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１．事業の概要等 

 

○経緯・背景 

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活かし、

「しごと」の分野別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、「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。ガイ

ダンスはアクロス福岡において７月１４日（火）と７月１５日（水）（２日間２１０講座）

開催いたしました。会場では、１講座を５０分とし１分野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７月から１２月の間で実施いたしました。 

 

○特徴 

・講座の基本構成は下記のとおり。 

  職業体験ガイダンス「しごとぴあ’０９」 

    開催日 ７/１４（火）７/１５（水） 

    会 場 アクロス福岡Ｂ２Ｆ イベントホール 

    講 座 ２１０講座（２日間） 

 

職業体験講座 

開催日 ７月～１２月 

会 場 各専門学校 

講 座 １日２時間職業体験講座 

 

○事業の実施 

企画運営：社団法人福岡県専修学校各種学校協会のガイダンス委員 

職業体験：専門学校職員 

 

 

 



○事業の概要 

・職業体験ガイダンス 

開設講座数：２１０講座（昨年度４４８講座） 

専修学校数：１８校（昨年度３７校） 

高等学校数： ８校（昨年度２６校） 

受講者数 ：１００８人（昨年度１０２７人 １９人減） 

開催時期 ：７/１４～７/１５ 計２日間 

（昨年度９/１９～９/２０、１１/５～１１/７ 計５日間） 

・職業体験講座 

    受講者数 ：６１人（昨年度２１人） 

    開催時期 ：７月～１２月 

 

２．事業の実施に関する項目 

①職業体験ガイダンスの実施 

 

①「しごとぴあ’０９」職業体験ガイダンス 

開催日  ７月１４日（火）・１５日（水） 

開催場所 アクロス福岡Ｂ２Ｆ イベントホール 

 

プログラム一覧 

分野 講座内容 実施専門学校 

コンピュータ・マル

チメディア 
VB（ビジュアルベーシック）入門 専修学校コンピュータ教育学院 

自動車 自動車整備士になるには 西鉄自動車整備専門学校 

  自動車が好き 西鉄自動車整備専門学校 

  エンジンのしくみ 西鉄自動車整備専門学校 

  ブレーキのしくみ 西鉄自動車整備専門学校 

  走る、曲がる、止まる 西鉄自動車整備専門学校 

測量、造園、土木、 

製図 

３D体験と地図作り 

都市の自然環境観察 

福岡国土建設専門学校 

福岡国土建設専門学校 

動物 動物ペットの仕事を体験しよう 
福岡エコ・コミュニケーション専門学

校 

リハビリ・医療 リハビリテーション体験 麻生リハビリテーション専門学校 

カフェプランナー エスプレッソ試飲体験 福岡キャリナリーアート専門学校 

保育 
保育体験！こどもについて深く知ろ

う！ 
麻生医療福祉専門学校 福岡校 

歯科技工 歯をキレイに保とう！ 福岡医科歯科技術専門学校 

臨床工学技士 いのちのエンジニアって何？ 福岡医科歯科技術専門学校 

  歯科技工士って何だろう？ 福岡医科歯科技術専門学校 

美容・メイク ベーシックカット 大村美容専門学校 

 メイクテクニック 大村美容専門学校 

 エステティック 大村美容専門学校 



 メイク＆エステ 福岡ベルエポック美容専門学校 

 ネイリスト・エステティシャン体験 福岡ビルエポック美容専門学校 

 美容師体験 福岡ベルエポック美容専門学校 

公務員 公務員職種アラカルト 麻生公務員専門学校 福岡校 

ビジネス・OA・医療

事務 
POP 制作 

専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネ

ス 

ファッション① ピンクッション制作 大村ファッションデザイン専門学校 

  エコバックデコレーション 大村ファッションデザイン専門学校 

ファッション② 
今使える流行アイテムを作っちゃお

う！ 
香蘭ファッションデザイン専門学校 

調理① ギョーザ作り体験！ 中村調理製菓専門学校 

調理② かわいい巻き寿司を作ってみよう！ 平岡調理製菓専門学校 

 中華点心を作ってみよう！ 平岡調理製菓専門学校 

 あの野菜がこんな形に！？ 平岡調理製菓専門学校 

ホテル・ブライダル ブライダルの仕事 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 

  ホテルのこだわりサービス 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 

旅行・航空 グランドスタッフの接客サービス 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 

 旅行業界の魅力を体験しよう！ 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 

 マーシャラー講座 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 

製菓① パティシエのお仕事体験 専門学校福岡ビジョナリーアーツ 

製菓② 
かわいいお菓子のプレゼントを作ろ

う 
平岡調理製菓専門学校 

 おいしいクレープを作ろう 平岡調理製菓専門学校 

製菓③ ケーキ作り体験 中村調理製菓専門学校 

 

   

バス参加校 

14 日 15 日 

筑紫台高等学校 140 名 博多高等学校 220 名

常葉高等学校 252 名 高宮学院 22 名

福岡女子高等学校 25 名 沖学園高等学校 35 名

純真高等学校 70 名   

高宮学院 26 名   

 

参加者数 

開催日 高校生 教諭・保護者・留学生など 合計 

14 日 543 33 576 

15 日 402 30 432 

合計 945 63 1008 

 

 



②「しごとぴあ’０９」職業体験講座（開催時期：７月～１２月） 

実  施  校 分   野 参加人数

専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ ホテル・ブライダル・旅行・航空 ３人

福岡キャリナリーアート専門学校 カフェプランナー １人

福岡ベルエポック美容専門学校 美容・メイク １５人

福岡国土建設専門学校 測量、造園、土木、製図 １人

麻生公務員専門学校 公務員 ４人

麻生医療福祉専門学校 保育 ２人

麻生リハビリテーション専門学校 リハビリ・医療 ５人

 

 

②その他 

 

今回の事業は、職業体験ガイダンスから職業体験講座への受講者を増やすため開催時期を夏

休み直前に設定し、より多くの高校生等に「しごと」を体験していただき、その「しごと」

に必要な知識・技能・資格等を学んでいただくよう工夫しました。 

 

 

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 

 

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’０９」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１８校の専門学校が１つの会場に一堂に会し、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１６の分野に分け、それぞれの分野ごとに講座を設定し、２１０講座を開設

し、そこで分野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、７月から

１２月の間で実施いたしました。 

アンケートの評価については、アンケート集計結果をみても会場にて行われた「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」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’０９」が有意義な事業であったものと

考えます。 

 

 

 

 

 

 

 



○受講者へのアンケート調査結果 

・職業体験ガイダンス 

満足度調査結果：大変満足 ６０％ やや満足 ２２％ 普通 １３％ 

やや不満 １％ 大変不満 ０％ その他 ４％ 

（感想） 

①将来つながる体験になった。 

②仕事の知らないことをたくさん知ることが出来た。 

③興味のなかった職業も良いなと思えるようになり、視野も広がった。 

④たくさんの職業が体験・見学できました。また行きたいです。 

⑤自分が将来やりたいと考えたことのない職業がたくさんあって、就きた

い職業以外の職業が出来て、とても良かったです。 

 

・職業体験講座 

満足度調査結果：とても良かった ８０％ 良かった ２０％ 普通 ０％ 

良くなかった ０％ とても良くなった ０％ 

（感想） 

①いろんな話が聞けて仕事の大変さが色々わかった。 

②色々な仕事のことがわかった。 

③色々見ることがきてき、将来の事を考える良いきっかけになった。 

④また保育に対して、興味がでた。早く保育士になりたい。 

⑤自分の夢に一歩近づけた。 

 

○高校教員へのアンケート調査結果 

満足度調査結果：良かった ８３％ 普通 １６％ 良くなかった １％ 

 

（感想） 

①個人差はありますが、希望以外にも多くの職業について話を聞いた生徒

もいたようです。事前指導のやり方を工夫するべきだったと反省してお

ります。 

②少人数でしたが、丁寧に説明していただき生徒は大変喜んでおりました。

③「しごとぴあ」に参加後、真剣に将来の事を考え、参考書等を購入し学

習するようになりました。 

④まだ生徒の意識が低く、軽い気持ちのまま参加していたので、次回は事

前指導をしっかりしようと思います。 

⑤２０人程度の参加者が、均等に参加できる環境があればと思いました。

 

②次年度以降における課題・展開 

 

 「しごと」に対する意識の向上、「しごと」とは何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。 

 

 


