
　　　　大変不満　13名　　やや満足　0名　　ふつう　1名　　やや不満　0名　　大変不満　0名

　　Ｑ2．　「しごとぴあ’０８」に参加して将来の仕事を考える上で役に立ちましたか

　　　　はい　14名　　いいえ　0名

　　　　大変満足　414名　　やや満足　182名　　ふつう　67名　　やや不満　3名　　大変不満　1名

　　Ｑ2．　「しごとぴあ’０８」に参加して将来の仕事を考える上で役に立ちましたか

　　　　はい　608名　　いいえ　19名

◇「しごとぴあ’０８」　職業体験講座　参加者　アンケート集計結果

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’０８」は、従来の学校説明会や企業が行う説明会とは
異なり、会員校３７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を活かして職業体験ガイダンスを実施し、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１８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　１６ジャンル２
０８講座、福岡会場は１６ジャンル２４０講座を開設し、そこでジャンル別職業体験講座を実施しました。また、「しごと」
に対する職業意識の深化のために引き続き実践的なキャリア教育・職業教育を希望する高校生等のために「職業体
験ガイダンス」に関連する「職業体験講座」を各専修学校の実習設備等を活用して９月から１２月の間で実施いたし
ました。参加者のアンケート集計結果及び評価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）

◇「しごとぴあ’０８」　北九州会場　参加者　アンケート集計結果

　　Ｑ1．　「しごとぴあ’０８」に参加してよかったですか

　　　　大変満足　111名　　やや満足　35名　　ふつう　30名　　やや不満　0名　　大変不満　0名

　　Ｑ2．　「しごとぴあ’０８」に参加して将来の仕事を考える上で役に立ちましたか

　　　　はい　171名　　いいえ　2名

◇「しごとぴあ’０８」福岡会場　参加者　アンケート集計結果

　　Ｑ1．　「しごとぴあ’０８」に参加してよかったですか

　　Ｑ1．　「しごとぴあ’０８」に参加してよかったですか

代表者　 会長　　戸早　秀暢
担当者
連絡先

廣門　真知子
ＴＥＬ　０９２－４８３－１７８９

　１．事業の概要

福岡県専修学校各種学校協会は、高校生等に対して職業意識の向上と、自主的な進路選択を提供する場として、
高等学校等と連携し各専修学校がそれぞれの設置学科の特長を生かし、「しごと」の分野別のブースを、関連する
専修学校が担当し高校生等が「しごと」へのアプローチとして興味ある「しごと」を実体験できる「職業体験ガイダンス」
をジャンル別に行い、職業体験を通じて様々な職業に就くために必要な知識・技能・資格等の事例、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。、北九州市におい
て９月１９日（金）と９月２０日（土）（２日間２０８講座）、福岡市においては昨年より１日多い１１月５日（水）～７日（金）
（３日間２４０講座）計５日間（５日間合計４４８講座）開催いたしました。
会場では１講座を４０分とし、１ジャンル１日５講座行い、「しごと」に対する職業意識の深化のために引き続き実践的
なキャリア教育・職業教育を希望する高校生等のために「職業体験ガイダンス」に関連する「職業体験講座」を各専
修学校の実習設備等を活用して９月から１２月の間で実施いたしました。

　２．事業の評価に関する項目

（１）目的・重点事項の達成状況

　　　　学校名

平成２０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

事業名　 福岡県専修学校各種学校協会　しごとぴあ’０８

法人名　 社団法人　福岡県専修学校各種学校協会



参加者数

開催日 中学・高校数 高校生 中学生 教諭・保護者 合計

9月19日（金） 4校 58名 2名 5名 65名

9月20日（土） 1校 150名 0名 6名 156名

合計 5校 208名 2名 11名 221名

福岡県立遠賀高等学校 35名 星琳高等学校　 208名

豊国学園高等学校　 23名

合計 58名 208名

9月19日（金） 9月20日（土）

合計

（３）今後の活用
「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。

　３．事業の実施に関する項目

（１）職業体験講座、講演会の実施

①「しごとぴあ’０８」　北九州会場（9月19日（金）・20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

（４）次年度以降における課題・展開
「しごとぴあ’０８」受講後、各専修学校で行われる職業体験講座の受講者を増やすことが今後の課題です。次年度
以降は、「しごとぴあ’０９」会場にてその後各専修学校で行われる職業体験講座の流れを、参加した高校生等に認
知してもらえるよう告知方法を改善します。専修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
’０９」の開催を目指します。

◇アンケート評価

アンケート集計結果をみても北九州・福岡会場にて行われた「職業体験ガイダンス」、各専門学校で行われた「職業
体験講座」ともに「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。専門学校における体験
講座については受講する学生が予想以上に少なく今後の課題となりましたが、「しごと」に対する強い関心・興味を
持った参加者が大多数であったことに、この「しごとぴあ’０８」が有意義な事業であったものと考えます。

（２）事業により得られた成果
各ジャンルの専門講師による特長を活かした実習および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。



プログラム一覧 北九州会場

ジャンル

コンピュータ・マルチ

メディア

自動車

環境

動物

介護・福祉

保育

リハビリ･医療

調理

製菓

美容

医療技術

ホテル･旅行･航空

ビジネス・OA・医療

事務

公務員

ファッション

スポーツ スポーツに関わる仕事

公務員の仕事　ガイダンス（１）

公務員採用試験にチャレンジ（１）

公務員の仕事　ガイダンス（２）

公務員採用試験にチャレンジ（２）

医療機器を扱う臨床工学技士って何？

グランドスタッフの接客サービス

公務員の仕事　ガイダンス（３）

貴方もスタイル画を描いてみませんか？

ホテルスタッフ体験

ホテル･旅行･航空業界魅力講座

医療事務ってどんな仕事？

医療系の仕事内容と各種資格（1）

医療系の仕事内容と各種資格（2）

医療点数計算、医療事務コンピュータとは

旅行業界の魅力を体験しよう！

マーシャラー講座

柔道整復の仕事にチャレンジ（2）

ギョーザ作り体験！

シューマイ作り体験！

ウェディングケーキ作りを体験しよう！

美容師体験！

ネイリスト体験！

歯科技工士って何だろう？

歯をキレイに保とう！

保育士の仕事体験

あかちゃんをおんぶ

ふれあい遊び

手づくりおもちゃ

自動車と電気

バイオ燃料を知ろう！

リハビリの世界をのぞいてみよう

柔道整復の仕事にチャレンジ（1）

人に忍び寄る環境変化！

トリマーのお仕事に挑戦してみよう！

動物看護師体験～ワンちゃんの健康診断をやってみよう！～

介護体験「おいしく楽しく食事をするために」

高齢者アクティビティ

介護福祉の仕事体験

リサイクル体験！

エコ体験！

講座内容

Weｂデザイナーに挑戦！！

グラフィックデザイナーのお仕事

イラストレータでCGを作成！

映像アニメを作ろう！

自動車整備士になるには

「四輪バギー」を見てみよう！

エンジンのしくみ



②「しごとぴあ’０８」　福岡会場（11月5日（水）・6日（木）・7日（金）開催）

参加数

開催日 中学・高校数 高校生 中学生 教諭・保護者 合計

１１月5日（水） 3校 220名 0名 5名 225名

１１月6日（木） 9校 323名 63名 8名 331名

１１月7日（金） 9校 242名 0名 8名 250名

合計 21校 785名 63名 21名 806名

200名 63名 80名

40名 11名

81名 35名

34名 40名

博多女子高等学校 24名 立花高等学校 15名

27名 純真高等学校 6名

200名 269名 187名

プログラム一覧 福岡会場

ジャンル

コンピュータ・マルチ

メディア

自動車

動物

介護・福祉

保育

リハビリ・医療

調理

医療機器を扱う臨床工学技士！

歯科技工士の世界

シューマイ作り体験！

歯をキレイに保とう！

ギョーザ作り体験！

福祉用具に触ってみよう

ソーシャルワークの仕事って？

赤ちゃんのお世話Ⅰ

赤ちゃんのお世話Ⅱ

子どもが喜ぶ折り紙

絵本の読み聞かせ

エプロンシアター

保育体験！こどもについて深く知ろう！

介護福祉士の仕事って？

エンジンのしくみ

ブレーキのしくみ

走る、曲がる、止まる

これからの自動車について

エンジンの種類

自動車のボディー（板金）

二輪車のエンジン

自動車の塗装

車の健康診断

映像アニメを作ろう

ロボットを動かそう

ペットトリマー体験

動物看護士体験

プログラミング体験

自動車が好き

高宮学院

合計 合計 合計

講座内容

イラストレータでCGを作成

久留米筑水高等学校 沖学園高等学校

糸島農業高等学校 祐誠高等学校

中村学園三陽高等学校 折尾愛真中学校 精華女子高等学校

精華女子高等学校 高宮学院

開催場所　　　　アクロス福岡　B２F　イベントホール

バス動員校

11月5日（水） 11月6日（木） 11月７日（金）



製菓

美容

ホテル・旅行・航空

ビジネス・OA・医療

事務

公務員

ファッション

デザイン

音楽

北九州会場からの参加人数

9月19日 5名

9月20日 1名

福岡会場からの参加人数

11月5日 2名

11月6日 5名

11月7日 0名

会場不明

日程不明 8名

オシャレなアクセサリーを作ろう！

建築デザイン。住宅模型制作

グラフィックデザイン体験

イラストレーション体験

音楽業界講座

③「しごとぴあ’０８」　職業体験講座参加者（各専修学校にて実施）

（２）その他
今回の事業は、従来の学校説明会や企業が行う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」としたことが最大の特色です。また高等学校と連携し各専門学校の特
長を活かした「ジャンル別職業体験講座」においては、１ジャンルにつき１講座を４０分に区切り、１日５講座設けまし
た。この講座は高校生等が感心・興味のある数多くの「しごと」を１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」となっております。

手書きイラストでオリジナルグッズを作ろう！！

音響機材を触ってみよう

数的推理ってどんな問題？

判断推理ってどんな問題？

数的推理の問題を解いてみよう！！

判断推理の問題を解いてみよう！！

警察官・消防官の体力試験とは？？

体力試験に合格するためには？？

公務員職種アラカルト

トートバックデコレーション

適性試験とは？？

適性試験に合格するためには？？

楽しく学ぶビジネスマナー

販売センスアップクイズ！！

事務職にピッタリ！？

公務員の仕事を知ろう！

旅行業界の魅力を体験しよう！

マーシャラー講座

エアライン体験

ホテルスタッフ体験

トラベルの仕事は面白い。

POP制作

パティシエのお仕事体験

ヘアカット

ネイル

ネイリスト体験

グランドスタッフの接客サービス
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