
キャリア教育実践プロジェクト 平成１９年度実績報告書

キャリア・スタート・ウィーク推進地域名 函館市

１．研究テーマと設定理由について

研究テーマ 「将来への夢をはぐくみ，主体的に自己の進路を探求する生徒の育成」
設定理由
本市は，美しい自然や歴史，文化，さらには海を中心とした豊かな資源など，恵まれ

た教育環境を有しており，個性あふれる豊かなまちづくりを進める中核都市として，教
育においても，地域の発展や文化の発展を担う人材の育成を目指し，学校，家庭，地域
が連携・協力しながら，教育活動を進めている。
各中学校において総合的な学習の時間や特別活動で実施している職業体験では，サー

ビス業や漁業・水産関係など様々な業態の事業所，福祉施設や保育所などの施設などが
学習の場所となっている。こうした環境を生かしながら，人々の生き方に触れたり，仕
事や地域への理解を深めることのできる職業体験を教育課程の中に明確に位置付け，望
ましい勤労観や職業観，職業に対する知識や認識を深め，主体的に進路や職業を選択す
る態度や意欲を養うキャリア教育の推進を目途に本研究テーマを設定した。

２．事業の活動内容及び成果と課題について

（１）市区町村キャリア・スタート・ウィーク実行委員会（以下「実行委員会」という）

の位置付けと果たした役割及び成果と課題

①実行委員会の構成メンバーについて（平成２０年３月現在）

氏 名 所 属 ・ 職 名 備 考

函館市商工観光部労働課長

函館市教育委員会学校教育部教育指導課長

函館市教育委員会学校教育部教育指導課指導主事

函館市立戸倉中学校ＰＴＡ会長

函館商工会議所女性会会長

函館市青年会議所理事長

職場体験受入先事業所の代表

函館市立銭亀沢中学校長

函館市立戸倉中学校長

函館市立旭岡中学校長

函館市立亀尾中学校長



【組織関係図】

②実行委員会における会議開催日毎の主な活動の内容（協議の概要）について

（ア）第１回実行委員会
１ 開会
２ 挨拶(教育指導課長)
３ 委員紹介
４ 説明・協議
（１）本事業の概要について
（２）昨年度までの各学校の職場体験実施状況の交流
（３）キャリア教育推進上の課題についての協議
（４）その他
５ 閉会

○ 協議の概要
・複数日の実施により，従来の１日の職場体験では得られない生徒の意識の変容等を
検証することが必要である。
・学校が受入先事業所を開拓する際の労力を軽減するために，受入可能な事業所の情
報を集約し，リストを作成する必要性がある。
・職場体験の受入事業所をホームページなどで広報することにより，事業所側にも経
営上のメリットがある。
・行政が生徒の移動の際の交通費を負担できないかどうか検討する必要性がある。
・生徒に目的意識や趣旨等をしっかり理解させ，体験に臨ませることが望ましいとい
う要望が，事業所側からある。
・現状では第２次及び第３次産業中心の職場体験が中心だが，農業，漁業など，一次
産業の体験の場を充実させることも必要である。

（イ）第２回実行委員会
１ 開会
２ 挨拶(教育指導課長)
３ 説明・協議
（１）今年度の各学校の職場体験実施状況の交流
（２）生徒，学校，保護者，事業所アンケートの結果について
（３）キャリア教育推進上の成果と課題についての協議
（４）その他
４ 閉会
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○ 協議の概要
・各事業所に説明する際の「研修プログラム」的なものが必要であり，市としてモデ
ルプログラム（カリキュラム）を作成すべきである。
・企業が，生徒を「将来のお客様」という意識で受け入れることにより，職場体験は
経営の視点でもメリットがあると考えることができるはずである。
・安全面，衛生面等から，製造業事業所の参加が難しいこと。
・事業所の登録制を導入する際の組織づくりの課題について。
・家庭でのしつけとキャリア教育の関連性について。
・受入事業所用ステッカーの作成について

③実行委員会における活動の成果と課題について

（ア）成果
・従来，職場体験については，各学校が個別に取り組んできたが，事業所や関係機関
等とキャリア教育の推進について協議を行うなかで，連携の必要性を確認すること
ができた。
・受入事業所の開拓について，商工会議所や青年会議所等の関係団体に，理解と協力
を得ることができ，今後の職場体験が円滑に行える見通しがもてた。

（イ）課題
・受入先事業所の拡充と情報の集約を図り，各学校の受入事業所の開拓が円滑に進む
よう取り組むこと。
・事業所側にとっても有益な事業となるよう，ホームページの活用等，広報や周知の
在り方について検討すること。

④実行委員会の活動の課題に対する取組方針について

（ア）商工会議所や青年会議所，ロータリークラブ等の関係団体に対して，職場体験学
習の受け入れについて理解と協力を求めていくこと。

（イ）学校単位で行っている受入事業所の集約について，一元化を図ること。

（２）推進地域における活動の具体的内容及び成果と課題

①推進地域における総学校数

市町村名 総中学校数 職場体験を受け入れた総事業所数(純計)

函館市 ２８（ ４ ） ８１

②推進地域における活動の具体的内容について
（ア）実行委員会の開催（２回）
（イ）キャリア教育推進上にかかわる各学校への助言
（ウ）関係機関，関係団体との連絡・調整
（エ）事業にかかわるアンケートの集約等と還元

③推進地域における活動の成果と課題
（ア）成果
・本事業により，学校，民間，行政が連携し，職場体験活動を支え，地域で中学生を
育てる気運が高まった。
・実施校では，受入事業所や保護者への事前・事後のアンケートを実施することによ
り，職場体験における生徒の変容等を把握することができた。

（イ）課題



・キャリア教育に対する保護者や事業所への一層の理解や啓発が必要である。
・学校におけるキャリアアドバイザーの効果的な活用について検討が必要である。

④推進地域の活動の課題に対する取組方針について

（ア）各校の職場体験が同一事業所に，集中しないよう調整を図るとともに，事業所
側の負担の軽減を図ること。

（イ）保護者や地域，事業所等に本事業の趣旨の理解を図る啓発活動に取り組むこと。

（３）職場体験実施校（本事業による）における活動の内容及び成果と課題について

①実施校における活動の内容について

（ア）発達段階に応じた全体計画に基づくキャリア教育の推進
（イ）事前指導

・ガイダンス（コーディネーターによる講話）
・事前の準備（体験先の決定，体験先との交渉の仕方，マナーなど）
・事業所との事前打ち合わせ（教職員，生徒）

（ウ）職場体験学習
・担当教員による巡回訪問指導（生徒の様子の観察）
・受入事業所との連絡，情報交換

（エ）事後指導
・職業レディネステストや事前アンケートの実施とその分析
・キャリアアドバイザーを招いての事前学習会の実施
・事後アンケートの実施とレポート作成，報告会の開催，お礼状の作成，送付

②職場体験の主な受入先について（概要）

・銭亀沢中学校 ２３事業所 保育園 幼稚園 病院 ホテル 給油所

・旭岡中学校 ３０事業所 スポーツ用品店 ホームセンター 楽器店

・戸倉中学校 ２６事業所 ペットショップ 蕎麦屋 放送局 出版社

・亀尾中学校 ２事業所 行政書士事務所 商店 菓子店 写真館

計 ８１事業所 特別養護老人ホーム 郵便局 回転寿司店
スーパーマーケット 美容室 図書館
コンビニエンスストア 自動車整備工場 など

③職場体験の受入先の開拓方法について

・学校が過去に実績のある事業所を中心に依頼
・ＰＴＡの協力による事業所開拓
・ロータリークラブの協力による事業所開拓

④実施校における活動の成果と課題について

（ア）成果
・受入事業所と学校，保護者が一体となり子どもたちを育成する気運が生まれた。
・保護者や地域，事業所の温かな対応により，地域と学校が連携して生徒を育成する
ことの重要性を再確認できた。
・挨拶や言葉遣いなど，身に付けておくべきマナーや社会のルールを学ぶことができ
た。
・働くことの大変さや他者とコミュニケーションをとることの難しさを理解すること
ができた。



（イ）課題
・事業所等との連携を深め，生徒の活動について一層の充実を図る必要がある。
・担当教員の不足から，事業所との事前の打ち合わせが十分にできなかった。
・行き帰りの際の安全確保について一層の配慮が必要である。

⑤実施校における活動の成果と課題に対する取組方針について

， ，・年度当初から依頼や準備を進めることによって 事業所の協力や理解を得るとともに
事業の趣旨の啓発や連携を図る。

・年間指導計画を見直し，学習内容の充実を図る。

⑥実施校における児童生徒の勤労観，職業観に対する意識の変容等について
（ア）生徒
・働くことの大変さを実感し，充実感や勤労の喜びを感じることができた。
・地域の大人と一緒に働くことにより，自分の将来について真剣に考えるきっかけに
なり，進路意識の高揚が見られた。

（イ）保護者
・進路について子どもと話し合うきっかけになり，子どもの変容に気付く貴重な機会
となった。

（ウ）事業所
・中学生に対する認識を新たにした事業所が多く，次年度も受け入れたいと回答した
職場がみられた。

⑦実施校の状況

学校名 教員数 生徒数 所在地 備考

13 148 函館市豊原町１４０番３０号函館市立銭亀沢中学校
zenikame@crux.ocn.ne.jp

函館市立戸倉中学校 27 410 函館市戸倉町２６番１号
tokurajh@ms1.ncv.ne.jp

函館市立旭岡中学校 13 198 函館市西旭岡町３丁目５番地
asahioka@crux.ocn.ne.jp

函館市立亀尾中学校 9 21 函館市亀尾町２８番地
kameochu@crux.ocn.ne.jp

⑧実施校における職場体験の実施状況について

学校名 体験生徒数 職場体験実施時期 職場体験の教育 受入 来年度の取組
(学 年) 課程上の位置付け 事業所数 予定について

函館市立 総合的な学習 ２３ 実施予定３学年 ４７人 10月23日～10月26日(4日間)
銭亀沢中学校 の時間

函館市立 総合的な学習 ２６ 実施予定２学年１３２人 11月16日(1日間)
戸倉中学校 の時間

函館市立 総合的な学習 ３０ 実施予定２学年 ６８人 11月16日(1日間)
旭岡中学校 の時間

函館市立 総合的な学習 ２ 実施予定２学年 ８人 11月 6日(1日間)
亀尾中学校 の時間

（４）全体的な研究の総括と展望
・学校行事等から実施日が集中し，推進校における受入事業所の確保が難しいなどの課
題はあるが，多くの生徒に，望ましい職業観や勤労観をはぐくむことができた。

・職場体験学習に関しては保護者や事業所等への周知が不十分であり，今後実行委員会
等の組織による広報活動をとおして，より一層，啓発を図る必要がある。


