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専門高校等における「日本版デュアルシステム」の取組
高校教育課

－山口県立徳山工業高等学校・山口県立徳山商業高等学校－
【山口県立徳山商工高等学校】

実 践 の ポ イ ン ト
□ 地元の産業のニーズに適合した人材を育成することをめざす。
□ 就業形態を連続型にして、実務（企業等 、教育（学校）連結型人材育成システムを）

構築する。
。□ 徳山商工高校一体となったキャリア教育の体系化に向けての取組体制の研究を行う

１ 学校紹介
山口県立徳山工業高等学校は 「誠実」を校訓に、工、

業科３学科 機械科 情報技術科 環境システム科 環〔 、 、 （
境土木・工業化学コース 〕を有している。）

特色ある専門教育の推進（特色ある専門教育・キャ
リア教育の体系化・資格取得、部活動による活性化）
を教育目標に取り組んでおり、各科において、環境へ
の配慮に基づいたものづくりを通した将来の「スペシ
ャリスト」の育成をめざしている。

地元周南地域への就職が約８割を占めており、今後
とも 「就業体験システム」を充実・拡大させながら、、
徳山商工高等学校として、地域産業に貢献できる人材育成に取り組んでいる。

山口県立徳山商業高等学校は 「誠実な心、豊かな発、
想、積極的な実践」を校訓に、商業科２学科〔 総合ビ
ジネス科、情報ビジネス科〕を有している。従来から
模擬会社の設立や地域商店街のWebページの作成をとお
した実践的な授業を展開し、地域との連携に積極的に
取り組み、着実に実績をあげている。

、地元周南地域への就職割合は毎年９割を超えており
近年、求人状況も改善し、求人受理や内定の時期が早
くなってきている。

また、就業後の定着率を上げるためにも、体験学習を積極的に実施し、生徒の適正に
応じた職業選択ができるよう配慮している。

２ 具体的な活動内容
（１）組織

ア 運営委員会
将来の「スペシャリスト」をめざす専門高校生にとって有意義な教育システムを

確立するため、実際的、実践的な職業知識・技術を養う教育方法や勤労観、職業観の
醸成方法等について協議し、専門高校等における「日本版デュアルシステム」推進事
業の円滑な推進に資する。

イ 受入事業所との意見交換会
「日本版デュアルシステム」推進事業の取組の一層の充実をめざし、なおかつ活

性化するために意見交換（情報交換）を行う。

（２）研究のねらい
ア 地域の産業・企業の実際的、実践的な職業知識や技術・技能の習得を通して生徒

の資質・能力を一層伸長し、ものづくりを通して将来の「スペシャリスト」をめざ
す。
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、 、 、イ 地元企業との連携をとりながら 生徒に望ましい勤労観 職業観を身に付けさせ
マーケティング能力、会計活用能力、情報活用能力等経済社会の変化に柔軟に対応
できる能力の育成を図る。

ウ 企業ニーズ等の労働市場の状況に応じて実学としての商業教育を発展させ、自立
した一人の人間として生き抜く力を身に付けた人材育成を図る。

エ 先進的、実践的な技術・技能を習得できる実務体験を充実させ、起業家精神の育成を
図る。

オ 地域の産業・企業が求める人材の資質を明らかにする。

カ 受入企業との連携を図りながら、生徒の企業実習における、評価の在り方、方法
について研究する。

キ 生徒と企業との適切なマッチングの在り方について研究する。
（連携のコーディネート機能を果たす体制の整備）

ク 生徒の主体的な進路選択の能力や職業意識を育てる。

（３）実施形態
ア 山口県立徳山工業高等学校

研究年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

対象学年 ２年生 ２年生 ２年生

実習生徒数 ４６名 １０９名 １１５名

４０％ ９２％ ９６％学年全体の 学年全体の 学年全体の

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間 総合的な学習の時間実施科目

単位数 １単位 ２単位 ２単位

実施時期 週１回毎月曜日の５日間 夏季休業中５日間 連続１４日間

＋連続５日間 ＋１０月の連続１４日間

１０月２５日（月）～１１月 夏季休業中の５日間 １０月２日（月）～２０日
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２２日（月）と１２月１４日 １０月３日（月）～２１日 （金）

（火）～２０日（月） （金）

実習日数 が中心 が中心 が中心１０日間 １９日間 １４日間

実施時間 事業所の就業時間 事業所の就業時間 事業所の就業時間

事業所数 ２３事業所 ５８事業所 ６０事業所

（１５） （５） （３４） （１５） （３９） （１４）受入事業所 周南 下松 周南 下松 周南 下松

（ ）内数字は事業所数 （１） （２） （５） （４） （３） （４）光 防府 光 防府 光 防府

、 、 、 、 、 、 、 、 、製造業 建設業 公務員 製造業 建設業 公務員 製造業 建設業 公務員

電気・ガス、運輸、通信 電気・ガス、運輸、通信 電気・ガス、運輸、通信

業、商業、サービス業 業、商業、サービス業 業、商業、サービス業

実習先決定方法 生徒希望調査票（保護者 生徒希望調査票（保護者 生徒希望調査票（保護者

承諾）に基づき、職種・ 承諾）に基づき、職種・ 承諾）に基づき、職種・

事業所の情報を得た後、 事業所の情報を得た後、 事業所の情報を得た後、

自己決定を促す。必要に 自己決定を促す。必要に 生徒自ら参加理由を明確

応じて個人面談を実施す 応じて個人面談を実施す にし、その目的に合致し

る。 る。 た事業所へ参加する。

担当教員 全教員 全教員 全教員

推進事業の主要な目標 ○実習事業所の開拓 ○企業等と学校の連携強 ○長期的実習者（１０日

○教育課程位置付けの研 化（意見交換会、関係 間以上）は基礎的な技

究 機関との連携） 術・技能の習得や業務

○推進事業の校内外への ○多くの生徒に長期間の 遂行能力（挨拶、責任

周知 事業所実習を行う 感、根気、協調性、工

、 ）○校内での推進事業体制 ○就業体験より企業等で 業安全 質問や改善等

づくり 使える基礎的・技術の の養成のための実習

（ ）○インターンシップ（就 習得 ○短期間実習者 ５日間

業体験）との相違の明 ○校内学習の充実 は、職業理解や自己の

確化 （企業実習に参加でき 職業適性の理解のため

ない生徒にもキャリア に複数の事業所で実習

学習を講じる ） ○校内学習の充実。

イ 山口県立徳山商業高等学校
研究年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

対象学年 ３年生 ３年生 ３年生

実習生徒数 ６９名 ２３名 ２３名

「企業実習」 「企業実習」実施科目 「総合実践 ：グループ学 ＋「課題研」

習 究 ：１日型」

「課題研究 ：現場実習 「課題研究 ：半日型」 」

単 位 数 ３単位 選択３単位＋３単位 選択科目３単位

（ ）１日型

３単位（半日型）

週１回 週１回 連続実施実施時期

１０月～１月 ５月上旬～１２月上旬 ７月（１学期末考査後～

夏休み上旬）

実習日数 ７日間 ２０日間 １４日間

実施時間 １３：００～１５：００ ８：３０～１７：００ ８：３０～１７：００

（１日型）

１３：００～１７：００

（半日型）

授業時間内での実施 事業所の就業時間にあわ 事業所の就業時間にあわ

但し、終礼・掃除は免除 せる。 せる。

事業所数 ２１事業所 １３事業所 １５事業所

受入事業所 地元商店街の店舗（販売 事務職、販売職、製造、 事務職、販売職、製造、

等）医療介護、福祉 保育、美容、料理など 保育、美容、料理など

実習先の決め方 授業での実習先を継続 個人面談、職種希望調査 個人面談、職種希望調査

担当教員 商業科教員 商業科教員 商業科教員
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※「企業実習 ：学校設定科目（商業）」
（デュアル実習風景）

３ 成果と課題
（１）成果

ア 事業所・学校間の連携強化
受入事業所と学校との連携や交流、相互理解が強化された。教員に担当事業所を

割り当て、事業所との連絡、巡回指導を行うことで、実習生徒にきめ細かな個別指
導ができるようになった。

イ 地域経済や産業を担う人材育成の協働化
地域経済や産業を担う人材を事業所と学校で協働して育成する環境を整えたこと

で、学習に対する意欲や取り組む姿勢を高めることができた。また、地域経済や地
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域産業の活性化や県内定住促進等に期待がもてる。

ウ 長期実施による実習内容の充実
３週間の連続かつ長期の実施により、指導内容に継続性ができ、体系的な実習内

容になった。現場での実践的なビジネスマナーの修得、技術・技能の体験・学習の
機会が多くもてた。また、業種や職種に関係なくを問わない業務遂行のためのスキ
ル（挨拶・言葉遣い・礼儀などのビジネスマナー、段取り、確認、チームワーク、
気遣い、自己管理、規範遵守、工業安全、職業倫理、責任感、工夫、根気など）を
意識化できるようになった。

エ 生徒の職業観・勤労観の醸成
学校では学べない働くことの大切さ、事業所等で使える基礎的な技術・技能を学

ぶことにより、勤労観、職業観が醸成された。また、職業や職種の理解、自己理解
が進み進路選択に活用できた。

オ 全教員の進路指導力の向上（山口県立徳山工業高等学校）
各事業所の担当の教員は、実習を円滑に実施するために、会社の概要や仕事内容

等の情報収集や現場巡回指導を行うことで各事業所の熟知に努めたことから、進路
指導力の向上を図ることができた。

（２）課題と対策
ア 目標・目的の在り方

日本版デュアルシステムの目的は 「技術・技能の習得」よりも「技術・技能の、
体験」を主体に考え、さらには、勤労観、職業観の育成、業務遂行のためのスキル
アップとしたい。

イ 学期中実施による教務･特別活動への影響
実習の目的を明確化して達成のために必要な期間や時期を決定して、企業開拓の

拡大に努める。

ウ 交通費の負担
徳山工業高校では、約２割の生徒が公共交通機関を使って通学をしており、交通

費の負担に関する要望が生徒及び保護者から出ていたことから、３年目はＪＲの実
習定期の利用することにより負担を軽減した。

エ 安全指導の徹底
企業実習では、安全意識をもちながら行動することが必要なことから、安全教育

を指導するため独自の「安全マニュアル」を作成した。

（３）今後の展望
ア 継続実施のための工夫・検討

研究指定後の新たな就労体験システムの取組については、受入事業所の理解と協力が
不可欠である。今後、周南地域の他の専門高校の実践も予想される。受入人数や受入期
間などの調整が必要である。また、予算の確保において工夫が必要である。

イ 地元への定着率の向上
、 、 。 、進路状況は 地元からの求人が多く ８割近い卒業生が地元への就職している また

３年以内の離職率も非常に低い状況である。今後とも、様々な体験活動を行うことによ
り地元への定着率の向上を図っていきたい。

ウ 関係機関との連携強化
本事業を実施するに当たり、関係機関と連携を図ってきたが、周南市と周南市商工会

議所には、地元受入企業等の情報の窓口としてコーディネート役をお願いした。生徒へ
企業情報提供のために、雇用開発機構・ハローワーク・企業協同組合等とも連携の強化
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に努めたい。また、山口労働局や山口県若者就職支援センターとの連携を強化し、生徒へ
のマナー指導や保護者のセミナーも併せて実施する等の支援体制を整備する。

エ 生徒への動機付けと実習先とのマッチングの充実
事業所実習の効果を上げるためには、平素の授業の中でこのシステムを取り込んでい

き生徒、教員ともに身近で授業の延長、専門性の深化に繋がるものにしたい。そうすれ
ば、マッチングに関しても事前準備で、生徒が実習先の仕事内容を勉強して興味や意義
を見付け出し、目的を明確にして実習に参加することができる。特に、本年度作成した
「安全マニュアル」の授業での活用はこのシステムを、より身近にして活性化させると
考える。

オ 事前事後指導の充実
事後指導についても、実習した生徒のその後（どのように意識変化が見られたか。進

路選択にどのように役立ったか ）の状況を追跡調査をし、フィードバックをしていき。
たい。また、学校の役割として「言葉遣いの指導、基礎学力・体力・精神力の育成」を
通して 「会社に入って伸びる生徒」を育てていきたい。、

４ 校長から見た指導のポイント
□ 両校における専門高校の実状を踏まえた特色あるシステム構築に努める。
□ 学校の教育活動全体を視野に入れた組織的・体系的なキャリア教育の推進に努める。
□ 産・学・官の目的意識の共有化による研究実績に努める。
□ 継続的な評価・検討を行うことによりシステムの更なる工夫・改善に努める。


