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１．事業の概要等
○経緯・背景
社会の構造的変化や雇用の多様化･流動化の中で､若者の勤労観､職業観の未熟さ､
社会人・職業人としての基本的な資質・能力の低下が大きな問題になり、フリーター
やニートといった若年無業者の増加が著しくなっています。若者が主体的に進路を選
択できる能力や勤労観・職業観を身に付け、社会人・職業人として自立していけるよ
う、専修学校の機能を活かした「職業体験講座（キャリア学習講座）」を専修学校で
の講座開講と高等学校・中学校等への講師派遣によって実施しました。
また、「職業体験講座」への導入を図るガイダンスイベントとして、職業教育公開
講座「職業教育フェア」を実施しました。若者による「職業」パネルディスカッショ
ン・「職業体験講座」ガイダンス・各種イベントでの体験を通して職業意識の啓発・
キャリア学習への動機付けを行ないました。
○特徴
講座の基本構成は下記のとおり。
体験講座（２時間）：各専門学校にて開催
講師派遣（２時間）：高等学校および中学校等へ講師を派遣
○事業の実施
事業の実施に当たっての役割分担は下記のとおり。
（協会→会員校）事業説明･「講座」カリキュラム・「フェア」プログラム作成依頼
（会員校）「講座」カリキュラム・「フェア」プログラム作成
（会員校→協会）「講座」カリキュラム・「フェア」プログラム提出
（協会・会員校）「講座」カリキュラムメニュー・「フェア」プログラム調整・制作
（協会・会員校→高等学校・中学校等）「講座」カリキュラムメニュー・「フェア」
プログラム広報・説明等
（協会⇔会員校）「講座」カリキュラムメニュー・「フェア」プログラム調整
（協会・会員校・高等学校・中学校等）職業教育公開講座「職業教育フェア」実施
（協会⇔会員校⇔高等学校・中学校等）「講座」専修学校の受入調整・講師の派遣調
整
（協会・会員校・高等学校・中学校等）「講座」専修学校での講座の実施＝生徒等の
受講
（協会・会員校・高等学校・中学校等）「講座」講師の高等学校・中学校等への派遣

＝生徒等の受講
（アンケート調査）連携事業「講座」実施（学校講座・講師派遣）アンケート調査実
施
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○事業の概要
【職業教育のための体験講座・講師派遣】
・開 設 講 座 数：体験講座 ５１講座、講師派遣 ３１講座
実施した体験講座
９講座（昨年度 １６講座）
実施した講師派遣 ２６講座（昨年度 ４６講座）
・参加専修学校数： ２４校（昨年度１２校）
・参加高等学校数および受講者数
体験講座 高等学校数 １４校、受講者数 ３０人
（昨年度 高等学校数 ４０校、受講者数１３９人）
中学校 ２校、受講者数 ３人（昨年度 なし）
上記のほか、不明２人
受講者合計 ３５人
（内訳：中２生 １人、中３生 ２人、高１生 １０
人、高２生 １１人、高３生 ９人、不明 ２人）
講師派遣 高等学校数
６校、受講者数
４５７人
（昨年度 高等学校数 １２校、受講者数１，７０９人）
中学校 ６校、受講者数 ７１３人（昨年度 なし）
受講者合計 １，１７０人（内訳：中２生 ７１３人、
高１生 ３１５人、高２生 ６２人、高３生 ８０人）
・開 催 時 期：平成 21 年 7 月 29 日～平成 22 年 2 月 5 日
【ガイダンスイベントとして職業教育公開講座「職業教育フェア」】
・事業名：「群馬県における高等学校・中学校等と連携した職業教育事業のうち
ガイダンスイベント「夢の仕事（職業教育）フェア」
・実施日：平成 21 年 7 月 18 日（土）～19 日（日）
・実施場所：ヤマダ電機 LABI 1 高崎 4F および 1F のイベントスペース
・実施内容
①「職業体験講座」ガイダンス
会員校が教育展開する調理・製菓・歯科・医療・介護・スポーツ・美容・服飾・

ファッション・ホテル・ブライダル・ものづくり・デザイン・クラフト・ショッ
プ・保育・公務員・各種ビジネスの職業体験・職業教育＆キャリア相談コーナー
を開設し、「職業体験講座（キャリア学習講座）」・職業教育の内容をガイダン
スするとともに職業についての様々な相談に対応しました。
②パネルディスカッション
「好きな仕事で夢をかなえる」をテーマに､中学生・高校生・専門学校生をパネ
リストとして､現場の実情に詳しいコーディネーターの進行により「勤労観・職業
観・就職観・キャリア形成等」についてパネリスト一人ひとりの実体験にもとづ
く若者世代に啓発的なパネルディスカッションを実施しました。
③会場レイアウト概要
４階イベントスペース：メイン会場「職業体験講座」ガイダンスブース（紹介・
体験・相談コーナー併設）
１階イベントスペース：イベント会場・各種実演コーナー（紹介・体験・相談ミ
ニコーナー併設）
２．事業の実施に関する項目
①職業体験講座の実施

講座の名称

実施日又は
実施期間

開催時間

場所
（学校、企業実習 等）

参加者
数

体験講座「職業理解のため
に・・・エンジョイクッキング!!」

7 月 29 日・30 日 午前～午後

群馬調理師専門学校

2

体験講座「パティシエを体験し
よう!!」

7 月 29 日・30 日 午前～午後

東日本製菓技術専門学
校

0

体験講座「トータルビューティ
ー体験講座」

7 月 30 日・31 日 午後

群馬県美容専門学校

4

体験講座「お家のデザイン～
模型づくりをしよう～」

7 月 31 日
・8 月 1 日

午前～午後

群馬日建工科専門学校

1

体験講座「パティシエを体験し
よう!!」

8 月 4 日・5 日

午前～午後

東日本製菓技術専門学
校

0

体験講座「バラせばわかるバ
イクと車」

8 月 4 日・5 日

午前～午後

専門学校群馬自動車大
学校

5
1

体験講座「動物の仕事を知ろ
う「動物看護体験」」

8 月 17 日・18 日 午前～午後

群馬動物専門学校

体験講座「CG アニメーション
講座」

8 月 25 日・26 日 午前～午後

中央工科デザイン専門
学校

体験講座「動物の仕事を知ろ
う「トリミング体験」」

8 月 27 日・28 日 午前～午後

群馬動物専門学校

21
1

35
【 講 師 派 遣 】

「ビジネスマナー講座」

9 月 18 日

午後

伊勢崎第 4 中学校（中
央情報経理専門学校）

202

「ビジネスマナー講座・販売技
術とサービス接遇」

9 月 24 日

午後

前橋広瀬中学校（中央
情報経理専門学校）

48

職業体験 ６講座

9 月 29 日

午後

藤岡東中学校（群専各
から５校）

美容技術体験講座（メイク）

9 月 29 日

午前

藤岡東中学校 2 年生
（群馬県美容専門学校）

18

美容技術体験講座（カット）

9 月 29 日

午前

藤岡東中学校 2 年生
（群馬県美容専門学校）

20

動物の仕事を知ろう「動物看
護体験」

9 月 29 日

午前

藤岡東中学校 2 年生
（群馬動物専門学校）

37

歯科衛生士（お口のスペシャリ
スト）

9 月 29 日

午前

藤岡東中学校 2 年生
（中央医療歯科専門学
校）

39
40

－

「たのしい調理 おいしい料
理」

9 月 29 日

午前

藤岡東中学校 2 年生
（東日本調理師専門学
校）

保育士

9 月 29 日

午前

藤岡東中学校 2 年生
（中央情報経理専門学
校）

44
62
27

「レストランサービスの基礎」

10 月 1 日

午前・午後

高崎健康福祉大学高崎
高校（群馬調理師専門
学校）

「調理技術の基礎・酢豚＆焼
売」

11 月 19 日

午前

伊勢崎興陽高等学校
（群馬調理師専門学校）

「ビジネスマナー講座」

11 月 10 日

午後

桐生清流中学校（中央
情報経理専門学校）

「ビジネスマナー講座」

11 月上旬

午後

玉村中学校（中央情報
経理専門学校）

午後

藤岡鬼石中学校 2 年生
（東日本調理師専門学
校）

「たのしい調理 おいしい料
理」

11 月 24 日

156

14

看護師、介護福祉士 体験講
座

11 月 24 日

「お家のデザイン制作講座」

11 月 24 日

午後

藤岡鬼石中学校 2 年生
（高崎医療技術福祉専
門学校）

11

午後

藤岡鬼石中学校 2 年生
（群馬日建工科専門学
校）

13
15

「エンジンのオーバーホール体
験」

11 月 24 日

午後

藤岡鬼石中学校 2 年生
（専門学校 群馬自動
車大学校）

「会社と職業を結ぶ『職業体
験』」

11 月 24 日

午前～午後

藤岡鬼石中学校 2 年生
（協会登録社会人講師）

56

「クリスマス料理 鶏のロース
ト」

12 月 16 日

午前

安中総合学園高等学校
（群馬調理師専門学校）

15

「クリスマス料理 鶏のロース
ト」

12 月 17 日

午前

安中総合学園高等学校
（群馬調理師専門学校）

21

「クリスマス料理 鶏のロース
ト」

12 月 22 日

午前

安中総合学園高等学校
（群馬調理師専門学校）

17

「職業を学ぶ」

1 月 13 日

午後

万場高等学校（中央情
報経理専門学校）

62
61

技術・コンピュータ系職業入門

2月5日

午後

樹徳高等学校（東日本
デザイン＆コンピュータ
専門学校）

営業・サービス職業入門

2月5日

午後

樹徳高等学校（群馬自
動車大学校）

52

医療福祉・保育系職業体験入
門

2月5日

午後

樹徳高等学校（高崎医
療技術福祉専門学校）

62

職業体験講座 事務・経理系

2月5日

午後

樹徳高等学校（中央情
報経理専門学校）

17

公務員系職業入門

2月5日

午後

樹徳高等学校（群馬法
科ビジネス専門学校）

61
1,170

②その他
職業教育を行なう対象を、高等学校だけでなく、中学校等にも拡大した。
職業教育フェアの会場を、若者の集まるターミナル駅前（高崎駅前）の商業施設内に
移した。このことにより、幅広い年齢層の多くの方々に「職業教育」について知ってい
ただくことができた。

３．事業の成果・評価に関する項目
①目的・重点事項の達成状況・評価について
○受講者へのアンケート調査結果
【体験講座】（回答数 34 人）
Ａ．キャリア学習講座について
Ｑ１：講座を受講した感想はいかがですか？
・大変満足 58.8%
・やや満足 26.5%
・普通 11.8%
・やや不満 2.9%
・大変不満 0.0%
Ｑ２：（Ｑ１の回答について）その理由をお書きください。
（主なものや特徴的なもの）
・楽しかったし、美味しくできたから。
・貴重な体験ができ、今まで以上に興味がわいた。
・こんなにいっぱい体験できると思っていなかったのでとても充実していて楽し
い２日間になれた。
・犬の毛を洗ったりしておもしろかった。毛を乾かすのも楽しかった。
Ｑ３：講座の内容はわかりやすかったですか？
・はい 76.5%
・普通 17.6%
・いいえ 5.9%
・その他 0.0%
Ｑ４：講座の時間はいかがでしたか？
・ちょうどいい 76.5%
・短い 8.8%
・長い 14.7%
・その他 0.0%
Ｑ５：講座に参加して、将来の仕事を考える上で役に立ちましたか？
・はい 76.5%
・普通 20.6%
・いいえ 2.9%
・その他 0.0%
Ｂ．将来の仕事について
Ｑ６：現時点で、将来なりたい仕事がありますか？
・ある 67.7%
・ない 29.4%
（未記入 2.9%）
Ｑ７：（Ｑ６で「ない」と答えた方）「ない」の理由で、あなたの気持ちに一番近い
ものを一つ答えてください。
・もっと先になって考えたい 40.0%
・仕事のことがわからない 20.0%
・魅力的な仕事がない 20.0%
・その他 20.0%
Ｑ８：今後、あなたの将来の仕事を決める上で、主に相談したい人は誰ですか？
（※複数回答可）
・保護者 61.8%
・兄弟姉妹 5.9%
・親戚 2.9%
・学校の先生 32.4%
・友人 29.4%
・先輩 2.9%
・その他 5.9%
【講師派遣講座】（回答数 1,154 人）
Ａ.キャリア学習講師派遣講座について
Ｑ１：講師派遣講座を受講した感想はいかがですか？
・大変満足 50.7%
・やや満足 30.1%
・普通 17.4%
・やや不満 1.3%
・大変不満 0.3%
Ｑ２：（Ｑ１の回答について）その理由をお書きください。
（主なものや特徴的なもの）
・実際にお辞儀などをやってみてわかりやすく、話だけでなくやってみて自信が
つきました。

・今までしっかりと学んだことのない内容を学ぶことができてとても良かったで
す。また楽しくわかりやすかったです。
・初めて髪を切ってみて、とても面白かったから。
・実際に犬まで連れてきていただき、触らせてもらったり、その仕事の大変さや
楽しさなどがわかりやすく伝わった。
・普段歯科衛生士という言葉を聞かなくて歯医者さんのアシスタントをして、い
っぱい勉強をして実際に治療をしてみてお客さんにありがとうとか言っても
らえたら、すごくやりがいのある仕事だと思いました。
・わかり易い説明と実際に働いた人の声とか、どういった仕事で、どんなやりが
いがあるかなど詳しく聞けて良かった。
・調理の仕方とか、すごい本格的で、それをこんな間近で見れることなんてめっ
たにない事だからすごい勉強になった。
・もともと興味のあった仕事にもっと興味がわいた。自分の将来について考えら
れた。
Ｑ３：講師派遣講座の内容はわかりやすかったですか？
・はい 72.4%
・普通 26.5%
・いいえ 0.8%
・その他 0.2%
Ｑ４：講師派遣講座の時間はいかがでしたか？
・ちょうどいい 66.6%
・短い 7.2%
・長い 24.4%
・その他 1.2%
Ｑ５：講師派遣講座に参加して、将来の仕事を考える上で役に立ちましたか？
・はい 63.5%
・普通 33.6%
・いいえ 1.6%
・その他 1.2%
Ｂ．将来の仕事について
Ｑ６：現時点で、将来なりたい仕事がありますか？
・ある 48.8%
・ない 45.3%
（未記入 5.9%）
Ｑ７：（Ｑ６で「ない」と答えた方）「ない」の理由で、あなたの気持ちに一番近い
ものを一つ答えてください。
・もっと先になって考えたい 60.4%
・仕事のことがわからない 16.1%
・魅力的な仕事がない 16.1%
・その他 7.5%
Ｑ８：今後、あなたの将来の仕事を決める上で、主に相談したい人は誰ですか？
（※複数回答可）
・保護者 73.5%
・兄弟姉妹 12.0%
・親戚 5.0%
・学校の先生 16.3%
・友人 36.3%
・先輩 4.9%
・その他 2.8%
○高校教員へのアンケート調査結果
Ａ.キャリア学習講師派遣講座について
Ｑ１：講師派遣講座についてのご感想はいかがですか？
・大変満足 91.7%
・やや満足 8.3%
・普通 0.0%
・やや不満 0.0%
・大変不満 0.0%
Ｑ２：（Ｑ１の回答について）その理由をお書きください。
（主なものや特徴的なもの）
・説明が分かりやすく、中学生も興味深く聴けた。講義調ではなく、生徒との
相互の学習が成立していた。
・生徒へはもちろん、私自身、社会人として役立った。
・生徒にとってもわかりやすい内容で、マナー（手法）と合わせて、心の持ち
方についても触れてくださり、これからの職場体験に向け、適切なものであ
ったと思います。自分も勉強になりました。

Ｑ３：講師派遣講座の内容はわかりやすかったですか？
・はい 91.7%
・普通 8.3%
・いいえ 0.0%
・その他 0.0%
Ｑ４：講師派遣講座の時間はいかがでしたか？
・ちょうどいい 75.0%
・短い 0.0%
・長い 8.3%
・その他 16.7%
Ｑ５：講師派遣講座はキャリア教育の役に立ちましたか？
・はい 100.0%
・普通 0.0%
・いいえ 0.0%
・その他 0.0%
当初計画においては、受講者数 3,063 人を想定していたが、本年度の受講者数は体験
講座の 35 人と講師派遣講座の 1,170 人であり、総数 1,205 人であった。
受講者数が当初計画に満たなかったものの、受講者ならびに高校教員へのアンケート
調査結果をみると、その内容に対する満足度は大変高かったようである。
②次年度以降における課題・展開
対象としている高校生や中学生が夏休みとなる時期に体験講座を多数計画していた
が、案内パンフレットの作成・送付が遅くなり、高校生や中学生の認知度を高めること
が十分にできなかった。
今回の成果について、ホームページへの掲載などにより普及していきたい。

