
担当者
連絡先

良かった　　１７４名 普通　３０名 良くなかった　７名

良かった　　７９８名 普通　247名 良くなかった　37名

（「役立った」と思う参加者が大多数を占める結果となりま
した。）

法 人 名

学 校 名
（ （ ２ ） の み ）

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

社団法人福岡県専修学校各種学校協会では、高校生や中学生に対して職業意識の向上と、適職・適性
進路を提供する場が必要と考え、高等学校等と連携し、各専門学校とそのOB・OGがそれぞれの学校の
分野の特長を活かし、ジャンル別職業体験講座を行い、様々な職業に就くために必要な知識・技能・資格
等の事例を専門学校が紹介し、OB・OGからは実際の仕事の内容ややりがいを伝えて頂き「しごと」に対
する不安や疑問を払拭させるための場を提供しました。また職業体験講座は「しごと」を１７のジャンルに分
けて１講座を５０分とし、１ジャンル1日５講座行いました。一つのジャンルの講座を受講した後に更に他の
ジャンルに関心があれば引き続き別の講座を受講できるといういわゆる「オープン形式による選択講座」を
行い参加者や先生方に大変好評を博しました。
北九州市（１０月５日（金）・６日（土））・福岡市（１１月１６日（金）・１７日（土））の２ヶ所で４日間開催し、高校
生等２１６０名の参加者が多くの講座を積極的に受講し「しごと」に対する理解を深めてくれました。

　２．事業の評価に関する項目

社団法人福岡県専修学校各種学校協会が行った「しごとぴあ　０７」は、従来の学校説明会や企業が行う
会社説明会とは異なり、会員校７０校（２会場合計）の専門学校が一つの会場に一同に介し、実践的な職
業教育、専門的な技術教育を行う専門学校の機能とOB・OGの実社会での体験を活かして職業体験講座
を実施し、様々な職業に就くために必要な知識・技能・資格等を学ばせることにより高校生等に自分の適
性に合った職業を認識させることを目的として開催しました。参加専門学校を「しごと」別に１７のジャンル
に分け、それぞれのジャンルごとに講座を設定し、北九州会場は１５ジャンル１５０講座、福岡会場は１６
ジャンル１７０講座（「スポーツ」の分野が同時に２講座2日間とも行いましたので１０講座プラスとなっており
ます。）を開設し、そこでジャンル別職業体験講座を実施しました。参加者のアンケート集計結果（抜粋分）
は以下のようになりました。（アンケートの回答は任意としました）

社団法人　福岡県専修学校各種学校協会

福岡県専修学校各種学校協会　「しごとぴあ０７」事 業 名

廣門　真知子
ＴＥＬ　０９２－４８３－１７８９

会 長 髙 山 哲 信

●現時点でなりたい仕事（職種）がありますか

●「しごとぴあ　０７」に参加して将来の仕事を考える上で役に立ちましたか

●「しごとぴあ　０７」に参加して将来の仕事を考える上で役に立ちましたか

いいえ　８９名はい　　　１１９名

●「しごとぴあ　０７」に参加してよかったですか

いいえ　２３名はい　　　１９４名

（現時点で、すでに「しごと」に対して興味をいだいている
と答える参加者が半数を越え、「しごと」に対して意識の
ある参加者が多かったようです。）

（北九州会場と同じように「良かった」が大多数を占める
結果となりました。）

「しごとぴあ　０７」福岡会場　参加者　アンケート集計結果（抜粋）

代 表 者

「しごとぴあ　０７」　北九州会場　参加者　アンケート集計結果（抜粋）

●「しごとぴあ　０７」に参加してよかったですか

　１．事業の概要

　　①目的・重点事項の達成状況

（参加して「よかった」という参加者が大多数を占める結果
となりました。）

（「役立った」という参加者がほとんどで参加してよかった
と考える参加者がほとんどでした。）

いいえ　123名　　　　　　　　はい　　　９４５名　



●参加者数

開催日 中学・高校教諭 男子 女子 保護者 合計

１０月５日（金） 5校17名 196名 169名 0名 382名

１０月６日（土） 1校　1名 7名 14名 16名 38名

合計 ６校１８名 203名 183名 16名 420名

180名 10月5日

60名 10月5日

80名 10月5日

320名

●プログラム一覧

ジャンル 講座内容

IT ゲームプログラミング

システム開発を体験しよう

３DCGの体験

ゲームプログラミングの体験

医療情報システムの体験

「しごとぴあ　０７」　北九州会場（１０月５日（金）・６日（土）開催）

●開催場所　　　　西日本総合展示場　３F　中展示場

●バス動員校

　　　　　　　　はい　　　７９６名　

　　①職業体験講座、講演会の実施

　３．事業の実施に関する項目

　　②事業により得られた成果

「しごと」に対する意識の向上、「しごと」とはなにかということを理解させる場として、今後は高等学校・中学
校にキャリア教育、総合学習の授業の一環として取り上げていただき、様々な「しごと」に就くために必要
な知識・技能・資格等を学ぶことにより、職業選択のミスマッチを解決できる場となるように高等学校等との
連携を更に強くし今後も取り組んでまいります。

課題としては参加者の多い時間帯とそうでない時間帯との混雑の差が顕著であったため、高校生等の来
場時間を予め各高等学校等と打合せし充分に講座を受講できるように参加者の人数調整すること、今後
の展開としては「しごとぴあ　０８」受講後に更に深く「しごと」について学びたい高校生等のために、後日
受講した講座に関連する専門学校へ出向き職業体験講座等を受講できるような体制を整えること等、次
年度以降は専門学校と高等学校等との連携をより強め、更に充実した「しごとぴあ　０８」の開催を目指し
ます。

　  ④次年度以降における課題・展開

　　③今後の活用

アンケート集計結果をみて両会場とも「参加してよかった」「将来の仕事を考える上で役に立った」という回
答が圧倒的に多く、高校生等に「しごと」に対する意識の向上をはかるという事業の目的は充分に達成し
たものと考えますし、「しごと」に対する強い関心・興味を持った参加者が多かったことにこの「しごとぴあ
０７」が有意義な事業であったものと考えます。

・北九州市立　板櫃中学校

・希望が丘高校

・高稜高校

合計

各ジャンルの特長を活かした実習を含む職業体験講座およびOB・OGによる実際の仕事の内容や、やり
がい等を直接伝える事により、多くの高校生等に対して「しごと」とはなにかということを理解してもらい「しご
と」に対する意識を高める場となりました。

いいえ　406名

●現時点でなりたい仕事（職種）がありますか （「はい」と答えた参加者が多く、「しごと」に対する高い意
識を持って参加してくれたと思います。）



自動車整備 自動車と電気

変速機の仕組み

走る。曲がる。止まる。

５０ｃｃバイクの点検

動物・ペット 動物看護士体験

ペットトリマー体験

介護・福祉 介護・福祉の仕事を知ろう

安楽のためのマッサージ技法

血圧測定の準備と見守り

高齢者アクティビティ（手工芸）

保育 赤ちゃんをおんぶ

ふれあい遊び

手作りおもちゃ

医療技術 歯科技工士って何？

臨床工学技士って何？

歯科衛生士の仕事内容について

リハビリ リハビリの世界をのぞいてみよう

理学療法士のお仕事拝見

医療系のお仕事拝見

調理・栄養 OB・OG体験談と調理体験

調理師を体験しよう

製菓 マジパン人形作りを体験

パティシエの仕事とは？

OB・OG体験談と基本技術を体験

ネイルアートにチャレンジ

ヘアアレンジにチャレンジ

グランドスタッフの接客サービス

ホテルのこだわりサービス

旅行業界の魅力を体験しよう

マーシャラー講座

ホテル・旅行・航空業界魅力講座

POP制作

医療事務お仕事ツアー

パソコンで医療費計算

公務員 公務員職種ガイダンス１

公務員職種ガイダンス２

数的推理の基礎

判断推理の基礎

リメイクTシャツ制作

スポーツ テーピングマスター

コアトレーニング体験

スポーツのお仕事丸ごと大辞典

手描きイラストでオリジナルグッズを作ろう

理学療法士のお仕事・ストレッチに挑戦

OB・OG体験談とマジパン人形作りを体験

観光・ホテ
ル・エアライ
ン

ファッション・
デザイン

ビジネス・
OA・医療事
務

理美容・メイ
ク



中１　　６名 中２　　0名 中３　　121名

高１　３６名 高２　41名 高３　　　5名

良かった　　１７４名 普通　30名 良くなかった　7名

9名 14名

6名 9名

7名 12名

13名 9名

12名 8名

14名 12名

5名 15名

9名 9名

10名

●参加数

開催日 中学・高校教諭 男子 女子 保護者 合計

１１月１６日（金） 11校39名 491名 654名 33名 1217名

１１月１７日（土） 4校10名 128名 319名 66名 523名

合計 15校49名 619名 973名 99名 1740名

11月16日（金） 人数

45名 18名

43名 230名

235名 10名

31名

280名

228名

30名

10名

7名

909名 258名

（なりたい職種で一番多かったのは「公務員」次いで「自動車整備」と「美容・メイク」、「リハ
ビリ・医療」という順番になっております。）

自動車整備

動物・ペット

保育

医療技術

製菓

旅行・ホテル・観光

公務員

音楽

（参加して「よかった」という人が大多数を占める結果とな
りました。）

（「役立った」と思う参加者が大多数を占める結果となりま
した。）

Q１．あなたの性別は

Q４．「しごとぴあ　０７」に参加して将来の仕事を考える上で役に立ちましたか

（男性が女性より多く参加しました。）

（中学校が団体で参加したこともあり、中学３年生が一番
多く次いで高校２年生、高校１年生の順となりました。）

ファッション・デザイン

スポーツ

　　　　　　　　　　男姓　１１７名　

Q２．あなたの学年は

「しごとぴあ　０７」　福岡会場（１１月１６日（金）・１７日（土）開催）

コンピュータ・マルチメディア

建築・測量・環境

介護・福祉

調理

ビジネス・OA・医療事務

いいえ　89名はい　　　１１９名

星槎国際高校

合計

北九州会場　参加者　アンケート集計結果

Q３．「しごとぴあ　０７」に参加してよかったですか

（現時点で、すでに「しごと」（職種）に対して興味をいだ
いていると答える参加者が半数を越え、「しごと」に対して
意識のある参加者が多かったようです。）

美容・メイク

11月１７日（土）

Q６．Q５で「はい」と答えた方、なりたい職種にチェックをお願いします（複数回答可）

朝羽高校

女性　95名

●開催場所　　　　アクロス福岡　B２F　イベントホール

リハビリ・医療

精華女子高校

星槎国際高校

日比谷学園

合計

●バス動員校

純真中学

沖学園高校　

篠栗中学

九産大九州高校

福岡魁誠高校

博多高校　

博多女子中学

いいえ　23名はい　　　１９４名

Q５．現時点でなりたい仕事（職種）がありますか



●プログラム一覧　福岡会場

ジャンル

自動車整備 電気と自動車

変速機のしくみ

走る。曲がる。止まる。

オートエアコンの仕組みを知ろう

ドアの構造と塗装技術

３Dによる地図づくり

OB・OGの体験談

動物・ペット

介護・福祉 介護・福祉の仕事を知ろう

車椅子を体験しよう

高齢者擬似体験

ワンポイント介護体験

保育 保育ガイダンス１

赤ちゃんのからだについて

おむつ交換について

こどもの心理について

実践!!心理テスト

保育ガイダンス２

絵本の読み聞かせ基礎知識

実践!!絵本の読み聞かせ

実践!!エプロンシアター

手遊びうた

医療・リハビリ 理学療法士のお仕事拝見

開業ができる医療の仕事とQ＆A

医療系のお仕事拝見

国家資格を取ろう

医療技術 臨床工学技士って何？

歯科技工士の役割

歯科衛生士の仕事内容について

調理・栄養 OB・OG体験談と調理体験

製菓 パティシェ体験

OB・OG体験談と基本技術を体験

美容・メイク ネイル体験

メイク体験

エステ体験

ワインディング体験

ペットトリマー体験～ワンちゃんのお手入れにチャレンジ

自動車の現状とエンジニアになるためには

介護を行う心と身体の健康チェック

OB・OG体験談と点心づくりに挑戦

動物看護士体験～ワンちゃんの健康チェック

理学療法士のお仕事・ストレッチに挑戦

講座内容

測量・造園・
環境 緑の生活の基礎知識とグリーンインテリアづくり

OB・OG体験談とマジパン人形づくりを体験



ヘアアレンジ講座・体験

エアライン体験

OB・OG体験談とQ&A

旅行添乗員の仕事って？

ホテルスタッフ体験

グランドスタッフの接客サービス

ホテルのこだわりサービス

旅行業界の魅力を体験しよう

マーシャラー講座

ホテル・旅行・航空業界魅力講座

ビジネス・OA・医療事務 POP制作

公務員 公務員職種ガイダンス

適性検査対策

判断推理対策

数的推理対策

公務員職種ガイダンス２

数的推理の基礎

判断推理の基礎

リメイクTシャツ制作

音楽 音楽・エンターティメントの仕事

スポーツ テーピングマスター

スポーツのお仕事!!丸ごと大辞典

コアトレーニング体験

Let's テーピング

中１　２１５名 中２　　56名 中３　　59名

高１　５４１名 高２　406名 高３　　16名

良かった　　７９名 普通　247名 良くなかった　37名

（一番多いのが高校１年生ついで高校2年生と北九州会
場と比べると高校生の割合が多くなりました。）

福岡会場　参加者　アンケート集計結果

オリジナルエコバックを作ろう

（参加者の男女の割合はほぼ半数ずつの参加結果となり
ました。）

Q２．あなたの学年は

OB・OGによる仕事内容や現場を伝授

（「役立った」という参加者がほとんどで参加してよかった
と考える参加者がほとんどでした。）

Q３．「しごとぴあ　０７」に参加してよかったですか

Q４．「しごとぴあ　０７」に参加して将来の仕事を考える上で役に立ちましたか

（北九州会場と同じように「良かった」が大多数を占める
結果となりました。）

　　　　　　　　はい　　　９４５名　

（「はい」と答えた参加者が多く、「しごと」に対する高い意
持 参加 ）

観光・ホテ
ル・エアライ
ン

ファッション・
デザイン

手描きイラストでオリジナルグッズを作ろう

　　　　　　　　女性　　684名　　　　　　　　男姓　　　６４６名　

　　　　　　　いいえ　　406名　　　　　　　　はい　　　７９６名　

Q１．あなたの性別は

　　　　　　　いいえ　　123名

Q５．現時点でなりたい仕事（職種）がありますか



51名 63名

28名 59名

55名 111名

93名 70名

71名 76名

112名 59名

２４名 110名

67名 73名

109名

（なりたい職種で一番多かったのが「美容・メイク」ついで「保育」、「公務員」となりまし
た。北九州会場と合わせて考えると「公務員」「美容・メイク」を考えている参加者が多
い結果となりました。）

公務員

音楽　

自動車整備

動物・ペット

保育

医療技術

製菓

旅行・観光・ホテル

　  ②その他

今回の事業は、従来の学校説明会や企業が行う会社説明会等とは異なり、専門学校のPR等は一切行わ
ず純粋に「しごと」を切り口とした「ジャンル別職業ガイダンス」とした事が最大の特色です。また事業実施
にあたっては高等学校と連携し各専門学校とそのOB・OGがそれぞれの学校の特長を活かした「ジャンル
別職業体験講座」を行い、1ジャンルにつき1講座を５０分として区切り、１日５講座行う事により、高校生等
が感心・興味のある数多くの「しごと」を一日で複数体験できるように工夫した「オープン形式による自己選
択講座制」としました。

識を持って参加してくれたと思います。）

ファッション・デザイン

スポーツ

リハビリ・医療

調理

美容・メイク

コンピュータ・マルチメディア

建築・測量・環境

ビジネス・OA・医療事務

Q６．Q５で「はい」と答えた方、なりたい職種にチェックをお願いします（複数回答可）

介護・福祉
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