。2022年

10月1日より、AZ-COM丸和ホール
ディングス（株）【東証プライム市場】
設立に伴い、（株）丸和運輸機関も新
体制となり成長を続けていきます。

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

丸和の強みは『一体感』

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  3PL事業、EC事業（ネット通販）、食品物流
事業（スーパーマーケット）、運輸・宅配事業

●設　　立 1973年（昭和48年）
●資 本 金 3億5,000万円
●従業員数 14,654人

株式会社ウェルビーイング

　介護を取り巻くサービ
スは、多様に変化していま
す。住み慣れたご自宅での
生活を重視する「小規模多
機能ホーム」や「デイサービ
ス」、認知症の方があたた
かで家庭的な雰囲気の中
で生活できるように支援す

る「グループホーム」など、
利用者のみなさまの希望
や状況に合わせたさまざま
な支援を提供しています。

〒410-0022 静岡県沼津市大岡2262-4
TEL  055-926-1800
URL http://w-being.jp/

その人らしく生きて、共に歩んでいく

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  利用者のニーズに合わせた高齢
者福祉事業を展開

●設　　立 平成16年（2004年）
●資 本 金 10,000,000円
●従業員数 270人

関東・関東・
首都圏首都圏

力・指導のもと、茶摘みか
ら萎

い

凋
ちょう

、揉
じゅう

捻
ねん

、発酵などの
一連の流れを生徒がすべて
行う。また、茶製造にとど
まらず、製造過程で欠かす
ことができない発酵機を設
計・製作し、大量生産にも
対応しようとしている。
　製造した紅茶は、完成す
るたびにパッケージデザイ
ンを変更し、学校説明会や
文化祭などの校内行事で配
布または試飲を行ってお
り、好評だ。

学校をピーアールする活動
生徒が茶摘みから発酵まで
　埼玉県立狭山工業高校で
は、広報活動の一環として
「狭紅茶プロジェクト」を
立ち上げた。平成 29 年度
から、電子機械科の「課題
研究」という科目内で「狭
紅茶イベント班」を発足し、
3年次生徒が活動を進めて
いる。現在は、有限会社東
阜 横田園（埼玉県狭山市、
横田泰宏代表取締役）の協

地元企業と協力し商品開発
第 6 次産業化も視野に
　茶栽培という第1次産業
を高校生の活動を通して第
6次産業化することにも取
り組んでいる。例えば、狭
紅茶を使用した新商品の開
発だ。これまでに、「狭紅
茶ようかん」や「狭紅茶ア
イス」、「狭紅茶サーターア
ンダギー」など、さまざま
な商品を試作し、販売して
きた。
　さらに地球社会の国際目
標「SDGs」を意識した取
り組みとして、茶ガラの再
利用方法の検討や特別支援
学校との共同活動なども進
めている。
　このような取り組みを通
して、生徒たちは地域住民
との交流を深めている。積
極的にコミュニケーション
を図り、大人との会話の中
でも物おじせずに、イキイ
キとした表情を見せるほど
に成長した。また、この経
験が、さまざまなイベント
やボランティア活動に参加

する契機にもつながった。
地元企業をはじめ、保護者
や OB・OG、地元中学校
の PTAなどと交流を重ね
ることができ、狭紅茶プロ
ジェクト発足の端緒ともな
った広報活動にも大きく貢
献。同時に地元に対する関
心を深めることにもつなが
ったようだ。

外部コンクールにも積極応募
躍動する生徒たちの成長
　「狭紅茶」は、これまで「埼
玉県キャリア教育実践アワ
ード」において、優秀賞を
受賞するなど、存在感を高
めてきた。令和3年度には、
フランスのパリで開催され
る 日 本 茶 コ ン ク ー ル
「Japanese TEA Selection 

Paris」に 2 品種を出展す
るなど、国内にとどまらず、
世界を視野に入れた展開に
踏み出している。
　そのほか、「狭紅茶」を
手軽に楽しめるように、オ
リジナルペットボトルの製
作を検討するなど、知名度
を向上させるべく、目下試
行錯誤中だ。
　プロジェクト担当のある
教員は、「3 年次での取り
組みのため、毎年生徒が入
れ替わり、スキルや理解度
をそのたびごとに高めてい
くのが大変でした。しかし、
活動を通し、学校の授業で
はなかなか見せないイキイ
キとした表情を見ることが
でき、嬉しくもありました」
と、生徒の成長を誇らしげ
に話す。

個々の生徒の目標を実現す
べく、的確なカリキュラム
が展開されている。
　特に注目したいのは、ア
カデミックフロンティアコ
ースだ。「アントレプレナ
ーシップ（創造力・起業力）」
を養うために、「創り出す
能力」を育成する教育プロ
グラムを取り入れている。
具体的には、1年次に「企

　「健康と信用は最高の宝
である」を建学の精神に掲
げる日本体育大学柏高等学
校（千葉県柏市、氷海正行
校長）は、文武両道を追求
し、〝スポーツが活発な進
学校〞の体現を目指してき
た。「アカデミックフロン
ティア」「アドバンストラ
ーニング」「アスリート」
の 3コースを設けており、

業インターンシップ」、2
年次に大学・企業と連携し
て「ゼミ活動」に取り組む
ほか、集会企画や広報活動
などを通して、起業力を醸
成していくイメージだ。
　新学期早々の 4月 13 日
には、令和 4 年度第 1 回
目の取り組みとして、「経
営の問題はどうしたら解け
るのか？」をテーマとする

ディスカッションが実施さ
れたばかりだ。
　このプログラムは、名古
屋商科大学（愛知県日進市）
ビジネススクールの修了生
ネットワークの一つである
エフェクチュエーションネ
ットワークと柏商工会議所
青年部、そして日体大柏高
校の三者が連携して行われ
る。今後 1年間にわたって
展開される予定といい、例
えば、生徒が商工会議所青
年部に所属する企業を現地
訪問し、企業内の課題解決
に取り組むことなども計画
されているという。

　新型コロナウイルス感染
症の感染拡大や激変する国
際情勢などもあり、ビジネ
ス現場で求められる能力の
一つとして、アントレプレ
ナーシップに対する注目度
はこれまで以上に高まって
いる。どのような「アント
レプレナー」が輩出される
のか。いまから楽しみだ。

第6次産業化に向けた商品開発第6次産業化に向けた商品開発仲間と意見を交換し完成を手繰り寄せる仲間と意見を交換し完成を手繰り寄せる

地元企業とのやり取りが感覚を磨く地元企業とのやり取りが感覚を磨く生徒の手によるパッケージデザイン生徒の手によるパッケージデザイン

突撃！ プロジェクト参加生徒に聞いてみた！

外部機関とのつながりが「アント外部機関とのつながりが「アント
レプレナーシップ」を醸成するレプレナーシップ」を醸成する

　おもしろいことに挑戦
できる班を探していたと
ころ、「狭紅茶プロジェ
クト」を知り、参加を決めました。ま
だ授業は2回目ですが、地元・狭山に
貢献していきたい！ また、企業の方と
のやり取りも生じるため、しっかりとプ
ロジェクトの経験を活かして、自分の
成長につなげていこうと思います。

　入学以前から「狭紅
茶プロジェクト」を知っ
ていて、これに参加す
るために電子機械科に入学しました。
班の仲間と協力して一つの商品を作
れることをとても楽しみにしています。
プロジェクト活動を広げていくために
も、海外交流などにも積極的に挑戦
していきたいと考えています。

埼玉県立埼玉県立
狭山工業狭山工業
高等学校高等学校

日本体育大学
柏高等学校柏高等学校

「狭紅茶プロジェクト」を通して地元企業と連携「狭紅茶プロジェクト」を通して地元企業と連携
学校の魅力を伝える多様な商品を開発学校の魅力を伝える多様な商品を開発

日本体育大学日本体育大学アントレプレナーシップ養成プログラムアントレプレナーシップ養成プログラム
ビジネス現場の課題解決策を考案ビジネス現場の課題解決策を考案

　埼玉県立狭山工業高等学校（埼玉県狭山市、小玉佳也校長）では、
電子機械科の課題研究の一環として、平成 29 年度から「狭紅茶」
に関するプロジェクトに取り組んでいる。ここでは「狭紅茶プロジェ
クト」を通した商品開発を中心に、国内・外を問わず挑戦している
外部機関によるコンクールなどへの構えにも迫る。

Aさん Bさん

狭紅茶狭紅茶プロジェクト
アントレアントレプレナープレナーシップ
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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）

株式会社ライジング

　当社はプリント基板の実装
作業や精密機器の組み立てを
行う会社です。三重県に明和・
松阪工場があり、男女問わず
全員が活躍しております。育児
休業期間延長制度や休業明け
の同部署での復職はもちろん、
短時間勤務の取得もでき、復

職率は100％です。従業員の
意見を積極的に取り入れ、働き
やすい職場から「やり甲斐のあ
る職場」へ成長する企業です。

〒515-0311 三重県多気郡明和町平尾481-6
TEL  0596-52-2158
URL http://www.rising-jpn.co.jp

世界一の製造の黒子を目指して

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業 EMS・ODM事業、精密機器の生産加工業務、音
響機器・通信機器の開発・設計および製造販売

●設　　立 1952年（昭和27年）
●資 本 金 80,000,000円
●従業員数 327人

株式
会社グリーンテック

　「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
心を届けたい」という
想いで全国に42拠点
を展開し活躍していま

す。研修や教育に力を
入れており、資格取得
支援等のバックアップ
もあります。

〒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

品質を守る最後の砦

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  品質サポート事業
●設　　立 平成8年（1996年）
●資 本 金 50,000,000円
●従業員数 3,069人

株式
会社オークワ東海事業所

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
チェーンストアです。
「近畿エリア」と「東
海エリア」でシェアを

拡大し、それぞれのエ
リア特性にあわせた食
文化・サービス・利便
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/

商業を通じて地域社会に貢献する

会社の強み・社風

会
社
情
報

●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

ラッキーホールディングス株式会社

　全国に理・美容室直営38店
舗を運営・経営をしており、幅広
い年齢層のスタッフが、元気に
楽しく和気あいあいと働いてい
ます。
　入社後は、理・美容師補助作
業に従事しながら理容師と美容
師のW免許取得を目指し、通信

制理・美容学校に通いながら勤
務が可能。寮を完全配備してい
るため、安心して一人暮らしをス
タートさせることができます。

〒462-0825 名古屋市北区大曽根3-13-31
TEL  052-911-3841
URL http://lucky-salon.com

コロナ禍でも安定企業です

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  理容業・美容業の運営や経営
●設　　立 2006年（平成18年）
●資 本 金 5,000,000円
●従業員数 380人

　岐阜県恵那市は、労働人
口が減少しており、高校新
卒者のような若い人材が労
働力として期待され、現に
重宝されています。それば
かりではありませんが、少
なくとも、就職志望生徒の
受け皿がなくなってしまう
のではないかという懸念が
極めて少ないことは大きな
メリットの一つでしょう。
　しかし、令和 3年度に本
校に寄せられた求人の数
は、令和元年度と比較する
と大幅に減少した現状があ
り、生徒の選択肢は狭まっ
ている印象があります。
　顕著だったのは介護職を

除くサービス系の職種で
す。事務関連の求人も大き
く減りました。一方、販売
や生産系には大きな変化が
見られませんでした。
　新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の影響によ
り、企業説明会や工場見学
の機会が著しく減少し、生
徒が企業情報を得にくい状
況が続いています。主体的
に進路探究に取り組む生徒
とそうではない生徒の間で
進路に対するモチベーショ
ンに格差が生じている状況
を何とかしたいのです。
　特に、今春 3年次に進級
した生徒は、新型コロナ禍

の社会状況のもと入学して
きたため、文化祭など数多
くの学校行事の中止を経験
しています。学校生活を通
して自分自身の能力を見つ
ける貴重な機会が奪われ、
自己分析を十分に行うこと
ができずに苦戦している生
徒の姿が見受けられます。
　今後は、以前と同様、学
校生活を通して生徒が自分
自身と向き合うことのでき
る機会を増やすなど、全力
でサポートしていきます。

進路情報研究センター・
ライセンスアカデミー名古
屋支社（名古屋）は、新学
期を目前に控えたこの 3
月、「オープンカンパニー」
を開催した。
　オープンカンパニーと
は、大学や専門学校などが
実施する「オープンキャン
パス」の企業版のこと。今
回、愛知県内の就職志望生
徒を対象に、物流・建設・
美容業界などから 25 社が
受け入れ企業として参加。
14 日から 31 日までの開催

期間中に 58 人の生徒が見
学に訪れた。
　通常の見学会やインター
ンシップでは、業務上の都
合などから受け入れが難し
い企業が少なくなく、実施
できるところが限定されが
ちだ。受け入れに柔軟な製
造業に偏ることが多く、業
種を比較することが難しい
のだという。
　オープンカンパニーは一
日で終わるため、企業側に
とっても拘束される時間が
少ない。そのためこれまで
受け入れが難しいとしてい
た業界でも受け入れが実現
した。
　参加した生徒からは「イ
メージをつかむことができ
選択肢が増えた」などの意
見が寄せられた。

高校生向けの企業見学企画高校生向けの企業見学企画
「オープンカンパニー」開催「オープンカンパニー」開催

各企業の担当者による生徒へのて各企業の担当者による生徒へのて
いねいな説明が好評を博したいねいな説明が好評を博した

進路進路
イベントイベント

進
路
指
導
主
事

柴
田
学
教
諭

東海・東海・
北陸北陸
石川県立石川県立
寺井高等学校

岐阜県立岐阜県立

　石川県立寺井高等学校（石川県能美市、河内聡一郎校長）は、能
美市に所在する唯一の総合高校だ。「目的意識」「自主性」「客観性」
の三つを柱に掲げ、生徒の志望する進路の実現に力点を置いている。
寺井高校が推進する取り組みに焦点を当てる。

　岐阜県立恵那南高等学校（岐阜県恵那市）では、生徒一人ひとり
が夢や目標を持つことを大切にし、バランスのとれた心豊かな地域
社会人を育成している。進路指導主事の小栗優来教諭を訪ね、現在
の就職環境を中心に、生徒の様子をうかがった。

地域社会を担う若い人材を育成地域社会を担う若い人材を育成
学校生活を起点とする自己分析学校生活を起点とする自己分析

独自QRコード独自QRコードシステムのシステムの運用
学校生活学校生活で培う客観的視点

9
http://seichoukigyou.com/2015年7月1日（水）

東海・北陸

https://daigakushinbun.com/
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社会と人間」では、生徒が
自分自身を客観視しながら
将来のキャリアプランを考
え、そこから自分の希望に
合致する職種を具体的に絞
り込んでいく。
　職種を絞り込んだ後は、
「希望する職種に就くため
にはどのような資格が必要
か」「その資格は高校在学
中に取得が可能なのか」な
ど、次のステップに向けて
考えていく。
　高校在籍中に必要な資格
が取得できない場合は、大
学や専門学校への進学を視
野に入れる必要があること

「就職」「進学」を縛らない指導
時間をかけて生徒の視野を広げる
　高校卒業後の進路は、大
きく「進学」と「就職」に分
かれるが、そのいずれかに
一面的に偏ったり特化した
りすることなく、生徒が志
望する進路実現に向けた学
習に取り組むことができる
のが寺井高校の特徴だ。現
に、卒業後の進路として進
学者と就職者がほぼ半数と
拮抗しており、希望に沿っ
た柔軟な対応がなされてい
ることがうかがえる。
　1 年次の総合科目「産業

など、就職だけにとらわれ
ずに、さまざまな選択肢の
存在を生徒自身に気づかせ
ることを狙う。
　「進学」なのか「就職」な
のか、方向性が定まってい
る・いないに関わらず、全
生徒に大学・専門学校のオ
ープンキャンパスや高校新
卒者を採用する企業の会社
見学などに参加する機会を
設ける。2年次にはインタ
ーンシップに参加させ、目
指す進路とのミスマッチを
防ぐ。
　1・2 年次を通して自分
自身としっかりと向き合う
ことで、3年次までに、卒
業後どのような分野で活躍
したいのかイメージをより
鮮明に描き出していく。

保護者と状況を共有できる
デジタルツール活用の指導
　これまで寺井高校は、生
徒がいつでも求人票を閲覧
できるように特定の教室に
常置したり、保護者用の求
人票の一覧を紙ベースで配
布したりしていた。保護者
にはその一覧の中から気に
なる企業にマーキングして
もらい、後日当該企業の求
人票を手渡すという流れを
作っていたのだという。
　企業研究により取り組み
やすい環境を整備するため
に、QRコードを読み取っ
て生徒がスマートフォンか
ら求人票を確認できるシス
テムを 3 年前から導入。
QRコードから企業のペー
ジにアクセスすると、求人
票はもちろん、会社案内も
読むことが可能だ。
　進路指導主事・柴田学教
諭は、「QR コードを導入

してから保護者と一緒に企
業研究をする生徒が増えた
印象があります。その結果、
生徒と保護者間において意
見の不一致を減らすことが
できたようです」と、この
仕組みに自信をにじませ
る。「隙間時間で企業研究
ができるようになったこと
で、自主的に取り組む生徒
が増えました」と、生徒に
良い影響が出てきたことを
明かした。
　今後はQRコードの機能
向上だけではなく、保護者
と生徒が一緒に企業の説明
が受けられるイベントの開
催を検討していくという。

3年間を通して自分自身を客観視3年間を通して自分自身を客観視
キャリアプランを具体化する進路指導キャリアプランを具体化する進路指導



　私たちは、大手制御機器メーカー
の製品を取り扱い、地球温暖化の防
止に努めながら空気や水などをコン
トロールし、温度・湿度・室圧の管
理などを行うことで、施設内の環境

を整えて快適な空間を提供できるよう日々努力していま
す。技術力を結集させた高品質なサービスとフレキシブル
な対応で、お客様との信頼関係を築いていきます。

会社の強み・社風

 株式会社綜合電装

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-3-26
TEL  06-6379-7565　URL http://www.k-soden.co.jp/

支店・出張所
東京支店（東京都大田区）　　若狭小浜出張所（福井県小浜市）　　愛媛八幡浜出張所（愛媛県八幡市）
姫路出張所（新設予定）

快適な環境づくりは私たちの大きな目的です

会
社
情
報

●基幹事業  空調・電気設備に付随している「自動制御機
器」の販売・工事・保守調整

●代 表 者 髙藤 俊信
●設　　立 1998年（平成10年）
●資 本 金 40,000,000円
●従業員数 45人

問
合
せ

備
　
考

入社後3年間を目安に仕事の手順や技術・知識
などを習得していきます。経験を積んだ後には、
現場管理者としての業務を行っていただきます。

キ
ャ
リ
ア

ス
テ
ッ
プ

先輩からのメッセージ仕事紹介

　主にビルや商業施
設などにある空調自動
制御機器や中央監視
装置のメンテナンス・
調整を行っています。さ
まざまな種類の機器を
扱うので、仕事の数を

こなしていくごとに専
門的な知識や経験が身
につき、自分で成長を
実感できるのがこの仕
事の魅力です。また、上
司や先輩方とも話しや
すく楽しい職場です。

　空調自動制御システムおよび中
央監視システムの「メンテナンス・
調整業務」や建築物の工事設計・施
工図作成・工程管理・品質管理等を
行う「工事設計・施工管理業務」、空

調自動制御機器や中央監視装置・
制御盤の「営業・販売・システム設
計」。そのほか、各種発電所やアグリ
プラントなどの計装設備の「点検・
調整・修繕業務」を行っています。

忠津 和輝さん
ソリューション事業部
システム技術部
フィールド技術課
入社4年目

自らを研鑽し高品質なサービスを提供
顧客との信頼関係を築いていく

になって欲しいと思いま
す。そのため当社では、入
社後は実際に業務に携わり
ながら、快適に過ごせる環
境の管理・施工・維持がで
きるようしっかりと指導
し、〝学びの場〞 というも
のを十分に意識しながら新
卒社員を育てていきます。

不 況 に も 強 い 安 定 業 界
幅広い連携による多様な業務
　新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）の影響も
あり、空気環境の重要性が
より一層高まりました。新
鮮な空気を外から取り入れ
て、常に循環させていく。
これも、当社で行う仕事の
一つです。私たちは人々が
快適に暮らすために日々努
力を続けています。専門性
を伴う職種のため、知識・
技術を習得すれば、自分は
もちろん、将来家庭を持っ
た時にも安定した生活を送
ることができるでしょう。
不況に強いのもアドバンテ
ージです。
令和 5 年 4 月 13 日から
大阪市で開催される「2025
年日本国際博覧会（大阪・
関西万博）」においても当
社はその建設に携わってい
ます。大阪の建設物は一部
老朽化が進んでいることも
あり、万博開催までの補修
が強く望まれています。
　そして、万博終了後には
また別の建物の補修を行い
ます。仮に、どのように立
派な造りの建物でも、どん

快適な施設環境を実現
社員の成長意欲を高める
　例えば、公共の図書館や
各種商業施設をはじめ、あ
らゆる建築物には空調 ･熱
源 ･電気 ･衛生などのさま
ざまな設備が備わっていま
す。私たち株式会社綜合電
装では、その中でも特に、
温度・湿度等をコントロー
ルし、快適な環境を実現す
ることを目的とする「自動
制御装置」や機械設備・受
変電設備の状態を監視し、
各種計測値・計量値を一元
的に制御監視するための
「中央監視装置」を取り扱
っています。
また、自動制御装置や中
央監視装置の各種システム
が最適かつ効率良く機能し
ているかどうかについて、
測定器などを用いて点検・
整備を行う「メンテナンス
業務」と、制御機器のセッ
トアップを行い制御対象の
設備の性能を十分に発揮さ
せて省エネルギー化を実現
できるようにチューニング
する「調整業務」も行って
います。
　これから社会に出る若者
には、今度は自分たちが快
適な環境を提供できる人材

なにていねいに部品・機器
を使用していたとしても、
時間の経過に伴って劣化・
老朽化は進み、避けられま
せん。建物の補修に加えて
安価かつエネルギー効率の
良い機械への修復工事も当
社の業務フィールドです。
近年、「食の安全と安定

供給」に対する関心が高ま
っている社会的背景を受
け、当社では次世代につな
がる新しい農業の一つであ
る「アグリプラント」の施
工・保守管理や再生可能エ
ネルギーである太陽光発電
のメンテナンス、各野菜工
場との共同研究・開発など
の事業を幅広く展開してい
ます。
　現在は、わずかなエネル
ギー量で快適な環境づくり
に資する、例えば国際社会
共通の目標「SDGs」など
に貢献できる事業への進
出・展開を模索中です。

挑戦する意欲が大事
日々の頑張りが道を拓く
当社が高校新卒者に望む
人物像は、やる気があって
素直な人。昨今、技術の進
歩が著しいこともあるた
め、挑戦意欲も持ち合わせ
ていると良いでしょう。加
えて、高校時代に自分なり
に頑張った経験があれば、
入社後も目標達成に向けて
より一層努力できるのでは
ないでしょうか。入社後の
慣れない環境下でまずは頑
張ってついてきて欲しいと
思います。
配属後にギャップを抱
き、所属部署や業務内容が
肌に合わないと感じる方が
少なからずいるかもしれま

せん。でも、野菜部門や営
業部門、経理部門、製造部
門などへの配置転換など、
一つの部署にとどまらず多
様な事業に携わっていただ
くことが可能です。会社内
で数多くの経験を積むこと
ができるのも当社の魅力の
一つです。
　経験を積み重ねていただ
き、最終的には一人で現場
をお任せします。一人で電
気設備と向き合うことにな
るため、日々の業務を通し

て自分なりのスキルを習得
していただくなど、本人の
強い意思が大事です。頑張
ることで、必ず活躍できる
道が見えてくるでしょう。
また、高校生のみなさん
がこれまで大人と接した経
験は、学校の先生がほとん
どだったかもしれません。
当社は社員間の年齢層が幅
広いため、入社いただいた
際には年代を問わずコミュ
ニケーションを図っていた
だければと思います。

施 設 等 の 利 用 者 な ど に 快 適 な 室 内 環 境 を 提 供施 設 等 の 利 用 者 な ど に 快 適 な 室 内 環 境 を 提 供
業 務 に 対 す る 社 員 の「挑 戦 意 欲 」を か き 立 て る業 務 に 対 す る 社 員 の「挑 戦 意 欲 」を か き 立 て る

株式会社株式会社
綜合電装綜合電装

　株式会社綜合電装（本社・大阪市、髙藤俊信代表取締役社長）は、
施設等利用者に快適な空間を提供するべく各種プラントの調整およ
び保守点検・修繕工事を中心とする幅広い事業を展開している。
　営業管理部長・櫻井さゆみ氏を訪ね、業務内容や会社の魅力につ
いてお話をうかがった。

会社見学で社内の雰囲気をつかむ

一人で抱え込まず先生に相談を

　実際に現場に行き、先輩社
員の仕事を実際に見たり聞い
たりしながら仕事を覚えてい
ます。高校時代、将来は県外
就職を考えていました。また、
地域を大阪に絞っていくと、
先生が綜合電装社の求人票を
見せてくれました。応募前に
は会社見学にも参加し、社内
の雰囲気が良かったため入社
を決めました。
　入社から約一カ月が経過し
ましたが、さまざまな現場に
行くことができて毎日楽しく
仕事に取り組めています。そ
して、高校生の時よりも、生

　先輩社員に指導を受けなが
ら日々の業務に取り組んでい
ます。未経験からのスタート
だったため、高所における作
業などで大変だと感じる場面
が少なくありませんでした
が、その反面、さまざまな現
場に行くことができ、充実し
た毎日を過ごしています。
　工業高校時代、就職活動に
悩んで先生に相談すると、綜
合電装社を薦めてくれまし
た。もちろん、さまざまな現
場に行けることも大きな魅力
で、入社を決めました。また、
自宅から会社までの距離が短

活リズムが整ったように思い
ます。
　高校を卒業してから入社ま
でには少し時間がありますの
で、例えば、Excel やWord
のスキルを身につけることが
できたら、入社後にきっと役
に立つと思います。

いことも、決め手の一つとな
りました。
慣れない就職活動に当た

り、大変なこともあるかもし
れませんが、先生は親身にな
ってくれます。絶対に一人で
抱え込まず、相談するように
しましょう。

日
星
高
等
学
校
出
身

大
迫
龍
哉
氏

大
阪
市
立
東
淀
工
業
高
等
学
校
出
身

吉
見
遥
希
氏

営
業
管
理
部
長

櫻
井
さ
ゆ
み
氏

近 畿近 畿・・
中 国中 国・・
四 国四 国

近畿・中国・四国

安定した堅実業界
成長＆成長＆挑戦挑戦意欲
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新しい授業として「総合的な探究の時間」が設けられ、高校生のみなさんには自分で課題を発見

し、解決していく力が求められています。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」の学びを指南します。

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―。

情報の整理・分析や自身の活動
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。本誌
に柔軟に書き込むことで、より効
果的な探究活動が期待できます。

▲定価660円［本体600円］
最 新 刊

2023

探究探究探究
へのへの導き導き

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

お問い
合わせ

 株式会社ヤマサキ

　当社は、鉄を生み
出すための設備を造
る「築炉」という事業
を行っています。寸分
の狂いもなくレンガを
積み上げ、鉄をも溶
かす超高温に耐えら
れる設備を築き上げ

る仕事です。明治8
年の創業から続くこの
技術を、今後も未来
へつなげていきます。

〒837-0911 福岡県大牟田市大字橘11
TEL  0944-58-1366
URL https://www.yamasaki-grp.co.jp/

ニーズに応えた炉づくり

会社の強み・社風

会
社
情
報

●基幹事業  プラント・エンジニアリング、鉄
鋼、設備・設備工事関連　など

●設　　立 1969年（昭和44年）
●資 本 金 45,000,000円
●従業員数 547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

キャリア教育支援協議会
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の夢の実現に向けて、自ら
学び、考え、行動できる力
を育むと共に、個性の伸長
につながる教育活動を実践
しているのが特徴だ。
　同校は、自治体や関係団
体等との連携による探究的
な学びを通して、持続可能
な地域社会づくりに資する
人材の育成を目指す「クリ
エイトハイスクール」、お
よび国際社会で通用する能
力やグローバルな視点を持
ちつつ、地域社会の活性化
や発展に貢献できる人材の
育成を目指す「スーパーグ
ローカルハイスクール」

●二つの指定を受ける特色ある学び
　甲佐高校が設置するの
は、普通科・普通科福祉教
養コース・ビジネス情報科
の 3学科・コースだ。開校
以来 1万 5,000人を超える
有為な人材を社会に輩出し
てきた。「夢実現～百見は
一験に如かず～」を教育目
標に掲げ、生徒一人ひとり

（SGLH）の二つの指定を
受けており、甲佐町をはじ
めとする地域と連携した学
習や体験活動にも注力して
いる。

●正課として仕事の現場実習に参加
　甲佐高校が推し進める多
彩な取り組みの中でも、ひ
と際注目を集めているのが
「地域連携型交流学習」（長
期インターンシップ）だ。
これは、ビジネス情報科の
3 年次生徒が毎週木曜日
に、近隣の地元企業等で 6
～ 8時間程度の現場実習を
行うというもの。当日は基
本的に直行・直帰のスタイ
ルで、4～12月末までの約
9カ月間で合計 15 ～ 20 回
程度の現場実習が行われ

る。授業の一環
として実施され
るため、修了者
には所定の単位
が認定される。
　新卒で入社し
たにも関わら
ず、就職後すぐ
に退職してしま
う若者の早期離
職が社会問題化している現
在、企業の中で本物の業務
を、仮に一部であっても実
際に体験することは、仕事
や職業に対する理解を深め
たり、キャリア意識を醸成
したりすることに直結させ
ることが期待できる。実社
会で円満な人間関係を築く
際に必要不可欠なコミュニ
ケーション能力やビジネス
マナーも身につき、〝社会適
応力〞を自然と育むことが
できるのも心強い。
　例年、企業に出向く前に
は出発式が行われ、校長を

中心とする教員たちから激
励のメッセージが送られ
る。その場面で生徒たちは
「自分の進路につなげる活
動にしたい」「指示される
前に自分から気づけるよう
になりたい」「人づき合い
が苦手なところを克服した
い」など、一人ひとりが誓
いの言葉を述べてからイン
ターンシップに臨む。
　「地域連携型交流学習」
が参加生徒たちの将来のキ
ャリアパスや人生に資する
経験となることに大きな期
待が寄せられている。

安全安全・・安心で、旬と鮮度にこだわった安心で、旬と鮮度にこだわった
美味しい水産食品を消費者に届ける美味しい水産食品を消費者に届ける

調達から原料・製品の保管
流通まで一貫体制を敷いて
いるのが強みです。そして、
漁船などへ石油燃料を提供
する「石油事業」も手がけ
ており、合計五つの事業部
門を擁する総合的な水産事
業を展開する企業として成
長を続けてきました。
　取り扱い商品は、大手回
転すしチェーン店やコンビ

●全国各地に水産商品を流通
　当社は佐賀県と長崎県に
拠点を構える総合水産企業
です。
　主に、マグロ・マダイ等
を育てる「養殖事業」と魚
介類を加工する「食品事業」
の二つを基幹事業とし、こ
れに加えて、「冷凍冷蔵事
業」と「飼料事業」も展開
しています。鮮魚・飼料の

ニエンス・ストア、生活協
同組合、スーパーマーケッ
ト・量販店など、全国各地
で販売されています。

●顧客の「美味しい」がやりがい
　当社の仕事は自然や生き
ものを相手にしますので、
必然的に自然界や食品業界
の変化を常に注視しつつ、
時には臨機応変に対応でき
る力が求められます。
　育てた魚や食品が消費者
のみなさまに「美味しい」
と言っていただけた時に
は、大きな達成感を味わう
ことができます。安全・安
心な食材を飲食店や一般家
庭の食卓に届けるのはイメ
ージする以上に容易なこと
ではありませんが、鮮度保
持を最優先に、社員全員が

とになります。昇進に関し
ては学歴は関係なく、日々
の業務に対する姿勢や資格
の取得などによって、新規
大学卒業社員と同様のキャ
リアアップを果たすことが
可能です。
社員たちに接している
と、魚釣りが好きだったり、
食べることが好きだったり
する人が少なくありませ
ん。「魚」「食」「海」とい
ったキーワードに興味・関
心のある方は、当社の仕事
にきっとやりがいを感じて
いただけるはずです。

日本の魚食文化
を支えていくと
の気概を持って
臨んでいます。
　求める人材像
は、素直さと正
直さを兼ね備
え、元気一杯で
あること。入社
後 1年間は新入
社員一人ひとり
に先輩社員がつき、着実に
知識・技術が身につくよう
にフォローを行っていま
す。また、若手社員も多数
在籍しているため、分から
ないことがあれば、気軽に
相談することができる環境
も魅力です。
　新規高校卒業社員につい
ては、給餌・潜水・操船な
どの養殖業務全般を担う
「養殖部」と工場内の製造
作業を行う「食品部」「冷
凍冷蔵部」「飼料部」のい
ずれかに配属され、キャリ
アをスタートさせていくこ

金子産業金子産業
株式会社株式会社

一貫体制を実現する充実の工場設備一貫体制を実現する充実の工場設備

　国内有数の大手水産企業である日本水産株式会社（ニッスイ、本社東京・
港区）のグループ企業・金子産業株式会社（本社佐賀・唐津市、木村知己
代表取締役社長）は、新鮮で美味しい水産物を全国の食卓へと届けている。
管理部総務経理課の山部敦史氏に、同社の特徴や求める人材像をうかがった。

金子産業社による水産食品の数々金子産業社による水産食品の数々

社員一人ひとりを大切に育成するのがモットー社員一人ひとりを大切に育成するのがモットー

企業の現場を踏みキャリアデザインを描き出す企業の現場を踏みキャリアデザインを描き出す

甲佐町唯一の高校として期待を集める甲佐町唯一の高校として期待を集める

キャリア形成を支える「地域連携型交流学習」キャリア形成を支える「地域連携型交流学習」
「コミュニケーション能力」と「社会適応力」を醸成「コミュニケーション能力」と「社会適応力」を醸成

九州・沖縄

九州・九州・
沖縄沖縄
熊本県立熊本県立
甲佐高等学校甲佐高等学校

　令和2（2020）年に創立100周年を迎えた熊本県立甲佐高等学校（熊
本県上益城郡甲佐町、堀川丞美校長）。長い歴史と伝統に裏打ちされ
た学校としての特色と共に、地元経済界の企業等と連携した取り組み
「地域連携型交流学習」（長期インターンシップ）にスポットを当てる。
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分けられる。前期中等教育
は 3年間で、卒業者は前期
中等学校卒業証書が授与さ
れる。後期中等教育は後期
中等学校または中等技術学
校で 2年間行われる。中等
教育修了時には、全国共通
試験が実施され、合格者に
はマレーシア教育修了証が
授与される。
　高等教育については、大
学やカレッジ、ポリテクニ
クがある。大学には学士課
程（3-5 年制）のほか、学
卒ディプロマ（1 年制）、
修士課程（2年制）および
博士課程（3年制以上）が
あり、カレッジおよびポリ
テクニクには、中等教育修
了者を対象とする技術・職
業教育コース（1-3 年制）

マレーシアの教育システム
日本語学習者は増加傾向
　文部科学省によると、マ
レーシアの教育制度は初等
教育 6 年間、中等教育 5
年間（前期 3年、後期 2年）
の「6-5 制」となっている。
　初等教育は国民学校で行
われるが、マレーシアは多
民族国家であるため、マレ
ー語のほかに中国語または
インド系のタミール語で教
育を行う学校もある。
　中等教育は前期と後期に

が設けられている。
　国際交流基金（本部東京・
新宿区）が 2020 年の 6 月
に公表した「2018年度海外
日本語教育機関調査」によ
ると、マレーシアには 18
年度時点で 3万9,247人の
日本語学習者がおり、世界
の国・地域別で第 10 位と
なっている。15 年度に実施
された前回調査と比較する
と6,023人増加していた。
　同基金はその背景とし
て、中等教育では東方政策
の一環として 1984 年から
ブミプトラ（マレー人およ
びその他のマレーシア先住
民）の優秀な生徒を集めた
全寮制の学校において国際
語の選択科目として日本語
教育が開始されたこと、ま
た 05 年から全日制の学校
で選択科目として日本語の
授業が実施されているこ
と、そして 17 年からは日
本語カリキュラムと評価ス
タンダードに関する新シラ
バスが施行されていること
などを挙げている。また、
高等教育では中等教育修了
者を対象とする日本留学の
ための予備教育が四つの機
関で行われているほか、各
地の国立大学でも日本語教
育が行われており、前回調
査に比べてその数は増えつ
つある。加えて、民間の日
本語学校においては、ICT
を効果的に活用した授業を
行うところも出てきてお
り、社会人などが場所や時
間に縛られずに学習可能な
環境が整ってきたことなど
も学習者増加の要因になっ
ているという。

日本留学の情報を提供する
オンラインイベントが活況
　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 2 月
26・27 日の二日間、マレ
ーシアの若者を主な対象と
する「オンライン日本留学
フェア in マレーシア」を
開催した。
　世界的に蔓延している新
型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の影響を考慮
して、昨年に引き続きウェ
ブ会議サービス「Zoom」

を使用した。初日は仙台育
英学園高等学校（宮城県多
賀 城 市 ）、 学 校 法 人
NIPPON ACADEMY（群
馬県前橋市）、新富国際語
学院（千葉市）、学校法人
大原学園（東京都千代田）、
友ランゲージグループ（東
京都新宿区）、オイスカ浜
松国際高等学校（浜松市）、
京都外国語大学（京都市）、
神戸電子専門学校（神戸
市）、国際語学学院（同）、
専門学校穴吹ビジネスカレ
ッジ日本語学科（香川県高
松市）の全10校が参加。翌
27日は、初日に参加した
仙台育英学園高校、学校法
人NIPPON ACADEMY、
新富国際語学院、学校法人
大原学園、友ランゲージグ
ループ、京都外国語大、国
際語学学院の 7 校に加え
て、日本学生支援機構マレ
ーシア事務所（マレーシア・
クアラルンプール市）が参
加。初日は 137 人、二日
目は 98 人のアクセスがあ
り、担当者の説明の後には

参加者たちが積極的に質問
を投げかけるなど、オンラ
イン日本留学フェア in マ
レーシアは盛況のうちに幕
を閉じた。
　参加者に実施したアンケ
ート結果を見てみよう。参
加者の性別は初日が男性
42%、女性58%、二日目が
男性45%、女性55%と、両
日とも女性の参加者のほう
が多かった。また、年齢層に
ついては、 初日は 10 代
55%、20 代 28%、30 代
12%、40代5%、二日目につ
いては 10 代 49%、20 代
29%、30代 14%、40代 8%
と、若者はもちろん30代・
40代といった世代の参加
者も見受けられた。「説明会
をどこで知ったか」の設問
では、「SNS」が両日ともト
ップで、インターネットを
活用した周知方法が効果的
であることが分かった。
　次回のオンライン日本留
学フェア in マレーシアは、
8 月 20・21 日の二日間を
通して開催される予定だ。

「オンライン日本留学フェア」 アンケート集計結果

日本語学校の学費に関する説明日本語学校の学費に関する説明
では高い関心が寄せられていたでは高い関心が寄せられていた

日本学生支援機構マレーシア事務所の担当者による日本の高等教育の説明日本学生支援機構マレーシア事務所の担当者による日本の高等教育の説明

日本学生支援機構のサポート制度について詳しい紹介がなされた日本学生支援機構のサポート制度について詳しい紹介がなされた

新型コロナ回避でオンライン開催
日本留学に関心のある参加者多数

■興味を持っている分野（複数回答可）

■参加者の年齢層 ■希望進学先
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30代
12%

20代
28%

10代
55%

40代  5%

30代
14%

20代
29%

10代
49%

40代  8%

大学
34%

専門学校
18%

日本語学校
39%

博士 1%修士 8%

大学
26%

専門学校
19%

日本語学校
43%

博士 3%修士 9%
〈2月26日〉

〈2月27日〉

〈2月26日〉

〈2月27日〉

30代
12%

20代
28%

10代
55%

40代  5%

30代
14%

20代
29%

10代
49%

40代  8%

大学
34%

専門学校
18%

日本語学校
39%

博士 1%修士 8%

大学
26%

専門学校
19%

日本語学校
43%

博士 3%修士 9%

02060 4080（件） 0 20 40 60 80（件）

9

12

7

15

20

42

28

13

36

27

16

29

23

25

16

12

39

18

10

16

15

8

16

17

22

59

38

24

43

27

23

35

32

21

25

19

41

13

14

12

自然科学（生物、化学、物理、
バイオテクノロジーなど）

自然科学（農林、水産、環境、動物、海洋動物など）

自然科学（数学、天文、地理など）

生活科学（衣類、服装、ファッションなど）

生活科学（調理、製菓、製パン、食品栄養など）

言語学・文学（語学、文学、文芸創作など）

社会学（通訳、旅行など）

人文科学（文献情報、心理学、
宗教学、哲学、法学など）

経済・経営学（経済、経営、商学、
会計、金融、貿易、流通など）

社会科学（福祉、都市地域、社会、
政治外交、マスコミ放送など）

工学系（建築、土木、都市建設、造園、
交通運送、航空、海洋など）

工学系（機械工学、自動車工学、金属工学など）
工学系（電気、電子、コンピュータ、
情報通信、応用ソフトウェアなど）

工学系（エネルギー、半導体、繊維、新素材など）

医療系（医学、医療、看護、薬学、保健など）

芸術系（美術、造形、デザインなど）

芸術系（漫画、アニメ、工芸、CG、
写真、映像、AⅠ、ゲーム開発など）

体育・芸術系（体育、舞踊、演劇、映画など）

美容系（美容、ネイル、トリミングサロンなど）

音楽系（音楽、作曲、声楽、音響など）

■2月26日 ■2月27日

＊ 外務省・文部科学省の発表資料などをもとに編集局で作成。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がある場合も。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・マレーシアの学校教育制度（概略）

初等教育

国民学校
（6年間）

中等教育

前期中等学校
（3年間）

後期中等学校
中等技術学校
（2年間）

準備教育
課程

（2年間）

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7

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

マレーシア

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

カレッジ
ポリテクニク
（1～3年間）

大学
（3～5年間）

オンライン日本留学フェアオンライン日本留学フェア in  in マレーシアマレーシア

　大航海時代に東西貿易の要衝として繁栄したマラッカ海峡や、ツ
インタワーとして世界で最も高い「ペトロナスツインタワー」を擁す
るクアラルンプール市などに代表されるように、多様な文化が共存
するマレーシア。日本とは経済的な関わりも強く、現地には日系企
業が数多く進出している。本稿では、現地の日本語学習事情に関す
る最新の情報をお伝えすると共に、2月26・27日に開催された「オ
ンライン日本留学フェア in マレーシア」の様子をリポートする。

マレーシアの教育トピックス❸
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