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１．はじめに  

（１）本校の概要 

 本校は十勝南部に位置する全日制普通科高等学校で、全校生徒 118名である。令和２年度（2020年

度）は３学年２クラス、１・２学年各１クラスである。入学生のおよそ５割前後が地元の大樹町出身

の生徒で、それ以外は南十勝近隣の市町村からの通学生である。 

 進路希望は、大学・短大・専門学校への進学、公務員及び民間企業への就職など、それぞれ一定の割

合であり、いわゆる「進路多様校」である。そのため、進路指導は、入学年次より「進路のしおり」

や「総合的な探究の時間」を有効に活用し、キャリア開発を意識した教育活動を実施している。 

 進路未定で卒業する生徒は、大学への進学を希望する生徒であり、就職未内定生徒は過去５年間では

１人もいない。進路先地域は、進学・就職ともに、札幌圏または帯広（十勝）圏であり、地元志向が

強い。また、過去５年間の卒業生 253 名中 94 名（37％）が就職しており、本校では、特に就職指導

を手厚く実施している。 

 

（２）キャリア教育の一層の充実に向けて 

  本校では、「令和２年度（2020年度）就職指導の改善に関する研究」指定事業を受けて、早期離職

や就職未内定のまま卒業する生徒に関する分析及びキャリア教育の一層の充実に向けて、企業訪問や

アンケートを実施するとともに、「キャリア・パスポート」の有効活用について研究を行った。 

 

（３）大樹町小中高連携教育推進委員会について 

  大樹町内の小学校・中学校（各１校）、高等学校が様々な教育活動での連携を密にし、さらなる充

実を図るため、「大樹町小中高連携教育推進委員会」を設置している。この活動の中の実践テーマの

１つに、「小中高キャリア教育の推進」が設定されている。小中高 12 年間を系統的に見据えたキャ

リア教育の全体計画の策定や、今年度は「キャリア・パスポート」についての検討を進めた。この委

員会での研究に加え、本指定事業を活用し、「キャリア・パスポート」に関する具体的な諸問題を明

確にすることができた。 

 

（４）研究協議会について 

 本研究の研究協議会は、十勝教育局キャリアプランニングスーパーバイザー（ＣＰＳＶ）と連携し

なが実施された。また、「キャリア・パスポート」についての研究推進に当たっては、近隣の２校（北

海道広尾高等学校・北海道更別農業高等学校）との意見交換及び情報提供の機会を活用して行われた。 

 

２．研究成果と報告  

 研究計画に則り、令和２年（2020 年）５月 25 日企業訪問を実施した。各事業所の具体的な採用活動

及び地域の高卒就職についての意見を伺うことができ、大変参考になった。 

 また、管内事業所へのアンケートを実施し、高卒採用人事や早期離職についての意識調査を実施した。

対象企業は、多様な業種となるように配慮しながら、昨年度の高卒求人実績がある事業所から任意で 50

社を選択し、協力を依頼した。 

 「キャリア・パスポート」の検討については、小中高の取組の現状について意見交換する中で、実際

に活用できる方法（教材）として、どのようなものが考えられるか具体的な検討を行った。また、近隣

の高等学校にも協力をいただき、より具体的な意見交換を行った。 
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（１）企業訪問  
①実施日時 令和２年（2020年）５月 25日  

 

②訪問者  本校進路指導主事 

北海道教育庁十勝教育局教育支援課高等学校教育指導班進路相談員（ＣＰＳＶ） 

 

③訪問企業 ㈱平和園  ㈱ＮＫインターナショナル  ㈱サカイ引越センター  西岡建設㈱ 

 

④主な懇談の内容 ア、早期離職について 

イ、今年度の採用動向について（新型コロナウイルス感染症の影響など） 

ウ、事業所からの要望について 

 

⑤懇談内容（記録） 

ア、早期離職について 
・３人１チームでコミュニケーションを大切にしている。 

・チューター制度を導入し、新人のフォローをしている。 

・マンツーマンでの仕事なのでフォローしやすい。 

・向上心や目標を持つことを評価している。 

・指導はマンツーマンで行う。 

・事務職は定着する印象がある。 

・社長一人でなく、みんなで考える仕組みを構築している。 

・社内での研修旅行など、親睦も含めて研修を実施している。 

・新入社員研修を実施している。 

・人間関係は若い世代同士、良好である。 

・人事考課については、本人に成長を促す場として捉えている。 

・人事考課によって本人が「自分自身の棚卸し」をできるように促す。  

・先輩と相談しやすい関係を意識している。 

・早期離職の理由は人間関係が大きく、大きな壁である。 

・相談しやすい関係性を構築している。 

・体力的な制限はない。運動部でなくても可である。 

・中小企業の長所としては、社長と直接話ができる点にある。 

・長く続けられるのはサバサバしている人。 

・定休日前のコミュニケーションを大切にしている。 

・入社後、同友会のフォローアップ研修などを活用している。 

・普通科からの高卒生は、１年間、札幌の専門学校で資格取得をさせている。 

・部下は上司を選べないため、人間関係への配慮は大切である。 

・本音が出てくるように先輩社員との面談を実施。 

 

イ、今年度の採用動向について（新型コロナウイルス感染症の影響など） 
・一人前になるのに 10年はかかるから、新しい人を入れないと技術が継承されなくなる。 

・技術系の年齢層が高くなっており、この先 10年で若い人に引き継ぎたい。 

・事務は商業高校に指定求人（欠員が出た場合）を出している。 

・地域の信頼に根ざすことを重視している。 

・毎年２～３名を採用したい。 

・毎年採用しており、高卒も第２新卒も力を入れている。 

 

ウ、事業所からの要望について 
・企業研究をしてほしい。 

・役所関係とつきあいのできるコミュニケーション力が欲しい。 

 

 どの事業所も、早期離職について問題意識を感じている様子であり、懇談における話題の中心と

なった。できるだけ本音が話せるような人間関係の構築や、コミュニケーションを重視し、新入社

員のアイデアが具体化できるような仕組み作りを実施している事業所が多い。また、事業所の強み

として、先輩社員や社長との距離感の近さを意識している中小企業点が多かった。 
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 高卒採用について、商業高校指定を実施している１社を除き、毎年継続的に採用活動を実施する

計画がある。ＨＰ整備や合同企業説明会への参加など、求職者に対する事業所情報の発信はもちろ

ん重要であるが、同時に、求職者の情報収集能力も求められている。 

 

（２）事業所アンケート  
 高卒採用人事や早期離職について、管内 51社にアンケートを実施した。 

 

【アンケート協力依頼先事業所一覧】 
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院  ＪＲ北海道ホテルズ㈱  ＳＢＳフレックネット㈱ 
えんどう畜産  アートコーポレーション㈱(アート引越センター)  エア・ウォーター十勝食品㈱ 
カルビーポテト㈱  ニッポンレンタカー北海道㈱帯広駅前営業所 
パナソニックスイッチングテクノロジーズ㈱  フジ暖房工業㈱  ホテル日航ノースランド帯広 
㈱かちまいサービス  ㈱アンビックス十勝ナウマン温泉ホテルアルコ  ㈱エイムカンパニー 
㈱エムデジ  ㈱オビトラ  ㈱カナモト  ㈱サカイ引越センター帯広支社  

 ㈱セノン道東営業所   ㈱ダイイチ  ㈱トヨタレンタリース帯広  ㈱パーペル   
㈱フジライフベルラヴィるくる ㈱ベルコ帯広  ㈱ロンド  ㈱安井測量設計事務所   
㈱延与牧場（ノベルズグループ） ㈱環境テクノス  ㈱観月苑  ㈱進藤鋳造鉄工所  ㈱千葉建設  

 ㈱土井組  ㈱平和園  ㈲菓子工房アンデルセン  ㈲橋本組  丸十木材㈱   
公益社団法人日本パークゴルフ協会  社会福祉法人光寿会(ケアステーションひかり)   
西岡建設㈱  税理士法人竹川会計事務所  石野コンクリート工業㈱  雪印メグミルク㈱   
帯広スズキ㈱  帯広信用金庫  帯広地方卸売市場㈱  大樹町農業協同組合   
東北海道いすゞ自動車㈱  東洋通工㈱  南十勝酪農ヘルパー有限責任事業組合   
日本ニューホランド㈱  北海道道路整備㈱ 

 

回答内容まとめ 

１．高卒求人と一般求人の違いをどのようにお考えですか。 

・一般求人（キャリア採用）では即戦力採用の位置づけで活動しています。  

・一般求人については即戦力での採用を考えます。 

・各企業の PRに対して、しっかり考えて企業を選んで貰える機会と考えています。 

・求人に関しては、特に違いは考えておりません。 

・高校求人は会社をつくっていく人材の確保。 

・高卒者 → 2～3年キャリア形成・一般 → 即戦力。  

・高卒者：じっくり育てていく人材、中途採用者：ある程度の即戦力の人材。 

・高卒者は、長期にわたり活躍、成長してくれることを望んで募集を行っています。 

・高卒者は時間をかけた教育で根気よく育てることが必要と考えます。 

・総合職としての異動か事務職として専門性を磨かせるかに分類。 

・即戦力か否か。   

・特に大きな違いがあるとは考えておりません。 

 

２．高卒求人を出す頻度について、１つ選んでください。 

（あ）毎年出している…85.7％  （い）必要に応じて…０％  無回答…14.3％  

 

３．２の理由を教えてください。 

・プロパー社員の育成による人員体制構築のため。 

・技術継承のため若年者の積極的な採用を望んでいます。 

・昨年から毎年出すこととしました。 

・若い社員の成長なくしては会社の将来はないと考えます。 

・従業員の退職、離職を見据えるため。 

・将来を見据えた人を育てたい。 

・人員の年齢別構成を歪にしないため、人員不足解消のため、技能伝承のため等。 

・人手不足のため、今年からは高卒者を雇い入れ、２年間専門学校に通って資格を取ってもらうよう 

に考えています。 
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・増産対応や退職者補充のため。 

・退職者の補充のため継続的に最小限の人材確保。 

・地域、会社の成長、そこで働く従業員の成長、新入社員の成長。 

・適性の高い人材を採用する為。 

 

４．採用について、どのような部分を重視しますか。（３つまで回答可） 

（あ）筆記試験（学力）…14.3％  （い）適性検査…42.9％    （う）資格や検定…０％ 

（え）調査書の所見（高校からの人物評価）…28.6％ 

（お）学業成績（調査書の記載）…14.3％ 

（か）欠席状況（調査書の記載）…28.6％   （き）履歴書の志望理由部分…14.3％  

（く）面接での応答内容…71.4％（け）その他…14.3％ 

※その他の意見 

・経験より、学業以外（スポーツ・アルバイトなど）にどのようにチャレンジしてきているかを重視し

ています。 

・人物評価（お客様との会話/コミュニケーション力）を重視した採否を決定。 

・数分間の面接ではわからないです。 

  

設問１～４ 新規高卒就職者の求人についての質問 

 一般求人では「即戦力」を求めているのに対して、高卒求人では「人材育成」の観点を持った採用

姿勢がうかがえる。また、高卒求人の売り手市場と言われる背景には、離職者や退職者の増加による

「人手不足」が起因しているようだ。 

 

５．採用活動について、年度を超えた採用計画などはありますか。 

（あ）ある…28.6％  （い）ない…57.1％  （う）年度による…7.1％ 

無回答…7.1％ 

 

６．新規採用の業務はどのようにしていますか。 

（あ）担当する部署（役職）を設けている。…57.1％ 

（い）管理職が担当している。…28.6％ 

（う）外部機関（コンサルタントなど）を活用している。…０％ 

（え）その他（自由記述→）…7.1％ 

（無回答）…7.1％ 

※その他の意見 

  ・学校訪問から採用まで本社採用組織をもって対応、面接は勤務予定の管理者が実施している。 

 

７．６の理由を教えてください。  

・ある程度の知識、スキルが必要になるためです。 

・会社の経営に携わる部分なので。 

・業務分掌および職務規程に定められているため。 

・小規模企業のため各支店ではなく本社担当部署で対応しています。  

・人事にて対応している。 

・人事関連部署が担当。 

・人事採用は、企業にとって非常に重要な業務のためです。 

・全国各支社の採用業務を一元管理化しているため。 

・他の業務と兼任ではありますが、担当者を設置した方が細かな対応ができるため。 

・中小企業ですので、一人何役も担当しているというところが多いかと思われます。 
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設問５～７ 採用人事業務についての質問 

 採用人事業務は、事業所の規模の大小に関わらず、どの事業所の経営活動においてもその中核であ

ることがうかがえる。 

 

８．過去３年間の新規高卒就職者の離職状況はいかがですか。 

（あ）多いと感じている…28.6％  （い）少ないと感じている…14.3％ 

（う）特に問題ない…42.9％    （無回答）…14.3％ 

 

９．８について、退職者が多い（または少ない）理由を可能な範囲でお答えください。 

※多い理由 

・実際の業務内容と本人が想像した業務内容とのミスマッチ。   

・当社は現場作業がメインのため、心身ともに辛さを感じてしまうと思います。 

・入社後のフォロー（教育含む）が不足している。 

※少ない理由 

・若年層が多く話やすい環境と、普段からコミュニケーションを多く取っているためです。  

・他社の状況は把握できないが、ここは比較的職場環境は良いと自負している。 

10．新規高卒就職者が離職するのは、どのような理由だと思いますか。 

・一番多いのは、休日がもっと多い職を選ぶ。 

・企業側のフォロー不足、本人（家族）の理想と現実とのギャップ。 

・結婚、次の夢のため、人間関係。 

・仕事が合わない（他の仕事にチャレンジしたい）、人間関係、メンタル不調など。 

・仕事の面白さや、やりがいを知る前に辛さを感じてしまうものと考えます。 

・思っていた仕事と違う、仕事量が予想外だったことなどが想定されます。   

・社会人としての自覚不足。考え方の甘さ。でしょうか。     

・職場になじめず孤立してしまい、悩みや不満を相談・解決出来ない場合が多いと思います。 

・進学ややりたい職種が他に出てくることによって発生しているように思う。 

・年次を重ね、業務量の増加や責任を持つことを嫌い退職する。 

・弊社の場合、人間関係よりも変形労働時間制により、ローテーション勤務が合わないものと思われ

ます。 

 

11．新規高卒就職者が離職することについて、どのようにお考えでしょうか。  

（あ）あってはならない。…０％  （い）できれば避けるべき。…28.6％  

（う）場合によってはあり得ること。…50.0％  （え）こだわらない。…7.1％ 

（お）その他…０％        （無回答）…14.3％ 

 

12．11の理由を教えてください。 

・３～５年単位での人員体制構築を計画しているため。 

・実際に働いてみなければ自分の適性を知ることができないこともあるのでは。 

・社会人として働いて行く中で、自分のやりたい事や考えが変わることがあるためです。 

・数ヶ月で離職の場合、会社や仕事を本当の意味で理解していない場合があるため。 

・早期離職はその人の人間として成長するチャンスも逃してしまうことと考えます。 

・退職希望は本人の意志による部分が大きいため。    

・大学、専門学校卒の入社者も同様の傾向にあるので特段に気にしていない。 

・短期間での離職は社会人としての成長を妨げる要因になると思います。 

・働き始める前に就職先の内容について深く知る機会が少ないため、働いてからではないとわからな

い点が多いことも考慮すべき。 

・本人が離職を希望した場合は、意思を尊重。引き留めて、その後の責任を負う時代ではありません。 
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13．新規高卒就職者の離職率が高い状況を改善するためには、どのような対策が考えられるでしょうか。 

・（本人）採用試験を受ける前の職場見学やインターンに積極的に参加する。（企業側）新卒者への

フォロー体制を整備する。 

・もっと、寄り添って話を聞いてあげること。 

・インターンや会社訪問をして、詳しい仕事の内容やそこで働いている人達の雰囲気を直に感じてか 

ら、志望する企業を決定する必要があると思います。 

・応募前の職場見学を推奨します。 

・応募前の説明、会社見学など徹底して行い、仕事内容を十分に認知させることと考えます。 

・高卒者への潤沢な企業情報の展開、理想と現実の相違を減らす。 

・事前の職場体験等で会社をよく知る。 

・働くことに対する意識付け、定期的なコミュニケーション、職場環境整備など。 

・本人の自覚や考え方しかないのでしょうか。 

・労働力の流動性は高まる傾向にあるようなので難しいのではないでしょうか。 

 

設問８～13については高卒者の離職についての質問 

 ミスマッチやコミュニケーション不足に原因があるとする回答から、早期離職を防止する方策とし

て、入社前の職業理解と応募前の自己理解（適性理解）を充実させ、ミスマッチを防ぐことや、入社

後の事業所内でのフォローアップなどが考えられる。また、高卒就職者の離職について、場合によっ

てはあり得るという回答が半数あった。離職について理解を示す回答が多いものの、社会人として成

長する機会を失ってしまうという観点から、離職に難色を示す回答もある。 

可能な限りミスマッチを避け、入社後の人生設計等を考慮しながら対応も検討した上で就業するこ

とで、離職を回避することが大切であると思われる。そのためには、応募前職場見学やインターンシ

ップなどを通して、学校と事業所の連携を強化していくことが有効であると考えられる。 

 

14．新規高卒就職者に「人材育成方針」や「教育訓練計画」は整備されていますか。 

（あ）整備している…64.3％  （い）整備していない…28.6％ 

（う）その他…０％        （無回答）…7.1％ 

 

15．新規高卒就職者に対する「メンター制度」や「トレーナー制度」は導入されていますか。 

（あ）導入している…35.7％  （い）導入していない…57.1％ 

（う）その他…０％        （無回答）…7.1％ 

 

16．14．15以外に入社後の研修や業務遂行における指導方針等があれば教えてください。 

・スタッフ毎に指導者担当者を設置している。 

・会社の未来(ビジョンや方針)を明示し、本人の意向に合わせた研修派遣を積極的に実施。 

・現状は具体的なものはありません（個別対応としています）。 

・専門学院に通学して技術を習得してもらう。 

・中小企業家同友会などの研修を受けている。 

・入社後 10 年間の資格取得計画や、技術力向上の能力支援があります。 

・入社後 1週間は集合研修、配属後に専門教育とＯＪＴをメインに育成。 

・弊社では、卒業以降入社前に支社顔合わせ、入社直後に全国支社入社予定者を約１週間一堂に集め、 

新卒集合訓練を実施して同期の絆の醸成及び各種基本教育を実施している。 

 

設問 14～16では新規高卒就職者の採用後について質問 

 多くの事業所で入社後の教育などに計画を持っていることがうかがえる。今後、多くの事業所でメ

ンター制度のような採用後の教育制度が整備されていくのではないか。 
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17．「ミスマッチ」が起こってしまう原因をどのように考えますか。 

・（複数社を受験できないため）選択肢が少ないこと。 

・会社と学生側の意識のズレ。 

・企業情報の少なさ。 

・求職者の希望が現実離れしているのだと思います。 

・志望する会社の事をよく知らずに出願してしまう事が原因だと思います。 

・実際の業務内容と本人が想像した業務内容とのミスマッチ。 

・実際の業務内容について深く知る機会が少ない。 

・主に相談する相手が会社にいないことが大きいと考えています。 

・十分な説明をせず、仕事内容をあまり理解させずに採用してしまう、会社に問題があると考えます。 

・成績や面談だけでの判断が問題でしょうか。期待値を含めての採用もありますが。 

・理想と現実の差。 

 

18．「ミスマッチ」をなくす（または軽減する）ために、何か対策などをしていますか。 

（あ）対策している…64.3％  （い）対策していない…28.6％ 

（う）その他…7,1％ 

※その他の意見 

・３年前から全国支社入社者に対して１年間、月１回程度の上司との面談を実施している。 

 

19．高校生が出願先を決定する際、どのような事を判断の決め手としていると思いますか。 

・ネームバリュー、親や先生のアドバイス。 

・給与、休日、残業時間数など。 

・給与の額、休日数、残業の有無、親の意向などかと思います。 

・業務内容、給与・休日等の雇用条件、企業としての知名度（将来性）。 

・三者面談で決定されていると存じますが本人意思重視。 

・仕事内容、勤務地、給与・福利厚生面、先輩の就職実績。 

・職種、処遇待遇、雇用形態。 

・色々情報を集めていますが、休日数、残業数が少ない。自分の趣味の時間が取れる環境を望んでいると考える。 

・地元事業者での一定の安定度や働きがい。 

・馴染みやすい環境で、安定して長く勤められる会社かどうかだと思います。 

 

20．出願する際に検討しておいてほしい事はどのような事ですか。 

・しっかり仕事の中身を理解して欲しいです。応募前見学では質問もたくさんいただけると幸いです。 

・どんな業務につくことを望んでいるのか、出願先に求める優先順位（給与？休日？業務内容？）は何か。 

・やはり、弊社のことをよく調べてほしい。会社見学等。  

・出願先企業の業種ではなく、出願する仕事はどんな業務なのかを理解しておいて欲しい。 

・職場見学の確実な実施。 

・数社を十分比較検討して、その結果納得した上で出願して欲しいです。   

・生徒個人の適性と希望が合致しているか。 

・働くことのイメージをもって受検して欲しいと思います。 

・難しいかもしれませんが、楽な仕事など無いという現実を知ること。 

・事務作業が主な業務だという事、コミュニケーション能力は必須かと。 

   

設問 17～20は新規高卒就職者の「ミスマッチ」問題について質問 

 自由記述にて回答をいただいた。それぞれ示唆に富んだ回答であり、就職指導の際の参考としたい。 
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21．高校生の就職試験受験にあたり「１人１社制」について、どのようにお考えですか。 

・一人１社制でいいと考えます。 

・デメリットもありますが、現行制度の方が双方にとって、メリットがあると思います。 

・学生にとって学業・部活との両立を考えれば、長期間の就活は難しく、現状制度望ましいのではな 

いか。 

・企業側としては助かりますが、ミスマッチ発生の要因でもあります。 

・高校担当教諭・企業担当者の苦労を考えると妥当。 

・人事部としては、現行のままが最良と考えます。 

・選択肢を狭くするのはあまり好ましいことではないと考えます。 

・大学生と異なる縛りがあることが不思議です。 

・特に問題ないと考えています。    

 

22．複数受験が可能になるのは、本道では１１月１日以降です。他府県では１０月１日から、という所もあり 

ますが、この事について、どのようにお考えですか。 

（あ）今のままで良い…28.6％   （い）早くても良い…28.6％ 

（う）全国で統一が良い…35.7％  （無回答）…7.1％ 

 

23．22の理由をお答えください。 

・１人１社制との整合性を考えた場合、再考の時間をより設けた方が、ミスマッチ等が少なくなるの

ではないか。 

・応募者の確実な入社。 

・雇う側、学生にとって、早い時期に確定することが良いのではないでしょうか。  

・就職は人生の重要な選択なので、もっと自由度があっても良いと思います。   

・場所によって異なるのは避けた方がいいと考えます。 

・早期内定者増加につながると思うため。 

・道内外によって差があるのは、就職活動に公平性を欠くため。 

・複雑な状況を避けるため。 

・複数社のことを知ったうえで就職先を決める方が入社後のギャップを生みにくいと考えています。

  

設問 21～23 「申し合わせ事項」について質問 

 １人１社制については、複数受験の時期についての回答で事業所の意見が分かれている。 

 現状の「１人１社制」と「複数受験の制限」に関する申し合わせ事項は、高卒求職者にとって不利

な条件であり、ミスマッチとの関連が深い可能性を考えて質問項目を設定している。ミスマッチ軽減

という観点から、見直しがされるのが望ましいのではないか。 

 

24．内定を通知する際に「労働条件通知書」の扱いはどのようにされていますか。 

（あ）内定通知と同時に通知する…０％ 

（い）雇用契約を結ぶ際に通知している…85.7％ 

（う）その他…０％ 

（無回答）…14.3％ 

 

25．採用試験後の、どのタイミングで「雇用契約」を締結しますか。 

（あ）採用の内定を通知と同時…０％  （い）卒業後に雇用契約を結んでいる…64.3％ 

（う）内定通知後に承諾書の提出が確認された際…14.3％  （え）その他…０％ 

（無回答）…21.4％ 
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設問 24～25は雇用契約について質問 

 内定と同時に通知するべき「労働条件通知書」はどの事業所も行っていなかった。法的には内定通

知と同時に通知するべきルールが徹底されていない。また、雇用契約についても同様である（内定の

時点で雇用契約が成立していなければならない）。 

 高卒求職者にとっては、どのような働き方（場所・就業時間などの計画）が明示されないまま、入

社を約束する現状にある。早期離職を防止するためには、就職時点で自分がどのように働くのか、納

得したうえで入社することが前提となるべきで、この点は改善されることが望まれる。 

 

26．「インターンシップ」の受け入れを行っていますか。 

（あ）受け入れている…78.6％  （い）受け入れていない…14.3％ 

（う）その他…7.1％  

※その他の意見 

・ご相談があった場合に都度検討している。 

 

27．受け入れている（受け入れていない）理由を教えてください。 

※受け入れている理由 

・どのような仕事なのかをより良く見てもらえる。 

・企業の社会的責任として以前より行っています。 

・事前に職場を知っていただくことが入社後のギャップを生みにくいと考えているため。 

・職場体験、見学を行った上で、最終決断して頂きたいです。 

・当社の仕事内容や内情を知って貰う、とても良い機会だと思っているからです。 

・入社後のミスマッチを減らすために受け入れています。 

・入社後のミスマッチを無くすため、より自社を理解し希望してほしいため。 

・弊社の仕事内容や職場環境を理解した上で、是非、応募していただきたい。   

・法律上３０時間の基本教育が必要なため。 

※受け入れていない理由 

・受入可としているが、実績はなし。 

・人員不足で対応が難しいため。 

 

28．「応募前職場見学」について、どのようにお考えですか。 

・お互いのため、必ず必要だと考えます。 

・ミスマッチを防ぐ観点から、行った方がよいと考える。   

・学生の業務理解・企業とのミスマッチを防ぐ為非常に重要。 

・学生様にとっても、企業側にとっても必要な事だと思います。 

・実際に現場を見ることは大切なことと思います。 

・実施すべきと考えています。    

・職場の雰囲気を知る良い機会だが、会社の実情を知ることはできないでしょう。 

・生徒さんの不安を少しでも解消できれば良いのではないかと思います。  

・直接目で見て仕事を知ることができる唯一の機会であり、必要と考えます。できれば、応募を考え

てなくても見学の機会を与え、幅広い知識を得た中で応募していただきたいです。 

・働くイメージをしてもらう、ミスマッチを避けるため。 

・弊社では、必ず行って頂いております。 

・離職率の軽減にもつながり双方にとって有意義な取組だと思います。 
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29．事業所の情報発信について、あてはまるものをお答えください。（複数回答可） 

（あ）求人票に記載している（仕事の内容や待遇など）…64.3％ 

（い）ＨＰに掲載している…42.9％ 

（う）ＳＮＳを活用している…０％  （え）その他…０％ 

 

設問 26～29について、高校生の就職活動について質問 

 ミスマッチを防ぐという観点から、インターンシップや応募前職場見学について積極的に実施してい

る事業所が多い。情報発信については、求人票の情報が最も多く、HPなどでの情報発信を行っている事

業所は半数にも満たなかった。今後は、学校現場における ICＴの普及に伴い、更に HP などへの情報発

信を期待したい。 

 

30.大樹高校もしくは十勝の高校全般の就職指導内容について、ご要望やご意見等があれば、お聞かせく

ださい。 

・クラブ（部活動)にも所属していない、アルバイトの経験もない‥社会人になって学生時代の経験の 

差は大きい気がします。 

・社会の仕組み、会社の仕事など直接目で見たり知ったりする機会をもっと生徒に与えていただける 

と、就職先の視野も広がると考えます。今後ともよろしくお願い致します。 

・職業人から働くことの現実を学ぶ機会を増やすべきだと思います。 

・進学せずに、就職の道を選択した以上、それ相応の社会人としてのマナーや心構え、その生徒の改 

善点等、日頃生徒さんを見ている中で弱点が分かっていると思いますので、積極的に指導すべきで 

はないでしょうか。成績が良い生徒でもマナー等に問題があると、本人は勿論、高等学校での指導

内容・対策が問われる部分もあると思います。現在は教育の中で、どこまで踏み込めるのか分かり

ませんが。 

・難しいことはわかっていますが、高校を卒業して就職する場合、普通科では厳しいのかなと感じま

す。半年でも一年でも地元に通じた授業を出来ないかなと。農業や酪農、製品作りに販売等、地元

愛が生徒に残るものを体験させたいと感じます。せっかく北海道で育ったので。 

・面接指導などテクニカルなことも重視しつつ、働く意味や社会で活躍するための講話等ももっとあ

っていいと思う。 

 

（３）「キャリア・パスポート」について  
 「キャリア・パスポート」とは、自らの学習やキャリア形成について、見通したり振り返ったりしな

がら自身の成長を自己評価し、キャリア形成に生かすためのポートフォリオのことである。文部科学省

の通知に伴い、令和３年度からの小中高等学校で本格導入となり、本校では、小中高１２年間を繋ぐた

めの効果的なパスポートのあり方について、具体的な検討を行った。キャリア教育の一層の充実を図る

ことを目的として、大樹町内小中学校及び近隣高校の協力を得ながら、「キャリア・パスポート」につ

いての教材開発を試みた。 

 

①小・中学校との意見交換から 

 大樹町の小学校・中学校との意見交換を実施し、現在どのように「キャリア・パスポート」が

活用されているかについて把握することができた。 

小学校、中学校ともに、Ａ４ファイルの中に、総合的な学習の時間や学校行事での取組におけ

る成果物などを綴じ込んでいる。校種間での引き継ぎもされているものの、キャリア形成のため

に効果的に活用に至っているかについては、まだ不十分な面があるようだ。「キャリア・パスポ

ート」は、キャリア教育に関わる諸活動において、将来を見通したり、自分を振り返ったりしな

がら学習状況・キャリア形成を図る目的がある。これを達成できるような「キャリア・パスポー

ト」のあり方を念頭に置きながら、本研究を継続する必要性を感じた。 
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②引き継ぎの難しさについて 

義務教育学校間（小・中学校間）は通学地域が近隣であることが多く、校種間で児童・生徒の移

動が多くないため、引き継ぎについてはスムーズに行うことができる。しかし、高等学校は、他市

町村への進学が珍しくないという状況により、中学校からのその引き継ぎが難しい面がある。 

さらに、複数の中学校出身者が同じクラスで学習をスタートさせる高等学校においては、義務教

育で積み上げてきた「キャリア・パスポート」が、出身地区により全く異なるということが生じる。

行事における成果物のみを綴じ込んできた中学校や、キャリア教育の取組に関するワークシートを

文章の形式でまとめている中学校もあるため、このばらつきが、高等学校での「キャリア・パスポ

ート」の活用をより一層難しくする。高等学校によっては、高校入学時から新たな「キャリア・パ

スポート」の作成をせざるを得ない場合もあることだろう。 

 

③「キャリア・パスポート」の有効活用のために 

有効活用のための課題とポイントを、以下のようにまとめることができる。 

１．「何を」「どのように」記録するか、指導者がある程度の共通認識を持つこと。 

２．校種間を問わずに「見通し」と「振り返り」を繰り返すことができる一貫性のある書式を共有す

ること。 

３．地域で統一した「キャリア・パスポート」を活用する。 

 

④「キャリア・パスポート」とＩＣＴ活用 

地域の小中学校との議論の中で、ＩＣＴ機器やクラウドサービスを利用した「キャリア・パスポ

ート」の作成について検討を行なった。児童・生徒の成果物をスキャンしたり、デジカメなどで写

真としてデータ化したりし、児童・生徒個人のアカウント（Ｇアカウントなど）に紐付けてクラウ

ド上に保存するという方法が考えられた。しかし、この方法は、児童生徒に付与されたアカウント

が 12年間継続して利用できなければ、その一貫性が活かされない。今後、教育現場で活用されるで

あろう Googleのサービスで「キャリア・パスポート」として活用できることを期待したい。 

 

⑤十勝版「キャリア・パスポート」の提案 

１．各学年末に実施する振り返り用ワークシートの実施 

各学年の終わりに、自分の１年を振り返るためのワークシートの記入を、十勝管内全体で共有

したいと考えている（別紙参照）。これは、１年間を振り返って自己評価を行うためのワークシ

ートとなっている。設定された質問は、小学校低学年から高校３年生まで、３つのカテゴリー別

に、計８問ある。共通したカテゴリーで質問を整理することで、継続性を持たせ、振り返りの際

に「自分がどのように変化したか」という点をわかりやすくする仕組みとなっている。３つのカ

テゴリーは「キャリア教育における基礎的・汎用的能力」を参考に、12 年間を繋いで可視化でき

るよう配慮して「コミュニケーション能力」「キャリア理解」「主体性」に再構成した。質問項

目は広島市教育委員会の質問紙を参考にしている。 

また、自由記述スペースを設けることで、より深く自分のことを掘り下げる作業も盛り込むこ

とができるようになっている。振り返った際に、自分の考えが可視化されていることで、キャリ

ア形成に貢献することができると考える。 

 

２．Ａ４ファイルへの綴じ込みガイドライン～年１回の「棚卸し」 

Ａ４ファイルを活用して自らのデータを蓄積する際、「何を綴じ込む」か「いつ綴じ込むか」

という点について、一定のルールや方針が必要となる。また、多くの成果物を綴じ込んでしまい、

「振り返り」として活用することが難しいというケースもある。 

    そこで、 

①形式は「Ａ４ファイル」とする 

②ファイルに綴じるものは、「自分で残しておきたいものを自分で選ぶ」こととする 

③ファイルに綴じる分量は、「年間５枚程度」とする 

④１年の振り返りを「年度末に必ず実施する」こととする 

以上をガイドラインとして、管内で共通して実施したい。 
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３．振り返りについての記録～12年間継続して、年１回記録するページ 

年に１回、上記１・２の作業を行うとともに、１の質問部分の回答について記録するページを

設ける。このページで質問部分が得点化され、可視化されるため、後から振り返った際にキャリ

ア形成のための３つのカテゴリーについての変化や積み重ねがわかりやすい。 

 

４．見通しをもった指導 

以上の３つの活動は主に年度末の作業として計画する。これにより、１年間、見通しを持って

指導を積み重ね、「キャリア・パスポート」をキャリア形成に役立てられる。また、キャリア形

成の有効活用を低学年から意識して指導にあたることができる。 

 

５．十勝共通の仕様として 

十勝管内の学校の児童・生徒が共通した「キャリア・パスポート」を積み重ねていくことで、

高校進学後も、キャリア形成の際の「振り返り」と「見通し」の繰り返しが継続できる。このこ

とで、実際の進路選択場面で「自分がどのように生きていくのか」というキャリア形成の課題の

解決に役立てることができる、継続した「キャリア・パスポート」を実現したい。 

まずは、十勝管内共通の仕様が達成できれば、管内の多くの児童・生徒にとって学習の積み重

ねやキャリア形成に最適な教材となると考えている。 
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十勝版「キャリア・パスポート」 
～ 「キャリア・パスポート」を児童生徒の学習やキャリア形成に有効活用するために ～ 

 
 

（１）概要 

 

 「キャリア・パスポート」とは、自らの学習やキャリア形成について、見通したり振り返ったりしな

がら、自身の成長を自己評価し、キャリア形成に役立てるポートフォリオのことです。令和２年度（2020

年度）からすべての小学校、中学校、高校で取り組むこととなっています。 

 「キャリア・パスポート」は、校種間で引き継ぎ、継続的に取り組むことで、キャリア形成に有効活

用されることが期待されています。 

 しかし、有効活用するために、どのように取り組めばいいのか、統一したひな形がありません。そこ

で今回、「就職指導の改善に関する研究」を通して、有効活用できる「キャリア・パスポート」を検討

し、「十勝版「キャリア・パスポート」」として提案したいと思います。 

 

 この提案によって、以下の事柄が可能になります。 

 

①運用の具体的な方法について統一し共有できる。 

②円滑な引き継ぎにより、「振り返り」と「見通し」を繰り返し、キャリア形成に生かすことができ

る。 

③十勝で統一して取り組むことで、校種間での引き継ぎができる。 

 
 

（２）方法 

 

 十勝版「キャリア・パスポート」は、Ａ４ファイルに綴じ込んでいくスタイルのものです。 

 何を、どのように綴じ込むのかという点について、別紙「ワークシート」への取組と各学年での整理

を統一して実施するというのが提案です。 

 

①年度末にワークシートの記入（別紙１～５） 

 

 別紙ワークシートを用意しました。質問は８個程度で、キャリア形成を３つのカテゴリーで表現でき

るように整理しています。３つのカテゴリーは「コミュニケーション能力」「キャリア理解」「主体性」

とし、カテゴリーごとに得点化し、年ごとの変化などを把握するねらいがあります。 

 ワークシートは別紙の通り、学年によって使うものが変わります。学年が上がるごとに成長段階に合

わせて、質問の内容や表現などを変えてあります。 

※カテゴリー別質問の一覧（別紙６） 

 

②ふりかえりについてのワークシート（別紙７） 

 

 学年ごとに得点化し、12 年間継続して記録する用紙です。Ａ４ファイルに①と一緒に綴じこんでおき

ます。 

 

③年１回の「棚卸し」（整理） 

 

 １年間の学習の成果物や取り組んだ作文、ワークシートなどを綴じ込んでおくのですが、ねらいはキ

ャリア形成にありますので、「何を」綴じ込むのが適切かを考えなくてはいけません。すべて綴じ込ん

でおくという考え方もありますが、年を重ねるごとに分量が膨大となり、振り返りに活用することが難

しくなっていきます。 

 そこで毎年、「棚卸し」（整理）の作業をすることを提案します。年度末に、１年間のふりかえりの

効果を持たせながら、「何を綴じ込むのか選択する、判断する」という時間を設けます。１年間の活動

の「棚卸し」（整理）です。 

 「自分にとって何が大切か考える」という活動を通して、主体性を育みながら、将来を見通す契機と
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もなります。「キャリア・パスポート」はこうした「振り返り」と「見通し」の繰り返しのためにあり

ます（文部科学省リーフレット～キャリア教育リーフレットシリーズ 特別編より）。この「棚卸し」

（整理）を年度末に確実に行うことを通してキャリア形成に寄与できればと思います。 

 

（３）継続性 

 

 学年間の引き継ぎは、教員間（担任間）で行います。ワークシートと整理された成果物を児童・生徒

個人別Ａ４ファイルとしてまとめて綴じ込み、それを教員間で引き継ぎます。 

 校種間での引き継ぎは児童・生徒個人が行うこととなっています。受け継ぐ学校で「キャリア・パス

ポートを持参しているか」を確認し、確実に引き継ぎましょう 


