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　実施報告書やアンケートによると、この職業教育体験講座を受講した生徒の9割は1.2年生であり、高等学校
の事前指導も行き届いていたことや、現在、希望している職業は中学生、高等学校1年生の時に決めたという生
徒が6割を占めているため、多くの生徒達が大変興味を持って、授業を受けたことが伺える。高等学校からも予
想以上に生徒の反応もよく、今後も継続して実施したい、専門学校の講義等も大変勉強になったと好評であり、
初期の目的を達成することが出来た。

　今後も継続して、職業教育体験出前授業を実施し、高等学校のキャリア教育の推進のため活用して頂き、多
くの高校生に勤労観、職業観が育まれるよう講座の内容を充実させ、信頼される職業教育を目指したい。更に、
この事業をきっかけとして、次に当連合会主催の専門学校進学相談会への参加、各専門学校への一日体験入
学へと導き、職業教育の内容・実態について、理解を得られよう努力したいと考える。

　高等学校を訪問するなど、より多くの高等学校に受け入れられるようＰＲしたい。次年度は職業意識啓発のた
め、「職業を紹介する冊子」等を創刊の上、これを有効活用しながら、更なる職業教育体験出前授業の内容の
充実を図りたい。

　  ④次年度以降における課題・展開

　　③今後の活用

事業名　

法人名　

学校名
（（２）のみ）

　　②事業により得られた成果

代表者　

高・専連携職業体験出前授業

社団法人北海道私立専修学校各種学校連合会

理 事 長  　吉田　松雄

平成19年度「専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラン」成果報告書

　近年、フリーターやニートが増え、大きな社会問題となっております。このような状況の中で、各高等学校で
は、生徒達が自己の個性を理解し、主体的に目的を持って進路を選択、決定出来る能力を身に付けさせるた
め、キャリア教育の必要性が提唱されております。キャリア教育の推進、充実を図るため、北海道高等学校進路
指導協議会の協力を得て、専門学校は高等学校と連携し、総合学習等の時間を活用して、職業教育体験出前
授業を実施しました。

　２．事業の評価に関する項目

  職業体験講座を企画する際に高等学校と種々検討した結果、高等学校内での実施が受け入れやすいとのこ
とで、出前授業という形式をとったところ、遠くは離島など札幌圏外の高等学校での実施が多かった。インター
ネットなどで、職種や資格など専門学校等の情報は入手できるが、実際に専門学校講師と接する機会を得たこ
とで、現状を知ることが出来、進路を選択するうえで、有意義な出前授業であったと思われる。
専門学校52校・157講座・実施高等学校16校 延2,921名生徒が受講した。

　１．事業の概要

　　①目的・重点事項の達成状況
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月　日
9/6 双葉高等学校

9/7 海星学院高等学校 日本工学院北海道専門学校

9/21 北海道浦幌高等学校

10/9 北海道札幌拓北高等学校

吉田学園情報ビジネス専門学校
専門学校日本福祉リハビリテーション学院

10/16

北海道中央調理技術専門学校

日本ビジネス綜合専門学校

ファッションドレスメーカー専門学校

10/18 北海道余市高等学校

光塩学園調理製菓専門学校

札幌商工会議所付属専門学校

10/23 北海道瀬棚商業高等学校

11/14 北海道阿寒高等学校

2/6
11/16 札幌龍谷学園高等学校

11/19 カット・セット
ステキにラッピング
ビジネスマナー基礎講座

北海道利尻高等学校
83名

ブライダル・ホテルのお仕事を体験しよう

生花で素敵なフラワーアレンジメントを体験

二級自動車整備士コース

大原法律公務員専門学校公務員職業ガイド

札幌ビューティ・メイク専門学校
北海道製菓専門学校
旭川医療情報専門学校
日本工学院北海道専門学校

札幌建築デザイン専門学校
北海道美容専門学校
札幌ビズネスアカデミー専門学校
札幌科学技術専門学校

札幌リゾートｱﾝﾄﾞスポーツ専門学校
北海道情報専門学校
北見情報ビジネス専門学校
小樽歯科衛生士専門学校

旭川医療情報専門学校
大原法律公務員専門学校
北海道文化服装専門学校
北海道造形デザイン専門学校

専門学校日本福祉リハビリテーション学院

道東ヘアメイク専門学校
北海道中央調理技術専門学校
釧路専門学校

札幌デジタル専門学校
大原医療福祉専門学校

専門学校日本福祉リハビリテーション学院

北海道美容専門学校

札幌福祉保育専門学校

札幌ビズネスアカデミー専門学校
ファッションドレスメーカー専門学校

マルチメディア関連科目

104名
歯科保健指導(口腔衛生実習)

ペットトリマーのお仕事を体験しよう!
エステ体験

どれだけ地球は濡れているか

建築設備「有料トイレ」から「宇宙ステーショナリー」

43名

テーピング
コンピュータ・ＩＴ技術
ビジネスマナー基礎講座

ファッションデザイン画
「デザインって何するの」教室

理学療法士のやりがい
医療業界の仕事について
カット・ワインディング・ネイル
調理実習「茶巾スィートポテト･胡瓜飾り切り」

介護・介助体験
ビジネス社会で働くために
公務員受験のための心構え

ザ・ファッション業界

ビジネスマナー

107名

12名

ニンジンの組織培養
医療業界の仕事について
カット体験
調理・製菓

ファッションの世界

85名

乳幼児心理
マナー教育

保育技術
介護の実技体験

医療事務学科
マナー教育

ヘアスタイリング講座
オシロスコープにより色々な波形を観察する

ＣＧの世界感を体験
医療の様々な仕事
カット体験
個性を引き出すメイクアップ
調理実習

42名

２年生　182名

１年生　200名

講　座　内　容
ビジネスマナー　3講座
ビジネスマナー　1講座　　
情報処理関連科目
理学療法士のやりがい
洋食の基本!!オムレツ体験

98名

派遣専門学校

　３．事業の実施に関する項
目

札幌商工会議所付属専門学校

大原簿記情報専門学校札幌校
札幌商工会議所付属専門学校

介護福祉学科

高等学校名

126名

専門学校日本福祉リハビリテーション学院

北海道美容専門学校

医療事務関連学科
「デザインって何するの」教室
どれだけ地球は濡れているか

札幌科学技術専門学校

日本工学院北海道専門学校
北海道造形デザイン専門学校

札幌科学技術専門学校
札幌科学技術専門学校
北海道ハイテクノロジー専門学校

　　①職業体験講座、講演会の実施

札幌福祉保育専門学校

札幌科学技術専門学校
札幌ベルエポック美容専門学校

北海道調理師専門学校
北海道福祉衛生専門学校

専門学校日本福祉学院

北海道理容美容専門学校



月日 学　　校　　名
12/7 北海道穂別高等学校

69名

9/3 北海道清里高等学校

10/31 129名

11/26
2/20
12/19 北海道静内高等学校

606名

2/6
日本工学院北海道専門学校

北海道エコ・コミュニケーション専門学校

北海道ハイテクノロジー専門学校

2/6 北海道標津高等学校
158名

2/15 北海道千歳北陽高等学校

212名

2/18 北海道大野農業高等学校 札幌医療秘書福祉専門学校
40名

旭川明成高等学校
625名

北海道ハイテクノロジー専門学校
北海道エコ・コミュニケーション専門学校

光塩学園調理製菓専門学校
札幌ビズネスアカデミー専門学校
大原法律公務員専門学校
大原医療福祉専門学校

日本工学院北海道専門学校

　  ②その他

楽しいヘアカット
介護体験『手話・点字」

公務員職業ガイド
医療事務
「保育・福祉従事者について」
「動物業界の仕事について」

札幌工科専門学校
北海道造形デザイン専門学校
吉田学園医療歯科専門学校
専門学校日本福祉学院

道東ヘアメイク専門学校
旭川福祉専門学校
北海道調理師専門学校
札幌商工会議所付属専門学校

大原法律公務員専門学校
専門学校札幌デザイナー学院
経専音楽放送芸術専門学校

釧路福祉・情報専門学校

旭川福祉専門学校
旭川福祉専門学校
旭川医療情報専門学校
旭川医療情報専門学校

専門学校札幌デザイナー学院

専門学校日本福祉リハビリテーション学院

北海道理容美容専門学校
旭川調理師専門学校

専門学校日本福祉学院
北海道情報専門学校
専門学校札幌ビジュアルアーツ
専門学校札幌スクールオブビジネス

札幌ビズネスアカデミー専門学校
ファッションドレスメーカー専門学校
北海道理容美容専門学校
大原法律公務員専門学校

専門学校日本福祉リハビリテーション学院

経専調理製菓専門学校
北海道保育総合専門学校
札幌ビズネスアカデミー専門学校

札幌商工会議所付属専門学校
札幌理工学院
北日本自動車工学専門学校
日本工学院北海道専門学校

YMCA英語・スポーツ専門学校
北海道中央調理技術専門学校
専門学校日本福祉学院

派遣専門学校

経専調理製菓専門学校

北海道エコ・コミュニケーション専門学校

介護の実技体験
自動車関連科目
調理実習「オムライス」
ブライダル・ホテルのお仕事を体験しよう

マナー教育
「おもしろ測量を体験」
「デザインって何するの」教室
救命救急法を学んでみよう　AED編

今、なぜ介護が話題に!?
カット・ワインディング・ネイル
保育技術
調理実習「塩シャケのリセット」

マンガ・イラストに関する授業
「音楽業界・求められているミュージシャン」

「動物業界の仕事について」
「スポーツトレーナーに求められているもの」

介護体験学習
ビジネス社会で働くために
ビジネスマナー基礎講座
公務員試験受験のための心構え

リハビリテーション医療
ヘアスタイリストへの道
調理実習「プレーンオムレツ･小エビのサラダ」

保育技術

コンピュータとIT技術者
マルチメデイア関連科目
看護概論

札幌情報未来専門学校

北都保健福祉専門学校

ゲーム・ＣＧについて
ペット・動物看護について
グラフッィクデザイン・工業デザイン

講座内容

ヘアスタイリストへの道
公務員試験受験のための心構え
介護福祉士・社会福祉士になるには
情報処理技術者・ＳＥについて

幼児の製作
医療秘書事務のお仕事を体験
旅行会社・グランドスタッフの仕事
ザ！ファッション業界

医療の様々な仕事
調理実習(西洋料理)

札幌デジタル専門学校
大原簿記情報専門学校札幌校
日本工学院北海道専門学校
札幌ベルエポック美容専門学校

健康科学講座
動物業界の仕事について

介護の実技体験

調理実習「秋刀魚の下ろし方・胡瓜の飾り切り」

建築・土木
エンジンの構造
機械ロボットＣＡＤ関連

マナー教育

ヘアースタイリング講座
調理実習「鶏もも肉のソテー」
介護福祉学科

３DＣＧでバーチャルワールドを体験
ビジネスマナー
自動車関連科目

北海道福祉衛生専門学校

北海道理容美容専門学校
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