
◆地域におけるキャリア教育　ケース2

教育委員会が地域と連携し、「生きる力」「学ぶ力」�
「働く力」を育む「上越『ゆめ』チャレンジ事業」�
�　上越市では、平成20年度より、地域の支援を得てすべての中学生が「職場体験」

を行っている。職場体験への地域の支援を得るために、教育委員会が中核となり、

地域の事業所、学校、保護者をメンバーとする「実行委員会」を組織。「実行委員会」

は生徒の受入事業所の開拓や、生徒の受入時期・人数などの調整を行い、地域

ぐるみの支援ムードの盛り上げのため「のぼり旗」の作成も行っている。�

　全中学校がキャリア教育を実施するに至った経緯や、地域からの応援を得る

ための工夫を紹介する。�
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上越市教育委員会 学校教育課�
指導主事�

●鬼木英幸さん�

教育委員会と地域が連携し、「職
場体験」の受入れを推進する「実
行委員会」を組織�

中学校校長会からの依頼により、
全中学校で「職場体験」を実施�

――上越市では、平成20年度から

市内の全中学校でキャリア教育が

実施されているそうですが、その経緯

についてお聞かせください。�

�

�

�

　平成18年度に、上越市は、文部科

学省の「キャリア・スタート・ウィーク推

進地域」の指定を受け、中学校２校

が５日間の「職場体験」を行いました。

これが本格的に「職場体験」を柱に

したキャリア教育を開始するきっかけ

となりました。平成19年度には、上越

市の事業として「上越『ゆめ』チャレン

ジ事業」を開始し、７校の中学校が３

日間～５日間の「職場体験」を行いま

した。�

　この2年間の取組から、「上越市中

学校長会」が、子どもたちにとって５日

間の「職場体験」が有効であると判

断し、支援の継続と拡大を「教育委

員会」に依頼してきました。これを受

けて、平成20年度も「上越『ゆめ』チ

ャレンジ事業」を継続することとし、上

越市のすべての中学校（22校、約

1,900名の生徒）が、５日間の「職場

体験」を実施することとなりました。そ

して、20年度に、再度、文部科学省

の「キャリア・スタート・ウィーク推進地域」

の指定を受けました。�

�

――「職場体験」は何年生が体験し

ているのですか。�

　主に中学２年生が体験しています。�

　「職場体験」では、事前・事後の学

習が重要です。学校では、主に「総

合的な学習の時間」や「特別活動（学

校行事など）」などの時間を使い、「職

場体験」を柱にして年間を通したキ

ャリア教育を実施しています。�

�

――「職場体験」は、「上越市キャリア・

スタート・ウィーク実行委員会」の支

援を得て実施しているそうですが、そ

れはどのような組織ですか。�

�

�

�

�

　「上越市キャリア・スタート・ウィーク

実行委員会（以下「実行委員会」と

いう）は、「職場体験」の受入事業所

を確保し、中学生の「職場体験」を充

実することを目的として、「上越市教

育委員会」が地域と連携して組織し

ました。�

　もともとは、平成18年度、文部科学

省の「キャリア・スタート・ウィーク推進

地域」の指定に伴ない設置した組織

ですが、19年度、20年度においても、

キャリア教育を支援しています。�

　上越市は、市町村合併により、人

　「実行委員会」の中核として、地域との連携を進めている上越市教育委員会 学校教育課指導主事 鬼木英幸さんにお話を

伺いました。�

お に き ひ でゆき�

上越市（新潟県）�
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�

実行委員会は、受入事業所の
開拓、学校との調整、「職場体
験マニュアル」を開発�

事業所とのコーディネートな
どを「ＮＰＯ」が支援�

口は県内で第3位と少なくありませんが、

13町村中9町村が過疎地域で、受入

事業所の確保については地域間格

差があります。市内のどの地域の生

徒でも充実した「職場体験」ができる

ように「実行委員会」が支援しています。�

�

――「実行委員会」には、どのような

組織が参加していますか。�

　キャリア教育を行うためには、「学校」、

「地域の事業所」、「保護者」の協力

が必要となるため、学校関連組織と

して、「上越市中学校長会」が参加

しています。�

　事業所に関係する組織としては、「上

越商工会議所」、「上越青年会議所」、

「上越公共職業安定所」、「新潟県

雇用環境整備財団」などに加え、「職

場体験」を受け入れる社会教育施

設などの管轄組織である「上越市教

育委員会生涯学習推進課」も参加し

ています。�

　「上越市ＰＴＡ連絡協議会」は、子

どもの将来を考えて応援する保護者

の代表として参加しています。�

�

――「実行委員会」の活動内容を具

体的に教えてください。�

�

�

�

�

　「実行委員会」は、受入事業所開

拓のために、「職場体験受入事業所

説明会の開催」や、「職場体験リーフ

レット及びチラシの作成・配布」をして

います。中学校がまとめた生徒の「職

場体験」希望と、受入事業所の受入

人数・時期の調整も実施しています。�

　また、「職場体験」受入中に、事業

所前に立てる「職場体験のぼり旗」も

作成し、生徒に持参させています。「の

ぼり旗」は、中学生が「職場体験中」

であることを、市民に知っていただく

ために作成していますが、これは事

業所にとっても社会貢献を行ってい

ることのピーアールになりますし、市

におけるキャリア教育支援ムードの

盛り上げにも役立つと考えています。�

　「実行委員会」メンバーである「中

学校校長会」は、「教育委員会学校

教育課」と連携しながら、職場体験

の事前・事後の学習のための「職場

体験マニュアル」を開発しています。�

　「職業レディネステスト（適正テスト）」

の配布や、職場体験前に実施する「ビ

ジネスマナー講習会」の講師である「キ

ャリアアドバイザー」の派遣も「実行

委員会」が行っています。�

�

――「ＮＰＯ」がボランティアで「実行

委員会」を支援しているそうですが、

その理由や、役割についてお聞かせ

ください。�

�

�

�

　「実行委員会」は、「上越市教育委

員会学校教育課」が中核となり運営

していますが、「ＮＰＯ法人上越地域

学校教育支援センター（以下「ＮＰＯ」

という）」が、「企業とのコーディネート」

や「実行委員会の運営」などを、ボラ

ンティアで支援しています。�

職業体験のぼり旗�

上越市キャリア・スタート・ウィーク実行委員会�



　「職場体験」を実施するためには、

事業所との人的ネットワークが重要

です。教育委員会は学校とは強いネ

ットワークを持っていますが、事業所

とのネットワークにおいては弱い面が

あります。運営を支援している「ＮＰＯ」

は、多くの事業所との人的ネットワー

クを持っており、学校教育についても

詳しいため、事業者などとのコーディ

ネートを支援しています。�

　また、上越市では、学校間を結ぶ

グループウェアで、「職場体験」の受

入事業所の概要を、生徒や教員が

検索・閲覧することができますが、こ

のために必要なデータベースの整備

も「ＮＰＯ」が支援しています。教育委

員会だけでは人手が足りないため、

このような支援は大変助かります。��

�

――「実行委員会」のメンバーや、受

入事業所は最初から協力的でしたか。�

�

�

�

　「実行委員会」を組織するときは、

メンバーとなる事業所の関連団体に

1件、1件、教育委員会が協力を依頼

しましたが、最初は、あまり熱心では

ない面もみられました。また、５日間の

受入れに抵抗のある事業所も少なく

ありませんでした。�
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学校間グループウェアの画面�

子どもが成長する姿を見るこ
とで、受入れ協力意識が高まる�

◆地域におけるキャリア教育　ケース2



　しかし、「職場体験」期間中に、生

徒が事業所の方に叱られながらも成

長していく姿を見て、熱心に協力し

ていただける事業所も増えてきました。�

　平成20年の夏には、「受入事業所」

の発案で、中学生の「職場体験」を

地域全体で応援するための「中学生

職場体験　地域応援団の集い」も

開催しました。この集いには、事業所

や保護者、学校関係者など約200人

が参加しました。�

�

――生徒を受け入れるための事業

所向けのマニュアルはありますか。

　協力依頼時に配布するリーフレッ

トには、「職場体験」の目的や、職場

での体験例を紹介しています。今後、

職種別のマニュアルを開発していき

たいと考えています。�

　「職場体験」の受入れは子どもを

育てることであり、労働力としてのア

ルバイトを迎えることとは違います。子

どもを育てるためには、生徒と事業所

の方との会話やふれ合いを大事に

する必要があります。そのようなこと

を理解していただくため、「実行委員会」

が、「受入事業所説明会」も開催し、

職場体験学習のねらいや、生徒の受

入方法などについて説明を行ってい

ます。�

�

――生徒の受入方法について戸惑

うような事業所はありませんか。�

　体験期間が５日間ありますので、「受

入事業所」には、生徒に働くことの意

義を考えさせるための体験活動を計

画していただく必要があります。「そ

のような計画の作成は無理だ」と言

われることもありますが、「生徒のために、

プログラムを考えることは、自分の仕

事を振り返ることになり、従業員教育

にもなる」と言っていただけることも少

なくありません。�

　「子どもたちの職場体験を受け入

れることは、将来の地域の産業を担

う人材を育成することになる」といっ

た声や、時には、「生徒がいることで

お客さんや、職場内での会話が弾んだ」

といった声も聞かれます。�

�

――上越市では、高校の商業クラブも、

小中学生のキャリア教育に協力して

いるそうですが、「実行委員会」との

関係についてお聞かせください。�

　新潟県立高田商業高校の商業ク

ラブが、地元商店街の活性化のため

にチャレンジショップ「Rikka」を立ち

上げ、小中学生も参加した店舗経営

を行っています。�

　地域の商店街の協力の下で実施

する「Rikka」は、地域と連携したキャ

リア教育の実践活動ですが、特定の

学校が参加するものであり、市内の

全中学校の「職場体験」を支援する「実

行委員会」とは直接関係していません。�

　しかし、「Rikka」の運営においても、

上越教育大学や、地元の商店街な

どとともに上越市教育委員会もメンバ

ーとなっている「チャレンジショップ「

Rikka」実行委員会」が組織されて

おり、情報交換を行っています。�

�

――「職場体験」を実施するうえで、

課題はありませんか。�

�

�

�

　多くの事業所が「職場体験」の受

入れに協力していますが、生徒が希

望する職種は必ずしも十分とはいえ

ません。�

　「働くことの意義」を生徒に考えさ

せることにおいては、生徒の希望以

外の職種での「職場体験」であっても

有効と考えていますが、生徒の希望

する「職種の体験」も尊重していく必

要があります。�

　キャリア教育は、働くことの意義や

自分の将来を明確に考え主体的に

行動できる生徒の育成を目指す「生

き方探究」ともいえます。協力事業所

の職種の状況を踏まえ、生徒の希望

をどのようにマッチングしていくかが

検討課題となっています。�

�

――「職場体験」は、不登校の生徒

の自立支援と関連づけていますか。�

　直接は関連づけていませんが、「職

場体験」は、不登校の生徒の環境を

変える機会にもなるため、体験後、不

登校が解消される事例も見られます。

生徒にとっても、「職場体験」が自分

を見つめ、学ぶことの意味や自分の

将来を考える機会となっているようです。�

�
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「中学生職場体験　地域応援団の集い」�

受入事業所の職種と、生徒の
希望のマッチングが検討課題�



●上越市の基礎データ�
○人口：208,082人�
　 （出典：平成17年度国勢調査）�

○中学校生徒数：6,304人（23校）　�
 　（平成18年5月1日現在）�

○事業所数：10,558事業所（平成16年）�
　（出典：http://www.city.joetsu.niigata.jp/toukei/�
　  youran/h19/yoran.html#14）�

（本文に掲載の写真及び図は、「上越市教育委員会 学校教育課」提供）�

◆上越市教育委員会　学校教育課 �
http://www.jecomite.jorne.ed.jp/�

問合せ先�
�

――地域ぐるみでキャリア教育を応

援するためのコツがありましたら教え

ください。　�

�

�

�

�

　地域のいろいろな組織が、応援し

ていくような仕組みを構築する必要

があると思います。�

　上越市では、「実行委員会」や�

「Rikka」の他にも、キャリア教育に関

する勉強会の「上越キャリア教育研

究会」も立ち上げています。この研究

会のメンバーは、「実行委員会」や�

「Rikka」と重複している方もいますが、

「実効委員会」、「Rikka」とは別の組

織です。�

　キャリア教育を地域で盛り上げる

ためには、教育委員会だけ、あるいは「Ｎ

ＰＯ」だけががんばっても実現しません。

いろいろな組織や地域の人々が、「『職

場体験』をはじめとするキャリア教育

の意義と必要性を理解していくこと」、

「地域の未来を担う子どもたちを自分

たちも一緒に育てていくという当事者

意識をもつこと」ができるよう働きかけ

ていくことが重要だと思います。そして、

できることから支援していただけるよ

うにすることが、成功につながると思

います。�

　　　　　　　　－平成20年10月取材－�

◆地域におけるキャリア教育　ケース2

多様な組織から応援が得られ
る仕組みが、地域ぐるみのキ
ャリア教育の成功に�

動物病院での「職場体験」�

消防署での「職場体験」�
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