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キャリア教育実践プロジェクト（キャリア・スタート・ウィーク推進地域）
義務教育課

テーマ 『地域をグラウンドに、学校・家庭・地域が連携してすすめる職場体験の充実と
「生きる力」を育むキャリア教育の推進』

－ 周南市教育委員会 －
１ テーマ設定理由

周南市では全ての中学校が、キャリア教育の一環として職場体験学習を実施して
いる。体験内容や実施期間が徐々に拡充されてきた反面、職場体験を実施する上で
キャリア教育の全体計画の中での系統立てた取組や教育課程上での位置付け、体験
受入先の確保や関係機関との連携等において、様々な課題が見えてきた。

そこで、それぞれの学校が単独で職場体験学習を進めるのではなく、学校間や地
域、関係機関等との連携を図りながら実施する体制が整えば、受入先や職種の幅が
広がり、より充実した職場体験学習が進められるものと考えた。

さらに、中学生が地域に出向いて、地域の協力を得ながら職場体験学習を実施す
ることは、地域でのサポート体制を整備・強化したり、キャリア教育の推進につい
て、保護者や地域に周知したりすることにもつながる。生徒にとっては、より多く
の大人や実社会と関わり合える貴重な機会となり、そのことが生徒の「生きる力」
の育成に資するものと考え、本テーマを設定した。

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実行委員会の名称

（ 周南市キャリア・スタート・ウィーク実行委員会 ）

②実行委員会の構成メンバーについて（平成１９年３月現在）
所 属 ・ 職 名

徳山商工会議所 ・ 経営指導員
新南陽商工会議所 ・ 事務局長
都濃商工会 ・ 事務局長
熊毛町商工会 ・ 事務局長
鹿野町商工会 ・ 経営指導員
下松商工会議所 ・ 事務局長
光商工会議所 ・ 指導課長
徳山ロータリークラブ ・ 幹事
徳山公共職業安定所 ・ 総括職業指導官
推進校（６校） ・ 校長
推進校（６校）担当者 ・ 教諭
周南市商工観光課 ・ 課長補佐
周南市教育委員会学校教育課 ・ 指導主事

【組織関係図】 周南市教育委員会（事務局）

周南市キャリア・スタート・ウィーク実行委員会

鼓 岐 住 大 周 熊
南 陽 吉 津 陽 毛
中 中 中 島 中 中

中



- 2 -

③実行委員会における会議開催日毎の主な活動の内容（議論の内容）について
期 日 内 容

＊事業の概要説明
第１回 平成１８年５月２３日 ＊中学校における職場体験学習の現状把握

・市内の全中学校で実施しているが学校独自
で１～３日間の実施がほとんどである。

＊実施中学校と関係機関との意見交換
・地域の高等学校でもデュアルシステム、イ
ンターンシップを実施している。

・５日間受入可能な事業所を確保することは
困難が予想される。

・安全管理、緊急時の対応、保険加入等の検
討が必要である。

＊前年度推進地域の実行委員による講話「キャ
第２回 平成１８年６月２７日 リア・スタート・ウィークの進め方」及び

質疑応答 講師：前年度の推進地域実行委員
＊職場体験学習実施校による報告（１校）
＊情報交換と学校間の調整
・実施校の実践計画及び実施方法の説明
・第一次産業の体験受入場所の開拓

第３回 平成１８年７月１０日 ＊受入先の確保と体験場所についての情報交換
・事前指導の内容、体験内容についての情報
を共有する。

＊実施中学校間の調整
第４回 平成１８年１２月８日 ＊職場体験実施中学校による報告（５校）

＊職場体験実施にかかる成果報告と課題の検討
第１部 報告会

第５回 平成１９年２月２０日 ＊市内小中学校教員、受入先関係者、保護者を
対象にした「周南市キャリア・スタート・ウ
ィーク実施報告会」

第２部 実行委員会
＊キャリア・スタート・ウィークの継続実施に
向けた今後の取組についての協議
・実行委員会の継続と実施の拡大を進める。
・全市的な取組を支援していく。

④実行委員会における活動の成果と課題について
【成果】
・中学校におけるキャリア教育推進と職場体験学習の意義を理解し、より充実した体
験学習になるための協議ができた。

・学校間の情報交換や情報提供をはじめ、地域の関係機関との意見交換や目的意識の
共有ができた。

・学校間での体験場所の調整等がスムーズにでき、事前指導に役立つ情報の交換がで
きた。

【課題】
・実行委員の任務に対しての共通理解と役割を明確にすることが大切である。
・実行委員会の機能を充分に活用した体験場所の確保が今後一層必要になる。

⑤実行委員会の活動の課題に対する取組方針について
・実行委員会の継続により実施校の拡大を図るとともに、職場体験を支援する。
・実行委員会のメンバーやその役割等について更なる検討を重ねて、より有効に機能
させる。
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（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【( )数は本事業における職場体験を実施した学校数】

市町村名 総中学校数 職場体験を受け入れた総事業所数

周南市 １７校（６校） 延べ２２６か所(本事業のみ)

②推進地域における活動の具体的内容について
・これまで１～３日間で実施してきた職場体験を５日間連続実施するに当たり、関係
機関と連携して受入先の確保や開拓を行った。

・学校独自で行っていた職場体験学習の内容や実施方法などの情報を、実施校が互い
に提供し、効果的な実践を取り入れることで、職場体験学習の一層の充実を図った

・受入先にアンケートを行い、職場体験学習の目的やキャリア教育推進への理解を図
るとともに、受入先からの気づきや意見などをもらい、実施校に還元した。

・「キャリア・スタート・ウィーク実施報告会」を開催して、市内小中学校の教員及
び実施校の保護者、受入先関係者に取組を報告するとともに、キャリア教育推進に
ついての周知を図った。

・職場体験実践における参考事例を「実践事例集」として小中学校に配布した。
・職場体験実践の「成果と課題」をまとめて、中学校及び体験受入先に送付した。
・来年度以降の職場体験受入先の確保と職場体験学習の充実に向けて、受入調査を行
い、市内中学校へ情報提供を行う予定である。

③推進地域における活動の成果と課題について
【成果】
・職場体験学習の意義と実施について、学校関係者のみでなく関係機関を通じて地域
社会に周知し、理解と協力を得ることができた。

・受入先からの声を聞くことで、気づきや要望を把握したり、職場体験学習に対する
受入先関係者の意識の向上を図ることができた。

・実施中学校の実践報告により、職場体験学習の成果や課題が明確になり、市内の小
学校や連続５日間の職場体験学習未実施の中学校へも伝えることができた。

【課題】
・連続５日間の職場体験の意義への理解を深め、得られた成果を学校のみでなく、家
庭や地域社会へも広め、更なる協力を求めていく必要がある。

・市全体の取組に広げていくことが望まれる。

④推進地域の活動の課題に対する取組方針について
・今年度キャリア・スタート・ウィークを実施した中学校の実践事例を、未実施の中
学校へも提供して実践に生かす。

・実施校における成果やキャリア・スタート・ウィークの趣旨や意義を、学校のみで
なく地域社会や事業所等にも周知し、一層の理解と協力が得られるようにする。

（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

○事前指導の内容
・１年生の時に大企業を中心にした職場見学、職業講話、職業調べ等を実施して

「自己の適性」や「働くこと」に関する関心・意欲を高める。
・キャリア教育の全体計画の中での職場体験学習の目的・意義を指導した。
・自己プロフィール票の作成を通して、職場体験学習の目的と目標を明確にし、自

己の学習テーマを設定させた。
・マナー、敬語の使い方、服装、挨拶、礼状の書き方など、社会人として身に付け

ておくべき態度について、教科、道徳、特別活動等の授業と関連付けて計画的に
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指導した。
・交通安全指導や緊急時への対応等について生徒及び保護者に徹底した。

○体験中の指導
・毎日の出勤の報告と帰宅の確認を徹底した。
・教員や保護者が職場を訪問して、生徒の様子を視察、激励するとともに、受入先

に対して生徒とともに感謝の気持ちを表した。
・体験中の様子や日々の成果と課題、連絡及び注意事項等を学年通信にまとめて生

徒と受入先に配布した。
・体験中は記録や日誌を付けさせて日々の活動の振り返りと評価をさせた。

○事後指導
・職場体験で学んだことをレポートにまとめ、活動内容を学習プログラムとして蓄

積した。
・受入先に礼状を送り、感謝の気持ちを表した。
・職場体験に対する自己評価、保護者、受入先関係者による評価を行った。
・職場体験報告レポートを作成し、パネル展示や発表会を開催して、職場体験学習

の成果を生徒や保護者に発表した。

②職場体験の主な受入先について（概要）
【公共機関】

市役所 支所 公民館 郵便局 図書館 美術博物館 消防署 動物園 裁判所
小学校 幼稚園 保育園 福祉施設 野球場 スポーツセンター

【接客・サービス業】
ホテル 美容院 理容院 旅行会社 飲食店 レストラン 書店 園芸店 造園業
スイミングスクール スポーツジム ペットショップ ガソリンスタンド 写真店
クリーニング店

【販売業】
百貨店 スパーマーケット コンビニエンスストアー 卸問屋 量販店 材木店
車販売店 スポーツ用品店 カメラ店 生花店 製菓店 生成食品店 八百屋

【製造業】 パン製造・販売 弁当製造店 印刷・製本所 建設会社 設計事務所
【その他】 テレビ局 ラジオ局 農園 漁業センター

③職場体験の受入先の開拓方法について
・昨年度までの受入先を中心に、５日間連続で体験可能な事業所に依頼した。
・学年の全職員が、新たな職種や近隣の事業所に直接交渉した。
・学年の全家庭に依頼文書を配布し、保護者を通して受入先を紹介してもらった。
・保護者の勤務先に依頼した。
・商工会議所等の関係機関を通して、受入先の調査を行った。
・キャリア・スタート・ウィーク実行委員会で事業所についての情報交換をした。
・学校からの依頼が重複することを避けるため、実行委員会で学校間の調整を図った
上で受入を依頼した。

④実施校における活動の成果と課題について
【成果】
・５日間の職場体験中に、事前に学習したことが実践できたり、挨拶や服装、生活規
律等、日頃の中学校生活で継続的に指導をされていることの意味を実感したりする
生徒が多かった。体験期間の後半になるにつれて、大きな声で挨拶ができるように
なったり、笑顔で対応したり、自主的に動けるようにったりするなど、生徒の意欲
や態度に自主性と積極性が現れてきた。

・学校ではあまり見ることができなかった生徒の良い面が発揮されたり、不登校生徒
が体験学習には積極的に参加できたりと、生徒理解に一層の広がりと深まりが得ら
れた。

・勤務内容を理解することで、生徒自身が中学校での学習に対する必要性を感じるこ
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とができ、そのことが学習意欲につながった。また、将来の職業や学校の選択に対
して、より主体的な意識が見られるようになった。

・キャリア・スタート・ウィークの実施に際して、保護者との連携協力は不可欠であ
る。受入先の開拓や体験報告等を通じて、保護者の学校教育に対する一層の理解や
支援が得られた。

・地域社会や地域人材との連携を通して、教職員の意識改革を図ることができた。
・中学生を受け入れることで地域や事業所が活性化した。

【課題】
・学習として目標を達成し成果をあげるためには、事前・事後指導の一層の充実を図
る。特に事後指導では、これまで、事後評価と成果の発表で終了し、次への継続・
発展がないという反省があったが、職場体験学習をキャリア教育の全体計画の中に
位置づけ、行事としての取組で終わらせないことが大切である。

・生徒、教師、保護者、受入先など、それぞれの立場で職場体験学習に関わる際にそ
の趣旨を徹底し、目的意識を明確にする。

・特定学年の活動という扱いではなく、職場体験学習を３年間を見通したキャリア教
育全体計画の中でとらえ、全校体制で取り組む。

・キャリア教育を全教育活動の中で進めるために、教職員の意識の向上を図る。
・授業時数確保に関して保護者から不安の声が聞かれた。キャリア教育の必要性と職
場体験学習の趣旨を徹底し、保護者の理解を深める。

・生徒の「生き方」に結びつくように評価や成果を活かす。
・体験中の生徒の保険加入やそれに係る予算措置についての検討が必要である。

⑤実施校における活動課題に対する取組方針について
・職場体験学習の拡充に伴い、学校が感じる課題のひとつに、受入先の確保と実施時
期の調整がある。実行委員会や事務局の機能を十分に活用することにより、関係機
関との連携を深め、課題の解決に努める。

・教育活動全体を通して、生徒のよりよい生き方への自覚を促し、望ましい勤労観、
職業観を育て、職場体験学習の趣旨を十分に実現するためにキャリア教育の研修を
深める。

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
実施校や受入先の報告や評価によると、５日間連続の職場体験を実施したからこそ

見られる生徒の変容が顕著である。生徒自身による仕事に対しての工夫・改善は３～
４日目から見られる。１～２日目には自分のことで精一杯であった生徒が、周りに目
を向けることができるようになるのは、３日目を過ぎた頃からである。職場の人たち
との信頼関係を深めたり、受入先に対する感謝の気持ちがもてたりするのも十分な体
験期間が保障されているからであろう。
体験前、職業や仕事というものに対する生徒のイメージは、どちらかというと抽象

的で、漠然としたものであった。ところが、５日間の職場体験を通して、それが自分
以外の人や社会のためで、自分自身を生かすことにもつながるものであるということ
や、「自分と仕事」に関しての具体的なイメージに膨らんだ生徒が多い。職場での勤
務内容と自己の適性や将来への希望が、望ましい勤労観、職業観として育ってきたこ
とが生徒の感想等からもうかがえる。
また、勤労を通して保護者に対する感謝の気持ちや尊敬の念をもつ生徒も多い。同

時に学校を離れた場で失敗や成功、達成感を味わえたことを通して、自己有用感を感
じたり自分の長所を発見できたりした生徒も見られた。
「３日目までは、本当の意味での職場体験学習をするための期間である。」という

言葉が実感できる。
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⑦実施校の状況
学 校 名 教員数 生徒数 所在地(電話、 番号、 備 考FAX

(学校 等）Eメールアドレス等) HP
880 http://www.周南市立鼓南中学校 １０ ２６ 山口県周南市大字大島

TEL 0834 84 0231 shunan.ed.jp/( )
FAX 0834 84 0106 konanchu/( )

konanchu@ed.city.Eメール

shunan.yamaguchi.jp
4915 http://www.周南市立岐陽中学校 ３４ ５８４ 山口県周南市大字徳山

TEL 0834 22 8840 shunan.ed.jp( )
FAX 0834 22 8524 kiyochu/( )

kiyocjm@shunan.ed.jpEメール

1-80周南市立住吉中学校 ２５ ３１４ 山口県周南市住吉
TEL 0834 22 8850( )
FAX 0834-21-2207

sumiyoshicjm@shunan.Eメール

ed.jp
1964-1周南市立大津島中学校 ３ ２ 山口県周南市大津島

TEL 0834 85 2003( )
FAX 0834 85 2010( )

oozushimacjm@shunan.Eメール

ed.jp
3 3 1 http://www.周南市立周陽中学校 ３２ ５１２ 山口県周陽 丁目 番地 号

TEL 0834 28 1348 shunan.ed.jp/( )
FAX 0834 28 1351 shuyochu( )

shuyocjm@shunan.ed.jpEメール

1827-1周南市立熊毛中学校 ３０ ４４３ 山口県周南市安田
TEL 0833 91 0651( )
FAX 0834 91 0685( )

kumagechu@shunan.ed.jpEメール

⑧実施校における職場体験の実施状況について

学 校 名 職場体験の実施形態 職場体験の教育課程上 来年度の取組
(連続５日間の実施等) の位置付けについて 予定について

周南市立鼓南中学校 連続５日間 総合的な学習の時間 連続５日間

周南市立岐陽中学校 連続５日間 総合的な学習の時間 連続５日間

周南市立住吉中学校 前期１日＋連続５日間 総合的な学習の時間 連続５日間

周南市立大津島中学校 連続５日間 総合的な学習の時間 連続５日間

周南市立周陽中学校 連続５日間 総合的な学習の時間 連続５日間

周南市立熊毛中学校 連続５日間 総合的な学習に時間 連続５日間
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（４）全体的な研究の総括と展望
キャリア・スタート・ウィークの実施によって、大きな成果を得ることができた。

上がってきた課題も少なくはないが、今年度のみの指定事業の取組で終わらせること
なく、今後も学校・地域・生徒の実態に応じた工夫と改善を加えながら、この取組を
継続させたい意向である。今年度は市内の全中学校によるキャリア・スタート・ウィ
ークの実施は実現しなかったが、この度の成果の報告や実証から、徐々により長い期
間での職場体験学習に切り替える中学校が増えてきたことも本事業に取り組んだおか
げであるととらえている。
また、この度関係機関とのつながりがもてたことも成果のひとつであり、今後も連

携の下、職場体験学習を支援していきたい。


