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はじめに

今日の産業・経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化をはじめ、世界的な経済

不況の影響を受け、高校生の就職環境は依然として厳しい状況となっております。

こうした中、高等学校を卒業する生徒には、勤労観・職業観を形成し、将来直面

するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対応する力を高めるなど、社会的・

職業的自立に必要な能力等を身に付けることが、これまで以上に求められておりま

す。

各学校においては、これまでも、生徒や地域の実態を踏まえ、創意工夫を生かし

た進路指導に取り組まれてきたところでありますが、こうした課題に対応するため

には、各学校における取組の一層の充実・改善を図るほか、各教育局に配置された

進路相談員を有効に活用することが必要であります。

北海道教育委員会では、こうした状況を踏まえ、このたび、各教育局に配置され

ている進路相談員を活用した効果的な実践例を「進路相談員活用事例集」としてと

りまとめ、すべての高等学校に配布することといたしました。

各学校において、本事例集が有効に活用され、一人でも多くの生徒の進路意識が

向上することに役立つことを期待しております。

平成２４年１月

北海道教育庁学校教育局高校教育課長

菅 原 行 彦
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進路相談員を活用した効果的な実践例（平成２２～２３年度）

【３年生への支援】

生徒をモデルとした面接指導の取組

○期日 ８月２５日（水）

６校時（ＬＨＲ）

○場所 空知管内 ○○高校（１間口）

ホームルーム教室

○対象 第３学年（就職希望者）

○人数 １９名

○目的 就職希望者が、他の生徒の面接の様子を客観的に見ることを通して、面接にお

概 要 ける手順や留意点等を理解できるようにする。

○内容 進路担当教員及び進路相談員による面接に係る説明及び模擬モデル面接を実施

する。

○方法 ・進路担当教員が面接官役、進路相談員が生徒役を演じながら、生徒に対して

面接の手順及び留意点を説明する。

・生徒がモデルとなって、参加者の前で模擬面接を実施する。

・模擬面接終了後、参加者からの質問に進路相談員が回答する。

・模擬面接終了後、モデルとなった生徒が感想を話す。

・面接の形式や流れについて生徒の理解を深めるため、２名の生徒をモデルとし、複数

の模擬面接及びそれぞれについての指導を実施した。

工夫した点
・生徒が面接について主体的に考えることができるよう、進路担当教員と進路相談員に

よる模擬面接を実演した後に、生徒から良かった点、改善した方が良い点を発表させ

た。

・生徒の実情に合わせて２つの企業を想定し、個人面接を行った。

・模擬面接及び進路相談員による模擬面接に対する指導の様子を、全員で見ることによ

り、生徒が面接の手順及び留意点、特に、声の大きさや礼の仕方などについて、より

得られた
具体的に理解を深めることができた。

効 果
・生徒が、ニュースや時事問題など面接で質問が想定される事項について、日常から関

心を持つようになった。

・日常の学校生活において、生徒が言葉遣いや服装等に気をつけるようになるなど、よ

りよい変化が見られた。

・進路相談員による模擬面接だけでなく、生徒同士での模擬面接を行って感想を述べ合

うなど、より一層生徒の興味・関心を高めるよう工夫する必要がある。

・面接官の質問に対する応答の内容について、生徒自身が振り返るための時間をより多

実践上の く確保する必要がある。

課 題 ・面接の応答についての指導の時間を確保するため、事前の礼法指導の充実を図る必要

がある。

・質問に対する回答を記録して生徒自身が見直しできるようにするなど、模擬面接の事

後の活用について工夫する必要がある。
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個別面談と面接指導

○期日 ９月～２月（計３６回）

放課後

○場所 石狩管内 ○○高校（８間口）

面談室、３学年各ホームルーム教室他

○対象 第３学年（就職希望者）

概 要 ○人数 ７０名

○目的 就職に対する意識を高める。

○内容 就職希望者へのアドバイス（本人の適性や求人票選びなど）、面接練習や就職

内定者に対する指導を実施する。

○方法 個人面接の形態を基本とするが、合同企業面接会等の直前の場合は集団面接の

形態とする。

・教育局の求人開拓員から得た具体的な企業情報を基にして実施した。

工夫した点
・進路相談員と担当教員が、綿密な事前打合わせを行い実施した。

・面接指導を実際の就職試験と同様の設定として、生徒に緊張感や臨場感を演出した。

・面接の指導内容を記録し、継続性を持った指導ができるようにした。

・教員以外が担当することにより「緊張感」を演出して、本番さながらの面接を行うこ

とができた。

得られた
・個別面談により、生徒が自分の「強み」に気付き、前向きに進路について考えるよう

効 果
になった。

・集団面接の形態で実施した場合には、生徒が、他の生徒の回答等を参考とすることが

でき、自分自身を見直すことができた。

・就職決定者数が、前年度の３倍となり大幅に増加した。

・生徒が主体的に活動できるよう、指導の工夫･改善を図る必要がある。

・生徒の希望職種が多岐にわたり、一般的な説明では焦点を絞りにくいので、個別の指

実践上の
導を充実させる必要がある。

課 題
・進路相談員によるモデル面接だけでなく、生徒同士での模擬面接を行うなど、より一

層生徒の興味・関心を高めるよう工夫する必要がある。

・面接記録を有効に活用していくよう、内容や活用方法について工夫･改善を図る必要が

ある。
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個別面談と履歴書作成指導

○期日 ５月１２日～１３日、１７日（１回目） ８月２３日～２５日（２回目）

放課後

○場所 石狩管内 ○○高校（８間口）

進路指導室

○対象 第３学年（就職希望者）

○人数 ７０名

概 要
○目的 就職受験希望者一人ひとりの適性と志望を明確化し、適性と志望に合った求人

情報を提供することで積極的に1回目の受験を促すとともに、一人ひとりの適

性と志望に合わせた適切な履歴書を作成する。

○内容 キャリアカウンセリングや求人情報の提供、履歴書作成指導を実施する。

○方法 ・１回１５～２０分程度の面談を実施する。

（１回目）適性と志望の明確化

（２回目）求人情報の提供、履歴書作成指導

・必要に応じて３回目、４回目の面談も実施する。

・生徒の内面を重視したキャリアカウンセリングを実施することにより、一人ひとりの

適性や希望職種等を明確化した。

工夫した点
・進路相談員、進路指導部、ホームルーム担任が情報を共有することにより、進路相談

員によるキャリアカウンセリングの成果を学校での指導に生かした。

・生徒一人ひとりの適性と志望に合った求人情報の提供や履歴書の作成など、具体的な

指導を行うことにより、積極的な受験を促進した。

・生徒一人ひとりが、職業に関する適性を理解するようになった。

得られた
・進路相談員、進路指導部、ホームルーム担任が情報を共有することにより、一貫した

効 果
指導を行うことができた。

・就職決定者数が、前年度の３倍となり大幅に増加した。

・就職試験０回受験者が、大幅に減少した。

・進路指導部とホームルーム担任による個別面談を早期に実施できるよう工夫･改善を図

実践上の る必要がある。

課 題 ・個別面談の担当が、進路相談員に偏らないように、工夫･改善を図る必要がある。

・教員と進路相談員の役割分担を明確にしながら連携を図る必要がある。
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昼休み等を活用した個人相談会

○期日 ６月７日（月）、７月２２日（木）、８月２３日（月）、

１２月１６日（木）、１月１３日（木）、３月９日（水）

昼休み等

○場所 檜山管内 ○○高校（１間口）

進路相談室

○対象 第３学年（就職希望者）

○人数 １２名

概 要
○目的 昼休み等を活用した気軽に相談できる時間設定や雰囲気づくりを通して、就職

希望者との個人相談を複数回実施することにより、就職に対する意識を高め、

就職活動の具体的な取組を明確にできるようにする。

○内容 相談の予約や時間制約等を設けない個人相談会を実施し、必要に応じて複数回

相談できるようにする。

○方法 ・進路相談員は、生徒個々の就職希望先と希望に応じた企業に関する情報提供

を図り、就職決定に向けての助言等を行う。

・生徒や学校の進路担当教員からの要望があれば、希望する職種や業種に該当

する企業への連絡等を行い、就職試験前の企業見学の機会を設ける。

・相談に訪れる生徒は、仕事に対する不安や保護者との意見の食い違い等の悩みを抱え

ていることが多いことから、相談においては、不安や悩みを傾聴し、進路相談員とし

工夫した点 て、進路実現までサポートを続けていく姿勢を伝えていくよう心掛けた。

・個人相談の際には、企業訪問等で得た各企業からの就職希望者への要望をより詳細に

伝えるように心掛け、「社会で働いて行くこと」への理解を促すように努めた。

・生徒が自由に相談できる方法や内容で相談会を実施したことにより、前年度に比べ、

生徒からの個人相談件数や複数回相談者が増加し、就職支援の充実が図られた。

得られた ・個人相談後に、就職に対する意識が高まり、企業見学等を行い、就職決定につながる

効 果 生徒も出てくるなど、以前よりも積極的に就職活動に取り組む生徒が増えた。

・就職試験前の企業見学等が増えたことにより、企業からも生徒の就職に対する積極性

に対し、評価をいただいた。

・現在、管内１校での取組であることから、今後、他校にも取組の成果をＰＲし、個人

相談会の拡充に努め、管内的な取組にする必要がある。

実践上の ・場合によっては、生徒への助言にとどまることなく、保護者を含めた相談に広げるこ

課 題 とにより、相談内容の充実を図る必要がある。

・０回受験者など、あまり就職に積極的でない生徒に対する働き掛けについて、学校と

進路相談員で連携を図って行く必要がある。
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集中模擬面接指導

○期日 8月２４日（火）～２６日（木）

放課後

○場所 日高管内 ○○高校（２間口）

物理・地学教室

○対象 第３学年（就職希望者）

概 要 ○人数 ９名

○目的 模擬面接を通して自己理解を深めさせるとともに、就職試験の面接の

際の心構えや知識を身に付けさせる。

○内容 ３日間、同一生徒を対象に、グループ面接、個人面接を実施する。

○方法 ・受験予定先の面接形態により、グループ面接、個人面接に分かれる。

・面接後、生徒が指導内容と自己評価を面接シートに記入する。

・短期間に集中して同一生徒を指導するため、指導の要点を次のように明確に

した。

１日目：「志望動機」を中心とした基本的な質問事項により、生徒の実態を把

握する。

工夫した点
２日目：１日目の質問を繰り返すことにより、生徒自身に面接の完成度を確

認させる。

３日目：基本的な質問の反復により、３日間の成果を実感させるとともに、

実際の面接に向けての改善点や取り組むべきことを提示する。

・指導内容の定着や進路担当教諭との連携を図るため、面接の留意点や個人の

課題などをまとめる面接シートを使用した。

・３日間を通し、系統的・計画的に面接指導を実施したことにより、生徒は、

自己理解が深まり、就職試験の面接に向けた課題を主体的に発見し、改善す

ることができた。

得られた
・模擬面接を通して、生徒が志望動機等の基本的な質問に答えられるようにな

効 果
ることで、面接に対する自信が生まれ、就職試験に対して積極的な姿勢が見

られるようになった。

・面接シートを活用することにより、進路担当教員が、進路相談員の指導内容

や生徒の自己評価を確認でき、生徒一人一人に応じた今後の指導の在り方を

進路相談員と共有できた。

・集中模擬面接指導の充実を図るため、事前・事後指導の内容を工夫する必要

実践上の がある。

課 題 ・就職試験に対する意識の高揚を図るため、模擬面接後に生徒が相互評価を行

うなど、指導を工夫する必要がある。
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カウンセリングの手法を取り入れた模擬面接指導

○期日 ７月２０日（火）～２１日（水）、９月１日（水）～２日（木）、

９月１４日（火）、１０月５日（火）～６日（水）、

１０月２８日（木）～２９日（金）、１１月９日（火）

放課後

○場所 渡島管内 ○○高校（３間口）

教育相談室

○対象 第３学年（就職希望者及び公務員・看護系・専門学校進学希望者）

○人数 ３５名

概 要 ○目的 カウンセリングの手法を用い、進路に関する一人ひとりの悩みや迷い

について把握するとともに、面接試験に向けた個々の課題の解決のた

めのきめ細かい面接指導を行う。

○内容 希望する生徒に対しカウンセリングを行い、明らかになった課題等の

解決に重点をおいて、模擬面接指導を実施する。

○方法 ・事前に生徒が記入した「就職支援個別カウンセリングシート」（別紙）

をもとに、カウンセリングを行う。

・個々の生徒の課題に応じて、模擬面接指導を行い、面接後は進路相

談員が「模擬面接の記録」を作成した。

・生徒が自己の課題を明確にできるようにするため、「就職支援個別カウンセリ

工夫した点
ングシート」に記入させた後、カウンセリングを行った。

・担当教諭と情報の共有化を図るため、「模擬面接の記録」を作成し、学校の指

導と関連付けた継続的な面接指導となるよう工夫した。

・「就職支援個別カウンセリングシート」の作成により、より効果的なカウンセ

得られた リングを行うことができた。

効 果 ・カウンセリングを通して、個々の生徒の進路に関する課題に対し、生徒自身

で解決できるようになった。

・放課後の進路相談を希望しない生徒への対応を検討する必要がある。

・進路相談員による継続的な指導に向けた、学校や生徒と、日程や時間を調整

実践上の
する必要がある。

課 題
・「就職支援個別カウンセリングシート」や「模擬面接の記録」のより一層の活

用を図る必要がある。

・きめ細かいカウンセリングが行えるよう、個々の生徒の状況を詳細に把握す

るため、進路相談員と学校との連携を強化する必要がある。
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               就職支援個別カウンセリングシート 

 

 

学年 ・ クラス ・ 番号 
 

 

 
         

 年     組     番 
 

 

      

氏    名 
 

 
 
 

 

 

就職希望地（○で囲む） 

 

 

 
    

１管内      ２道内      ３道外       ４未定   

 

 

希望職種（事務・製造など） 

具体的な企業名 

 

 

 

     

 長     所 

 

 

 

 

     

部  活  動 

 

 

 

 

   

 欠勤・遅刻・早退数 

 

 

 

 

 

今取り組んでいる就職対策 

 

 

 

 

  

不安に思っていることや悩み 

 

 

 

 

 

      そ の 他  
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キャリアカウンセリングの実施

○期日 ①8月２３日（月）～１０月２５日（月）

放課後

②９月９日（木）～１月２０日（木）

昼休み

○場所 ①十勝管内 ○○高校（２間口）

②十勝管内 △△高校（２間口）

概 要
各高校進路指導室

○対象 第３学年（就職希望者）

○人数 ①４５名

②３３名

○目的 就職活動に課題を抱える生徒を支援する。

○内容 就職について悩みを抱えている生徒へのカウンセリングとコーチング

を実施する。

○方法 学校ごとに曜日を決め、個別面談、面接試験指導を継続的に実施する。

・進路担当教員が、指導が難しいと感じている生徒を支援するため、進路相談

員が面談を行い、生徒の抱えている悩みを聞きだし、励ましながら、問題解

決のための助言を行った。

工夫した点 ・当該生徒についての情報を進路担当教員と共有するため、事前・事後に必ず

打合せを行った。

・面接試験指導の際は、受験する企業の業種に合わせて、志望動機等について

の助言を行った。

・進路相談員に対して、素直に進路上の悩みを打ち明ける生徒がおり、就職活

動に前向きに取り組むようになった。

得られた ・業種や職種による労働形態の違いや、賃金や福利厚生面の違いなど、進路相

効 果 談員の助言により、生徒たちの職業選択に対する視野が広がった。

・同じ学校へ継続的に訪問することで、生徒たちと進路相談員の信頼関係が高

まり、生徒が自ら相談を希望するなど、就職に対する意識向上が図られた。

実践上の ・就職支援が進路相談員任せにならないよう、進路担当教員やホームルーム担

課 題 任と、事前に面談の目的や内容を確認する必要がある。

8



就職未内定者向け進路講話及び模擬面接指導

○期日 １２月７日（火）

６校時（ＬＨＲ）

○場所 胆振管内 ○○高校（１間口）

会議室

○対象 第3学年（就職が内定していない生徒）

○人数 ７名

○目的 就職未内定生徒の就職活動に対する意識の向上と準備の徹底を図る。

概 要
○内容 講話及びグループ形式の面接指導を実施する。

○方法 ・進路相談員２名で面接官と生徒役に分かれ、声の大きさや明るさの

大切さはもとより、歩き方や身のこなし方など、模範となる動作を

実演する。

・生徒全員を半円形に座らせ、全員が見守る状況で個別に面接指導を

実施し、それぞれ感じたことや自分の長所などを発言させる。

・周りの生徒からの感想や意見を参考に、自分自身の面接時の対応の

在り方について深く考えさせた後に、具体的な改善の手立てなどに

ついて助言する。

・採用が見送られる原因を生徒と一緒に探るとともに、自らの欠点を自覚させ

て改善させるため、失敗の具体的な事例を示し、望ましい対応について、生

工夫した点 徒全員が理解できるよう配慮して助言した。

・前半は個々の性格や癖、動作について考えさせ、後半で生徒全員の意見を参

考にして、自分自身を見つめて改善することができる構成とした。

・第一印象として感じた長所を生徒に示し、周りの生徒がそれを追認すること

により、生徒が自己に対する否定的な思い込みから脱却するきっかけを作る

得られた ことができた。

効 果 ・姿勢、服装、髪型等も礼儀につながるといったエチケットに関する助言をし

たことにより、面接指導で自分の順番を待つ間に自ら服装等を正す生徒が現

れるなど、生徒の礼儀に対する意識を向上させることができた。

実践上の ・助言の際には、生徒の人格を尊重して、否定的な内容を含まない表現を用い

課 題 るよう努め、生徒に恥ずかしさを感じさせないよう配慮する必要がある。
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就職支援計画シートを活用したキャリアカウンセリング

○期日 8月～１２月

放課後

○場所 日高管内 ○○高校（５間口）

進路指導室

○対象 第３学年（就職が内定していない生徒）

○人数 延べ９１名

概 要
○目的 就職試験を受験して内定が得られていない生徒や一度も就職試験を受

験していない生徒への支援を行い、受験意識の高揚を図る。

○内容 学校の要望に応じて、継続的にキャリアカウンセリングを実施する。

○方法 ・一人２０分程度キャリアカウンセリングを実施する。

・カウンセリング後、就職支援計画シート（別紙）に生徒の意識の変

化と学校、進路相談員の対応をまとめる。

・就職支援計画シートを活用し、進路担当教員と進路相談員で情報を

共有する。

・系統的・計画的な指導を行うため、進路相談員が、カウンセリングを通して

把握した生徒の就職に対する意識の変化や今後の対応を就職支援計画シート

工夫した点
にまとめた。

・進路担当教員と進路相談員が、生徒一人ひとりに応じた適切な指導をするた

め、就職支援計画シートを活用し、生徒の現状を把握して、指導の方向性を

明確にした。

・就職支援計画シートにより、生徒の意識の変化を的確に把握し、生徒の状態

に応じたキャリアカウンセリングを計画的に実施することにより、生徒の受

験意識を高めることができた。

得られた
・就職支援計画シートを活用することにより、学校と進路相談員による組織的

効 果
な対応が可能となり、それぞれの立場から生徒一人ひとりに対して、きめ細

かな指導を継続的に行うことができた。

・継続的にキャリアカウンセリングを実施することにより、生徒理解が深まり、

生徒の就職に対する価値観や気付きを引き出し、進路担当教員に個に応じた

指導の指針を示すことができた。

・保護者の意見を就職支援計画シートに位置づけ、保護者との連携のもと、就

実践上の 職未内定の生徒を支援する必要がある。

課 題 ・キャリアカウンセリング後に、生徒に自己評価させるなどして、生徒が就職

に対する意識の変化について自覚できるよう工夫する必要がある。
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就職支援計画シート（個別） 

（○○高校 女子生徒Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年８月１９日実施

 

 

・就職したいという気持ちはあるが、将来、「なにになりたい」のか「何がしたい」のかがわからず、 

やる気をみせない。 

・自分に自信がない。 

・心を閉ざし、自分のことを話そうとしない。 

 

■学校 

・個人面談の実施や求人情報を提供するなどして、積極的に就職指導を行っている。 

■教育局 

・カウンセリングを行い、自分自信を振り返り、興味や関心のあること、好きなこと嫌いなことなどを考

えさせたことにより、自分自信を見つめ直す「きっかけ」をつくった。 

生徒の現状 

学校・教育局の対応 

平成２２年９月６日実施

 

・少しずつではあるが心を開いてきた。 

・自分の興味のあることや関心のあること等を考えてきた。 

・直接、受験先企業選択に結びつかないが、やる気が見られてきた。 

 

■学校 

・個人面談の実施や求人情報を提供するなどして、積極的に就職指導を行っている。 

■教育局 

・カウンセリングを行い、就職について、生徒の「価値観」や「気づき」を引き出した。 

 

生徒の意識の変化 

学校・教育局の対応 

11



【教員・保護者への支援】

教職員対象の進路指導講話及びキャリアカウンセリング演習①

○期日 ９月１日（木）

１４：００～１５：３０

○場所 留萌管内 ○○高校（１間口）

会議室

○対象 全教職員

○人数 １１名

○目的 講話及び演習の実施を通して、進路関係書類の作成のポイントを習得するととも

に、生徒に適切かつ効果的なアドバイスができるようなスキルの向上を目指す。

○内容 進路関係書類の作成のポイントや、志望動機作成に係る適切なアドバイスなど、

概 要 生徒に対する効果的な指導の在り方を説明する。

また、基礎的なキャリアカウンセリングの在り方について紹介するとともに、実

践的な演習により理解を深める。

○方法 ・参加者に事前に履歴書を作成してもらい、応募書類や志望動機作成のポイント

について説明する。

・信頼関係の構築や、傾聴に係る技法など、カウンセリングの在り方について

説明し、２名１組で、１名が相談し、他の１名が一人が聞く形で交互に１０分

間の演習を実施する。

・終了後に５分間の振り返りを行うほか、教員に感想を話してもらい、全体で共

有する。

・教職経験年数の少ない教員が多いため、実施に際しては、書類等の基本的な事項につい

て、要点を押さえて解説することで、理解が一層深まるよう心掛けた。

工夫した点 ・事前に志望動機を作成してもらうことで、短時間でポイントを押さえられるようにした。

・キャリアカウンセリングに係る説明と演習を並行して実施することで、経験年数の少な

い教員でも、生徒への効果的な接し方が身に付けられるよう心掛けた。

・志望動機作成に際しての自己分析の重要性や、志望動機等の作成のポイント等について

得られた 理解が深まり、進路指導に対する意識の向上が図られた。

効 果 ・演習を通して、相互の信頼関係の構築の意義や、面接等における振る舞いや応答の在り

方等について実践的な手法を身に付けることができたことから、生徒に対して適切で効

果的な進路指導ができるようになってきた。

実践上の
・進路相談員自身がキャリアカウンセリングに係る研修を受講して、カウンセリング・マ

課 題
インドやカウンセリング・スキル等の技術の研鑽に努めるなど、カウンセリング技術の

一層の向上に向けて、継続的に取り組んでいく必要がある。
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教職員対象の進路指導講話及びキャリアカウンセリング演習②

○期日 ８月３０日（月）

放課後

○場所 後志管内 ○○高校（１間口）

会議室

○対象 教職員

○人数 １６名

○目的 生徒の進路上の悩みや不安に対する効果的な支援方法として、「キャリ

概 要
アカウンセリング」について学び、日常の進路指導の場に生かす。

○内容 キャリアカウンセラーの資格を持つ進路相談員による面接に係る説

明及びロールプレイング演習を実施する。

○方法 ・進路相談員がプレゼンテーションソフトを用いて、キャリアカウン

セリングに必要な心構え、面接時の注意点などを説明する。

・進路相談員の指導のもと、教職員がロール・プレイング演習による、

カウンセリングを体験する。

・カウンセリング体験終了後、参加者より質問を受け、進路相談員か

ら回答する。

・参加者の集中力持続を促すため、講義だけではなく、複数の演習を取り入れ

工夫した点
た。

・生徒の不安や悩みを体験するため、生徒役、先生役、オブザーバー役を決め、

「働く意欲に欠ける生徒」などの複数の事例について、それぞれ役を演じた。

・多くの教員が、好意的に、関心を持って生徒と接することで、生徒との信頼

関係が深まった。

得られた ・生徒に対する偏見、思い込みや自分の価値観の押し付けなどの「認知の歪み」

効 果 が誰にでも存在することなど、生徒と接するときの注意事項を再認識できた。

・本演習後、カウンセリングマインドでの進路指導に心掛けた結果、生徒が面

接指導を積極的に受けようとするなど、生徒の姿勢に変化が見られた。

・演習を取り入れた研修を実施するなど、内容を工夫し、計画的に指導を継続

する必要がある。

実践上の ・進路相談員が教職員研修のためのメニューを作成し、実施状況を公開する必

課 題 要がある。

・演習後、進路相談員による継続的な教職員への支援を、継続して行う必要が

ある。
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保護者向け進路講話①

○期日 ９月２４日（金）

放課後

○場所 胆振管内 ○○高校（４間口）

会議室

○対象 第１学年・第２学年の保護者

○人数 １６名

○目的 生徒の進路選択における保護者の役割について理解を深める。

概 要
○内容 就職希望者を取り巻く環境について保護者の理解を深めるとともに、

家庭における子どもとの関わり方や就職内定に向けた具体的な取組に

ついて説明する。

○方法 ・過去の事例を参考に、面接の模範演技を交えながら講話する。

・管内の雇用状況や内定の年度別推移などを掲載した進路通信を配布

し、具体的なデータを活用して説明する。

・未内定のまま卒業した生徒が、その後の就職活動で苦労しているこ

とを話し、その原因や取るべき対策について、過去の面接指導で経

験した事例を交えながら説明する。

・進路を選択する際には、十分子どもと接する機会を設けて親子で考える必要

があることについて理解してもらうため、子どもへの声かけの仕方、相談時

の対応、見守ることの重要性など、保護者の子どもに対する望ましい関わり

工夫した点 方について説明した。

・一度も就職試験を受けていない生徒が理由として挙げている内容について理

解を深めるため、実際の事例と具体的な対策についてプリントを配布して説

明した。

・保護者が不用意に発した言葉が、子どもの進路選択（進路決定）の重荷にな

得られた
っていることや優しすぎる言葉が、かえって子どもの熱意を削いでいること

効 果
など、保護者の言動の重要性を理解させることができた。

・志望先が決まらず悩んでいる子どもに対する望ましい接し方や効果的な支援

の在り方について理解させることができた。

実践上の
・保護者を対象にした講話においては、母子（父子）家庭や種々の事情を抱え

課 題
ている家庭があることから、事例の選択や用いる言葉などに気を配る必要が

ある。
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保護者向け進路講話②

○期日 ４月２３日（日）

２校時

○場所 十勝管内 ○○高校（２間口）

会議室

○対象 第１学年．第２学年．第３学年の保護者

○人数 ２１名

○目的 保護者に、現在の就職状況について情報を提供し、家庭での話し合い

概 要
の場が作れるようにする。

○内容 就職活動の全般的な流れについて説明し、求人状況等に関する情報提

供を行う。

○方法 ・多くの保護者に参加してもらうよう、学年を限定せずに積極的な参

加を呼びかける。

・「最近の雇用情勢について」、「家庭内における子供とのかかわり方

について」、「月別管内求人について」という３つのテーマを取り上

げ、メモを取りやすいように、講話の概要について資料を作成し、

配布する。

・就職活動について、家庭での話し合いに活用できるよう、就職活動に関する

情報をコンパクトにまとめた資料を作成し配布した。

・約２０年前と現在を比較して、求人状況が大きく変わっている点や、現在の

工夫した点 求人状況の厳しさを理解してもらうため、資料には数字や表、グラフを使用

して分かりやすいものにした。

・生徒から多く相談される内容や、進路相談員が個人面談時に心がけているこ

と、気を付けていることをまとめ、家庭で保護者が活用しやすいようにした。

得られた ・当該学校の担当教諭から、家庭での話し合いに役立つ内容の講話であり、保

効 果 護者に好評であったとの報告があった。

・新規高卒者の就職活動の流れや現状について保護者の理解を深める講話を、

実践上の 今後、より多くの学校で行う必要がある。

課 題 ・保護者に対し、就職活動について早期に家庭での話し合いをしてもらうよう、

呼びかけていく必要がある。
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保護者向け進路講話③

○期日 ７月２日（金）

１９：３０～２０：３０

○場所 釧路管内 ○○高校（１間口）

会議室

○対象 第１学年．第２学年．第３学年の保護者

○人数 １５名

概 要 ○目的 現在の就職状況等について保護者の関心・理解を深めさせるとともに、

就職について、保護者と生徒が一緒に考えるきっかけとする。

○内容 進路相談員が講師となり、就職状況等についての講演を行う。

○方法 ・就職状況及びキャリア教育に関して説明をする。

・フリーター・ニートに関するチェックテストを実施する。

・親子間の会話について事例を基に、参加者と意見交換をする。

・様々なコミュニケーションスキルについて説明する。

・高卒者の就職状況等について理解を深めるため、ハローワークのデータを用

いて管内の現況を具体的に説明した。

・参加者同士が共感し、率直に意見を発言できるような雰囲気をつくるため、

親子間の日常会話など具体的な事例を提示した。

工夫した点 ・親子の対話を充実させるため、様々なコミュニケーションスキルを紹介した。

・保護者に対し、家庭におけるしつけの大切さを理解してもらうため、社会で

高校生に求められる基本的なマナーについて説明した。

・進路決定における保護者の支援の重要性について理解してもらうため、保護

者の具体的な働きかけや役割について説明した。

・親子間の日常会話などのより身近な話題を提供することで、保護者間におけ

る活発な意見交換ができた。

得られた ・保護者が子どもと積極的に関わりを持つためのきっかけづくりとなった。

効 果 ・生徒の状況を踏まえた上で、学校と進路相談員が連携して進路指導に取り組

んできたことから、保護者に学校の指導をより深く理解してもらうことがで

きた。

実践上の ・子どもの進路に関して、保護者が求める情報を把握する必要がある。

課 題 ・より多くの保護者に就職等に関する意識付けを図る必要がある。
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４者（生徒・保護者・地域住民・教職員）懇談会への参加

○期日 １２月１７日（金）

4～6校時（生徒会活動）

○場所 オホーツク管内 ○○高校（２間口）

体育館

○対象 第１学年．第２学年．第３学年生徒．保護者．地域住民．教職員

○人数 全校生徒 １４９名

保護者 ２名

概 要 地域住民 １３名

教職員 １５名

○目的 生徒のコミュニケーション能力の向上を図り、生徒に社会人のものの見方や考

え方を理解させる。

○内容 ○○高校の在り方についてのグループ討論を実施する。

○方法 ・「○○高校をおもしろくするには」、「○○高校をアピールするには」など５

テーマを設定し、テーマごとに、生徒１０名程度の小グループを編成する。

・各グループには教職員や保護者、地域住民、進路相談員が２名ずつ助言者と

して加わり、討論に参加する。

・保護者や地域の方々を交えて討論することから、生徒が萎縮しないようにするため、

工夫した点
生徒にも分かりやすい平易な言葉で話し、生徒の意見を引き出すよう努めた。

・生徒が主体となって進められるよう、生徒に対して質問を投げかけるなどして、討論

が活発になるよう配慮した。

・生徒は地域の方々や保護者など大人と意見交換することの難しさを体験することで、

得られた コミュニケーション能力の大切さについて理解を深めることができた。

効 果 ・生徒は、社会人の考え方について理解を深めるとともに、討議の進め方を体験的に学

習することができた。

・一部の生徒が、萎縮して話合いに積極的に関わることができない場面があったため、

実践上の 学校において、複数の教員と討議する経験をさせるなど、事前指導を行う必要がある。

課 題 ・生徒のグループを細分化し、一人ひとりの発言の機会を多くするため、多くの保護者

や地域住民の協力を得る必要がある。
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教員による企業訪問への助言と同行

○期日 7月１日（木）、2日（金）、6日（火）

○場所 ３市町に所在する企業１８社

○対象 上川管内 ○○高校（４間口）

進路担当教員及びホームルーム担任

○人数 9名（同行した教員の３日間の延べ人数）

○目的 学校が実施する企業訪問の充実と、学校と企業との関係の円滑化に寄

概 要
与するとともに、求人開拓を進める。

○内容 学校が実施する企業訪問計画の立案や、企業の担当者への対応の在り

方について助言を行う。

○方法 ・訪問先企業の選定や、教員の訪問先企業の担当者との情報交換の進

め方などについて、事前に進路担当教員に対して助言を行う。

・学校が行う企業訪問に同行し、企業の担当者と進路担当教員やホー

ムルーム担任との情報交換の場に立ち会う。

・企業訪問実施後に、情報交換の進め方などについて助言を行う。

・企業の担当者と進路担当教員及びホームルーム担任が円滑に情報交換を進め

ることができるよう、必要に応じて進路相談員から企業の担当者に対して質

工夫した点 問を行ったり、話題提供を行った。

・企業訪問実施後、具体的な場面を振り返りながら、進路相談員から進路担当

教員及びホームルーム担任への助言を行った。

・進路担当教員やホームルーム担任が、実際に企業訪問を行い、進路相談員か

得られた
ら助言を得たことにより、以後の企業訪問の際の情報収集や情報交換の進め

効 果
方を充実させることができた。

・企業と学校との積極的な情報交換が進められたことにより、両者の間に信頼

関係を構築することができた。

・訪問した企業との情報交換を継続することを通して、情報の入手や求人の確

実践上の 保に一層努める必要がある。

課 題 ・企業訪問によって得た企業が求める人物像などの情報を、生徒の進路指導に

一層生かす必要がある。
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【１・２年生への支援】

職業レディネステストの取組

○期日 ３月１５日（火）

３・４校時（総合的な学習の時間）

○場所 空知管内 ○○高校（１間口）

ホームルーム教室

○対象 第１学年（生徒全員）

○人数 １９名

概 要 ○目的 生徒の自己理解を深めさせるとともに、職業選択（進路選択）の資料として活

用できるようにする。

○内容 職業レディネステスト（ＶＲＴ）を実施し、結果を分析する。

○方法 ・総合的な学習の時間において、１００分間の時間を設定する。

・前半の５０分間は生徒が設問に回答する。

・後半の５０分間は興味領域など結果の検証の時間として、進路相談員から説

明を行う。

・キャリア教育の充実の観点を踏まえ、早期に生徒の進路に対する意識の向上を図るた

め、入学年次で実施した。

工夫した点 ・教員と生徒との情報の共有化を図るため、テスト結果に係る一覧表及び生徒個票を作

成し、整理した。

・生徒がテスト結果を活用しやすいよう、生徒個票において、グラフで示した。

・進路選択に悩む生徒に対し、自己理解を深めさせたことにより、主体的な進路選択が

できるようになるなど、効果的な進路指導につながった。

得られた ・生徒は、自己の職業に対する興味・関心を理解することによって進路目標が明確にな

効 果 り、学習や資格の取得など、進路目標の達成に向けた取組が積極的になった。

・教員は、テストの実施により生徒の職業に対する興味の程度を把握しやすくなったこ

とから、進路指導を一層効果的に行うことができるようになった。

・テスト結果について、生徒がより一層理解しやすいよう、提示方法等を工夫する必要

がある。

実践上の
・テスト結果を踏まえた就職指導について、専門的なアドバイスが必要な場合もあるこ

課 題
とから、ハローワーク等と連携を図る必要がある。

・テストの結果を受けて、生徒が興味を持った仕事を調べるための「作業シート」を作

成するなど、進路選択や職業選択に対する十分な準備ができるよう一層工夫する必要

がある。
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場面を想定し体験的に学習するインターンシップ事前指導

○期日 ５月１８日（火）、５月２８日（金）、６月２５日（金）

４校時等（各ホームルーム１時間）（ＬＨＲ、総合的な学習の時間）

○場所 渡島管内 ○○高校（１間口）（５月１８日）ホームルーム教室

渡島管内 □□高校（１間口）（５月２８日）ホームルーム教室

渡島管内 △△高校（３間口）（６月２５日）各ホームルーム教室

○対象 各高等学校とも第２学年（生徒全員）

○人数 ○○高校 ２０名

□□高校 ２５名

△△高校 １１７名

概 要 ○目的 インターンシップの事前学習として、生徒に、望ましい勤労観や職業

観の育成などの目的を理解させるとともに、職場におけるマナー等を

身に付けさせる。

○内容 インターンシップの目的と心構えについての講話の後、実際の場面を

想定した実践的なマナー指導を実施する。

○方法 ・インターンシップの目的と心構えについて講話することで生徒の意

欲を高める。

・受付や職場での挨拶の場面や職場の人の説明を聞く場面、退所時の

挨拶の場面等、一連の流れを想定して、生徒に順番に実演させ、生徒

同士で評価させるとともに、改善すべき点等について指導する。

・講話の内容をより具体的に理解させるために、講話と場面指導を関連付ける

よう工夫した。

工夫した点
・マナーを確実に身に付けさせるため、挨拶や電話応対など実際の場面を想定

した体験的な指導を行った。

・キャリア教育の視点を取り入れ、インターンシップの意義等を理解できるよ

う講話内容を工夫した。

・生徒同士が体験的に学び合うことにより、マナーの確実な習得につながった。

得られた ・自信を持ってインターンシップに臨むことができる態度の醸成につながった。

効 果 ・将来の職業選択に必要な適性・能力などについて、深く考えるよい機会とな

った。

・日常の生徒指導と関連付けることにより、マナーの定着を図る必要がある。

実践上の ・生徒に今後の学校生活や進路の目標等を持たせるための事後指導を一層工夫

課 題 する必要がある。

・インターンシップと他の進路指導に関する取組との関連付けを見直すなど、

各学校における系統的なキャリア教育を改善・充実する必要がある。
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生徒来局による模擬面接指導・職業講話

○期日 ６月１５日（火）

放課後

○場所 オホーツク教育局

会議室

○対象 ○○高校（１間口） 第２学年（希望者）

○人数 １２名

概 要
○目的 進路選択に向けた意識の向上を図り、今後の学校生活や進路活動を充実する。

○内容 進路相談員による模擬面接指導、職業講話を実施する。

○方法 ・進路相談員が面接官役となり、生徒をモデルとして面接の基本動作について

説明する。

・生徒全員が順次、個別に模擬面接に取り組む。

・生徒は、他の生徒の模擬面接の様子を観察し、気付いたことについて意見交

換を行う。

・生徒全員に対して、進路についての意識を向上させるための職業講話を行う。

・生徒が実際の就職試験における面接の雰囲気を感じることができるようにするため、

来局させることにした。

工夫した点
・模擬面接指導では、生徒自らが改善すべき点について気付くようにするため、面接の

様子を参加生徒全員に観察させ、意見交換を行わせた。

・職業講話では、進路意識を効果的に高めるため、高校生として身に付けておくべきこ

とや社会人としてのマナーなどについて、具体的な例を挙げて指導した。

・生徒は、自らの面接を振り返り、望ましい面接時の態度や答え方について、考えを深

めることができた。

得られた ・模擬面接の様子を観察させ、意見交換を実施することにより、生徒は自らの考えを整

効 果 理し、意見を述べることができた。

・職業講話により、生徒は、社会人として身に付けておくべきマナーなどを理解するこ

とができ、進路についての意識を高めることができた。

・模擬面接指導では、緊張したり、照れたりする生徒がいたことから、事前に学校にお

いて模擬面接指導を行うなど、段階的に指導を行う必要がある。

実践上の ・模擬面接における面接官の質問に対して適切に応答できるように、質問例や応答例を

課 題 示して、具体的な指導を行う必要がある。

・生徒の学校生活や進路活動の充実を図る観点から、職業講話の内容を事前に学校側と

十分に協議し、効果的な内容となるよう工夫する必要がある。
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２年生向け進路ガイダンスにおける就職講話

○期日 １１月１９日（金）

４校時（ＬＨＲ）

○場所 石狩管内 ○○高校（６間口）

体育館

○対象 第2学年（生徒全員）

概 要
○人数 ２４０名

○目的 進路活動を積極的に行うきっかけとし、今後、進路選択する上での取組を明確

にする。

○内容 本年度の求人状況、第３学年の就職活動取組状況、第2学年の今から取り組ま

なければならないことなどについて、説明する。

○方法 ・第2学年全員を対象に進路相談員が講話を行う。

・生徒は講話を聞いた後、ワークシートを用いて講話の内容や自身の感想を整

理する。

・第2学年全員に就職講話を聞かせることにより、進学希望者にも将来の就職について

考えさせるようにした。

工夫した点 ・ワークシートを用いた振り返りにより、講話内容の確実な定着を図った。

・実施時期を、見学旅行終了直後として、目標を持って学校生活を送ることができるよ

うにした。

・第2学年全体が、見学旅行終了後に進路目標を明確にして、学校生活に集中すること

得られた
ができた。

効 果
・進路選択時期や進路活動開始時期の早期化に向け、生徒の意識が高まった。

・第2学年のうちから、求人状況の把握や進路決定に向けて取り組まなければならない

ことがあることを生徒に意識させることができた。

・進路ガイダンスに向けての事前指導を、進路学習を中心に段階的に進める必要がある。

・事前指導の中で、進路相談員への質問を考えさせるなど、より積極的に参加させるよ

実践上の う工夫･改善を図る必要がある。

課 題 ・キャリア教育の全体計画の中に、進路講話の位置付けを明確にする必要がある。

・ワークシートにまとめた生徒の感想等を発表するなどし、振り返りの機会を設定する

必要がある。
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早期の集団カウンセリングと模擬面接指導

○期日 ２月７日（月）

放課後

○場所 後志管内 ○○高校（１間口）

ホームルーム教室

○対象 第２学年（就職希望者）

○人数 ３６名

○目的 就職希望者に対して、面接における手順や留意点等を理解させるとと

もに、進路意識の向上を図る。

概 要 ○内容 進路担当教員及び進路相談員による、「集団カウンセリング」と「模擬

面接指導」を実施する。

○方法 ・進路相談員がグループによる「集団カウンセリング」を行い、「自己

ＰＲ」を作成させる。

・生徒が一人ずつ、他の生徒の前で模擬面接を実施する。その際、面

接官役も生徒が演じる。

・模擬面接終了後、参加した生徒より質問を受け、進路担当教員と進

路相談員が回答する。

・模擬面接を実施した生徒に感想を述べさせ、全ての生徒でシェアリ

ングを行う。

・構成的グループ・エンカウンターの手法を用いたワークショップを実施した。

・面接官の視点を生徒に気付かせるため、生徒が面接官を演じた。

工夫した点 ・企業が求める能力と自分の適性とのマッチングについて生徒に理解させるた

め、一般的な自己の強みだけではなく、仕事との適性を考慮した「自己ＰＲ」

を作成させた。

・生徒が、面接試験の雰囲気を疑似体験することで、面接官の視点に気付くこ

とができた。

得られた
・第２学年の時期に、「集団カウンセリング」と「模擬面接指導」を実施するこ

効 果
とにより、第３学年前に生徒の進路に対する意識が高まった。

・「集団カウンセリング」のスキルが教職員に身に付いた。

・「自己ＰＲ」を作成させることにより、企業の求める能力と自分の適性とのマ

ッチングを理解する生徒が増えた。

実践上の
・自己ＰＲの作成に時間を要することから、生徒への事前指導を行う必要がある。

課 題
・面接官役の生徒には、適切な質問ができるよう指導する必要がある。

・面接官の質問に対する応答内容について、指導する時間を確保する必要がある。
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ミスマッチ改善に向けた就職講演会の企画・調整

○期日 ３月１８日（金）

４校時（総合的な学習の時間）

○場所 根室管内 ○○高校（３間口）

体育館

○対象 第１学年と第２学年（生徒全員）

○人数 １４９名

概 要
○目的 高校生が地元基幹産業に対する理解を深め、誤解や誤認を改善し、誇りを感じ

てもらうことにより、求人未応募というミスマッチを改善する。

○内容 水産加工企業役員がステージ上でパワーポイントを使用して講演をしたのち、

質疑応答を実施する。

○方法 ・仕事上の厳しさや仕事に対する心構えについて説明する。

・食の安全・安心を追求する先進的な取組と日本の動物性タンパク質の確保に

貢献している水産加工業の姿を紹介する。

・聴講後、質疑応答を実施する。

・ミスマッチ改善を目指し、その研修内容を十分に体現できる講師選定を慎重に進めた。

・講師依頼の際、ミスマッチ改善に対する学校側の意見・要望をもれなく伝えるととも

工夫した点 に、講演内容をいかにすれば生徒が水産加工業に対してより理解を深められるかにつ

いて、講師と綿密な打合せを実施した。

・質問の時間を設けることで、生徒の誤解や誤認の解消を図った。

・これまで敬遠することが多かった水産加工業の求人に対し、積極的に応募する生徒が

男女ともに複数名現れた。

得られた
・高校におけるミスマッチ改善に向けた取組を受けて、水産加工業界では有望な人材確

効 果
保に向けた気運が高まり求人数増へとつながった。

・同管内の他校でもミスマッチ改善に向けた取組が波及し、水産加工業に応募する生徒

が多数現れた。

・企業側が高校の現場に入ることで、高校生の現状を理解することができた。

・講師選定にあたっては、高校生の勤労観や職業観の高揚を図り、地元基幹産業に誇り

実践上の を持たすことのできる人材をさがす必要がある。

課 題 ・水産協会や商工会議所等と連携し、ミスマッチ解消へ向けて地域ぐるみで継続的に取

り組む必要がある。
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2学年就職希望者を対象とした個人面談

○期日 ３月２２日（火）、２３日（水）

放課後

○場所 上川管内 ○○高校（２間口）

会議室

○対象 第２学年（就職希望者）

○人数 １０名

○目的 第３学年に進級する前に、生徒に希望職種やこれから取り組むべきこ

概 要 とを明確にさせ、進路意識の高揚を図る。

○内容 第２学年の就職希望者を対象にして、身に付けておくべき能力等につ

いて個別面談を行う。

○方法 ・１人当たり30分間の個別面談を実施する。

・面談において、生徒個々の現状や将来に関わる相談や就職対策に関

する助言を行う。

・面談実施後、進路担当教員やホームルーム担任に対して、面談の内

容を情報提供する。

・就職希望者全員に対して面接を行うことができるよう、２名の進路相談員が

同時に学校を訪問した。

・生徒の自覚を促すため、具体的な将来像について話をさせながら面談を実施

工夫した点
した。

・ホームルーム担任等が生徒個々の進路希望や将来についての考えを理解する

ために、面談実施後のホームルーム担任等への情報提供の場において、面談

の内容や生徒の状況について具体的な情報提供を行うよう努め、進路指導の一

層の充実を図った。

・生徒は、進路目標の実現に向けた意識を高め、今後取り組むべき具体的な目

得られた 標を持つことができた。

効 果 ・生徒との面談によって得た情報を、提供することにより、進路担当教員やホー

ムルーム担任は生徒理解を深めることができた。

実践上の
・進路指導の充実を一層図るよう、面談実施以後も、学校と進路相談員との間

課 題
で、生徒の進路希望に関する情報交換を継続的に進める必要がある。

・生徒個々の職業観の把握と生徒の視野を広げる方策を、工夫する必要がある。
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【その他】

新規高卒臨時職員の就職に向けた研修会

○期日 ９月２日（木）

１０：３０～１２：００

○場所 ○○振興局

研修室

○対象 臨時職員として任用された新規高卒未就職者

○人数 2名

○目的 臨時職員として任用された新規高卒未就職者が、任用終了後、早期就職を実現

概 要
し新しい事業所に定着できるようにする。

○内容 職業調べや自己分析、面接試験の詳細についての説明と演習を実施する。

○方法 ・自己分析の方法と職業適性、職業の調べ方等について説明する。

・企業が求める人物像と現在の自分とのギャップを認識するため、自己分析

シート等を活用する。

・コミュニケーション能力について、企業（社会）で重視される理由と、その

向上方法を説明し、望ましい応対の仕方等について理解を深めるため、２人

１組でロール・プレイングを実施する。

・第一印象の重要性と面接試験における留意点について、説明と演習を実施する。

・対象者が少数（２名）のため、講義形式ではなく、質疑応答するなど、双方向でコミ

ュニケーションをとりながら実施した。

工夫した点
・自己分析シートを記入させ、その結果を職業選択などに生かされるようアドバイスを

した。

・ロール・プレイングで会話に対する不安感を払拭させた。

・面接における印象の重要性を理解させ、好印象を持たれる表情の作り方を説明した。

・自己理解を深めることで、自己効力感を高めることができた。

・研修に参加した新規高卒者同士が情報交換を行う場として利用することができ、互

いにモチベーションを高めることができた。

得られた ・任用終了前から積極的に就職活動を行い、２名とも早期就職を実現した。

効 果 Ａ高校 Ｂ高校 Ｃ高校 Ｄ高校 Ｅ高校 Ｆ高校 Ｇ高校

管内の就職未内定卒業者 ３ １１ １ ２ ０ ０ １

臨時職員任用者（研修対象者） １ １

研修対象者のうち就職決定者 １ １

・新規高卒未就職者に対して研修効果を高めるためには、話し手と聞き手との信頼関係

の構築が重要な要素である。このため、研修を複数回に分けて継続的に実施する必要

実践上の がある。

課 題 ・より効果的な研修プログラムの検討にあたり、対象者が卒業した高等学校のホームル

ーム担任と臨時職員として任用した振興局の担当者から、本人に関する情報を聞き取

る必要がある。
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進路相談員だより

各教育局で配付している「進路相談員だより」の一部を掲載いたします。

◎ フリーターについての通信

・賃金、年収のデータに加え、なぜフリーターではいけないのか等について掲載

しています。

宗谷教育局 第２号 掲載 ２８ページ

後志教育局 第２号（保護者向け） 掲載 ２９ページ

◎ 保護者啓発の通信

・親子での会話等に使えるワークショップ等を掲載しています。

上川教育局 第５号（保護者・生徒向け） 掲載 ３０ページ

◎ １・２年生への啓発の通信

・就職活動を始める１・２年生に向けたアドバイス等を掲載しています。

オホーツク教育局 第５号（１・２年生向け） 掲載 ３１ページ
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進路相談員通信（生徒向け）       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進路相談員通信第２号（生徒向け） 

平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ ２ 日 発 行 

北 海 道 教 育 庁 宗 谷 教 育 局 

 
 
 
第１条 収入の不安 

・賃金は時間給制、収入は不安定で自立した生活は難しい。 
第２条 生活保障の不安 

・社会保険（健康保険と厚生年金保険）の加入保障がない。 
・労働保険（雇用保険と労働保険）の加入保障がない。 

第３条 雇用期間の不安 
・雇用期間が短期で、勤め先が安定しない。 

第４条 労働時間の不規則 
・働く時間が不規則である。 

第５条 有給休暇の無制度 
･ 年次有給休暇（休みを取っても賃金が支給になる）の制度 
がない。 

 

１０年後を視野に入れた職業選択をしよう！ 

職業選択にフリーターを入れて考えていいですか？ 

    
 
「賃金格差の検証」 
正規社員とフリーターの１ヵ

月(２２日間)分の賃金格差を
見ると・・・ 
【高卒者初任給】 
Ａ)正規社員のケース 
・賃金形態＝給料制 
・給料支給額約 143,000円 
B)フリーターのケース 
・賃金形態＝時間給制 
・賃金支給額約 91,000円 
※北海道最低賃金を考えた場合 
（６９１円／時間×6時間×22日） 

『職業の選択は、３つのポイントを理解することが大事です！』 

７月１日から求人票が学校に届き、就職活動

も本格的になってきましたが、皆さんにとって

のこの夏休みは、「求人企業の研究」や「職種の

選択」など多くのテーマを抱えながら、真剣に

考えなければならない大切な時期となります。 
人は、どんな職業に就くかによって、１０年

後、２０年後の自分の人生は大きく違ってきま

す。しっかりとした目標をもって、就職活動に

取り組むことが重要です。 
職業選択のひとつとして、フリーターも考え 

られますが、一度、フリーターになると約半数 

の人はそのままフリーターを続けています。 
企業が感じているフリーターの印象は、「根気

がない」「責任感がない」「いつ辞めるかわから

ない」など、マイナスのイメージで捉える企業

があります。一方、フリーターで働いている人

も「正規社員として働きたい」と考えている人

が７０％以上（内閣府の調査）もいます。 
皆さんは、それでも職業選択肢の中にフリー

ターを入れて考えますか。 

その１ 企業の特徴を知る 
・企業の求人票の中から、「生産品目・事業内容」「職種」「作業内容」をよく読み 
 疑問な点があれば、進路指導部の先生に相談して入念に調べること。 

その２ 求人条件をよく調べる 
・給料、休日、就業時間、社会保険の有無など求人条件をよく調べること。 
・通勤、寮の完備など住まいについてよく調べること。 

その３ 最終判断は自分の意志で決める 
・仕事の内容、働く時間や給料、勤務地など総合して、自分のイメージするものと 
適合または納得できたものであること。 

444750
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親親子子でで就就活活！！  
保護者保護者保護者保護者のののの疑問疑問疑問疑問にににに答答答答えるシリーズがスタートしましたえるシリーズがスタートしましたえるシリーズがスタートしましたえるシリーズがスタートしました！！！！ 

「親子で就活！」 

第２号（保護者向け） 

平成２３年 ８月２２日発行 

作成：北海道教育庁後志教育局 

進路相談員 

「「就就職職環環境境がが厳厳ししいいなならら、、ままずずははフフリリーータターーででももよよいいののでではは‥‥‥‥？？」」  
 

企企業業がが、、採採用用時時にに重重視視すするる能能力力をを教教ええててくくだだささいい。。  
 

日本経済団体連合会（経団連）では、「新卒採用に関するアンケート

調査」を会員企業に行い、「企業が選考にあたって特に重視した点」を調

査しています。 

そのアンケートで、採用担当者が選んだ重視点のうち、上位５能力を

左図に示しました。一位は、「コミュニケーション能力」です。 

「コミュニケーション能力」とは、高校生レベルでは、多様な他者の考

えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えること

ができることです。企業に入れば、顧客や上司、同僚など「他者とのかか

わり」の中で仕事を円滑に進めることが求められますから、この能力は

極めて重要だということです。 

従って、今のうちから、「人の話をよく聴く」訓練をしたり、異年齢や異

なる価値観をもつ人々と接する機会を多くもつことが大事です。 

後志教育局では、進路相談員２名を配置しております。お子様の進路

にかかわる悩み等がありましたら、お気軽にお電話ください。連絡先は次

のとおりです。 

北海道教育庁後志教育局 

高等学校教育指導班（直通） 

TEL 0136-23-1984 

正規の職員
・従業員

パート・アルバイト

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

　　　　50 万 円
未 満

　　　　50 ～ 
99　万円

　　　 100 ～ 
149

　　　 150 ～ 
199

　　　 200 ～ 
249

　　　 250 ～ 
299

　　　 300 ～ 
399

　　　 400 ～ 
499

　　　 500 万
円 以 上

%

正規の職員・従業員とパート・アルバイトの年収比較フリーターとは、アルバイトやパートなどによ

り、生活をするために賃金を得ている非正規社

員を指します。 

進路相談員が学校で生徒とカウンセリングを

する中で、就職が厳しいため仕方なく、自分

将来の夢に向け、生活の糧を得るために、ア

バイトを選択しようする生徒がいます。 

アルバイト、パートの選択も、保護者や先生

とよく相談、熟考した上での決定ならば、生徒

が選択するに至った気持ちも理解してあげたい

ところですが、相談もせずに安易に決定された

ものとなれば、それは問題かもしれません。 

保護者の皆様の中にも、「就職環境が厳しい

なら、まずはフリーターでもよい」と考えている

方もいらっしゃるかもしれません。それで本当

によろしいでしょうか。 

その疑問に答を出すために、「フリーター」に

ついてもう少し考えてみましょう。 

新規に高校を卒業して就職試験を受験

する生徒に対して、既卒者や一般求職者と違

い、「新規高卒者」として企業から求人が出され

れます。 

しかも、正社員としての求人なので、まず

は、このチャンスを生かすことが大事です。採

用されれば、後に転職をする場合も、正社員と

して採用される可能性があるのです。 

上上上上    位位位位    ５５５５    能能能能    力力力力 

１ ： コミュニケーション能力 

２ ： 主体性 

３ ： 協調性 

４ ： チャレンジ精神 

５ ： 誠実性 
（２０１０年経団連調査） 

ビジネスで、「報告・連絡・相談」を重

視するように、 企業は、 コミュニケー

ション能力が高い人材を求めていま

す。  

一 方 、 ア ル バ イ ト は 、職 歴 と 見 な さ れ な い場合があ

ります。アルバイトから、いざ転職しようとすると不利になる

可能性があるということです。 

収入ではどうでしょう。上の図のように、アルバイト・パート

と正規の職員（正社員）の年収の差は大きく、生涯賃金で

は、約２億円の差がつくと言われています。 

また、今後、フリーターのように正規に働かない人が増え

ると、ワーキングプア、格差社会、晩婚化、少子化、年金問

題など、日本の社会に様々な問題が一層進んでいく可能性

もあると言われています。 

444750
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Reach for the stars! Create your own future!
夢 を 掴 も う ！ 自 分 の 未 来 を 築 こ う ！

上川教育局進路相談員通信 【保護者・生徒向け】

～親子で考えてみよう～Workshop for Job-hunting
【 就 職 活 動 充 実 に 向 け た 親 子 で の ワ ー ク シ ョ ッ プ 】

今回の通信では、生徒の皆さんだけではなく保護者の方にも、就職活動について様々なことを考えてもらうために、就
職活動に関するいくつかの質問を掲載しました。保護者の方がお子様に質問をしながら、親子で多くの会話をすることに
より、生徒の皆さんの就職活動を一層充実させてほしいと考えています。

【質問１】働きたい職種は、具体的に決まっていますか？

①はい ②まだ迷っている ③まだ決まっていない

【質問２】受験する会社の志望動機を話せますか？

①はい ②自信が無い ③話せない

【質問３】受験する会社のことを調べましたか？

①はい ②少しだけ調べた
③ほとんど調べていない

【質問４】保護者と自分の進路について話し合いました
か？

①はい ②なんとなく行きたい会社や職種を話した
③全く話し合っていない

【質問５】面接の際に、具体的なエピソードを話すことが
できますか？

①はい ②少しだけ用意している
③エピソードは意識していない

【質問６】失敗してしまったとき、どのように考えますか？

①失敗を次の成功につなげようと考える
②失敗したことを反省しておく
③失敗したことを責めてしまい、次に進めなくなる

【質問７】基本的なマナーについての質問です。

１）毎日、保護者、友人、先生などに挨拶をしていますか？
①はい ②ときどき忘れる ③ほとんどしていない

２）毎日、敬語を使うことを意識していますか？
①はい ②ときどき意識している ③ほとんど意識していない

３）毎日の身だしなみに注意していますか？
①はい ②意識しない日もある ③ほとんど意識していない

第１回就職促進会の日程が決定しました！

受付は１２：３０～１３：００です。参加企業などの詳細が決まり次第、お知らせいたします。

◆ 職種決定は、就職活動の要の部分です。自分の趣味
や過去に持っていた夢など、興味を持てる分野を見つけ、
複数の職種に視野を広げて求人票を確認してください。

◆ 面接では志望動機を必ず聞かれます。その会社に入り
たいと単純に伝えるだけではなく、何が決め手となってそ
の会社に入りたいと思ったのかを伝えることができるよう
にしてください。

◆ 調べる方法はたくさんあります。例えば、①その会社の
ホームページを確認する、②企業見学を申し込む、③学
校の先生や進路相談員に相談する。

受験する会社をよく調べておくことは、志望動機をより
明確にすることにつながります。

◆ 必ず保護者と真剣に話し合う時間をつくってください。保
護者は長い人生を歩んできた一番身近な社会の先輩で
す。話し合うことで、お互いの考えについて理解を深める
ことができると同時に、良い助言をもらえるかもしれませ
ん。

◆ 面接は、面接官とのコミュニケーションが重要となりま
す。様々な質問に対して具体的なエピソードを交えながら
答えていくことは、自分を知ってもらうために大切なことで
す。

◆ 失敗したときに大切なのは、その失敗を無駄にしないよ
う心を切り替えることです。何故失敗したのか、失敗から
どう改善につなげればよいのかを考えたとき、失敗は成功
するための貴重な経験となります。

◆ 面接での第一印象の決定に
挨拶、敬語、身だしなみは大き
な影響を与えます。

これらは、毎日の小さな努力
の積み重ねがそのまま反映さ
れます。また、毎日意識をして
取り組むことにより、確実に改
善できます。

【第５号】 平成２３年１０月 ４日（火）発行
作成 進路相談員 佐藤 敦仁 林 隆英
電話 ０１６６－４６－４９５２（直通）

atsuhito.satou@pref.hokkaido.lg.jpE-mail

開催日 時間 場所

10月 28日（金） 13： 00～ 16： 00 旭川グランドホテル　3階　グランドホール

444750
テキストボックス
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○進路目標を定めるためのアドバイス 

進路目標を定めるには自己分析が必要です。自分を知る３つの視点と例をあげてみましたので、参考にしてください。 

① 価値観（大切なことや、大事なことから仕事を見つける）例→1985 年８月、日本航空 123 便が事故に遭い、乗客乗員 500
名以上が犠牲になり、生存者はわずかに４名でした。そのうちの１人の 12 歳の少女は、命の大切さを強く感じ、看護師

になりました。 

② 興 味（好きなこと、気になることから仕事を見つける）例：子どもが好き→保育士、学校の先生を目指すなど 
③ 能 力（得意なこと、慣れていることから仕事を見つける）例：英語が得意だ→通訳、外資系企業への就職を目指すなど 

 

１・２年生の皆さん、高校卒業後の進路の希望は定まっていますか？  

早めに進路目標を設定して、その達成に努力するとともに、次のことに留意して 

学校生活を送りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オホーツク教育 局 

平成２３年７月 第５号 

進路相談員 柏葉和成 

１・２年生の皆さんへ 

進路相談員だより 

インターンシップに臨むに当たって 

 これからインターンシップで職業体験をする生徒の皆さ

んは、次のことを意識して取り組みましょう。 

 

①企業で仕事を体験できる貴重な機会ですから、小さなこと

でもよいので、意欲的に取り組みましょう。 

②２日間から３日間では企業での仕事の内容のすべては分

かりません。企業側も皆さんには、簡単な仕事しか与えな

いケースが多いので、実際の仕事はもっと大変であること

を心に留めておきましょう。 

③笑顔で挨拶、返事は「ハイ」と大きな声でしましょう。行

動はテキパキできるよう心がけましょう。 

④指示された仕事は、終わったら必ず報告しましょう。分か

らないことは、恥ずかしがらずに質問や相談をしましょ

う。 

修学旅行で東京ディズニーランドへ行かれる 

生徒の皆さんへ 
 東京ディズニーランドに行く機会がありましたら、ぜひ見

てきてほしいことがあります。 

 それは「スタッフの行動と接客について」です。 

スタッフはゲスト（お客様）をすてきな笑顔で迎えてくれ

ます。場内にゴミやほこりがあれば、すばやく掃除をしてい

ます。子どもと話すときは、必ずひざを折って、目線を合わ

せて話します。雨が降っていてもベンチを拭いています。こ

のほかにも、スタッフはさりげなくたくさんの仕事をしてい

ます。 

 スタッフ全員が「お客様に満足してもらう」という共通の

目標を持って、日々の仕事に従事しています。 

 従業員が一つの目標に向かって仕事を進めていくことは、

他の企業においても同様です。 

○礼儀作法を身に付けよう！ 
お辞儀の種類は、会釈、敬礼（普通礼）、最敬礼があります。 
会 釈（お辞儀の角度は１５度）「おはようございます」「こんにちは」など 
敬 礼（お辞儀の角度は３０度）「よろしくお願いいたします」など 
最敬礼（お辞儀の角度は４５度）「大変申し訳ございません」など 
礼儀作法は普段から意識して行動することで、身に付けることができます。 
 
○笑顔の良い人、爽やかな人になろう！ 
笑顔を作る練習をしましょう。皆さんは写真を撮るとき、「ハイ、ピ（ィ）ース」
とか「１＋１＝２（にぃ）」と「い」の字を意識して、写真を撮っていませんか。
「い」の字の発音は口角が上がります。口角が上がると笑顔に見えるのです。 
そこで鏡に向かって、楽しい気分で「ハッピ（ィ）ー」「ラッキ（ィ）ー」と言
いましょう。そのときは「い」の字を意識して口角を上げてください。 

○企業が求める人材について 
進路相談員が企業の採用担当者と面談したところ、企業が社員を採用する際、人
間性を重視する傾向が一段と強まってきていることが分かりました。企業の採用の
判断基準は、次のことに重点が置かれています。これらのことを意識した学校生活
を送りましょう。 
１ 遅刻・欠席が少ない 
  「体力」や「自己管理能力」、「責任感」があると判断されます。 
２ 知力（知性）がある・学力がある・一般的な社会常識が身に付いている 
  安心して仕事を任せられると判断されます。 
３ 協調性・積極性がある 
  「コミュニケーション能力」があると判断されます。 
反対に、消極的な人は働く意欲に欠けるとか、前向きに取り組む姿勢がないな
どと敬遠されます。何事にも積極的に取り組む人が望まれています。 

 新聞を読む習慣を

身に付けよう！ 
見出しを見て気にな

る記事を読むことから

始めましょう。 

 特に一面は、重要な記

事が多いので意識して

目を通すようにしまし

ょう。 

 

テレビのニュースも

チェックしよう！ 
リアルタイムで社会

の動きを知ることがで

きます。 

444750
テキストボックス
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『企業が求める人材』『内定にならなかった理由』について

進路相談員の方々からの情報、意見を集約しました。

○ 『企業が求める人材』について

重視点 １ コミュニケーション能力がある人（協調性）

・適切な言葉遣いができる礼儀正しい人

・異なる世代と積極的にコミュニケーションがとれる人

・保護者や先生以外の社会人と関わった経験（アルバイト・ボランティア

等）を有する人

重視点 ２ 積極性を持っている人（熱意・意欲・行動力）

・何事にも主体的に取り組むことができる人

・働く意欲がある人

・長期的な展望をもち、我慢強く仕事を続けられる人

・多少の厳しい指導にも負けない忍耐強さを有する人

・感じる力、考える力、行動する力を有する人

・元気があり、仕事に対する熱意を持ち、簡単に辞めない人

・顧客から感謝される人、自分を仕事に合わせることができる人

・入社５年後に戦力になる資質、仕事に精進する人

・特に中小企業は、即戦力になる人

・生活態度が真面目な人

☆業種による重視点の例

【サービス、販売、介護、ホテル業】

・明るく、前向き、素直、元気でチームワークを保てる人

・挨拶ができ、体力があり、コミュニケーション力がある人

【建設、製造業】

・打たれ強さ、健康、体力、積極的で物おじしない、リーダーシップ・粘り強さ

造る喜びを感じられる人

【運輸、空港警備業】

・向上心、やる気、協調性、コミュニケーション力がある人

【金融業】

・明るくハキハキして信頼できる人
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○ 就職試験を受けたが内定にならなかった理由について

理由１ 筆記試験が思うようにできなかった。

・基礎的・基本的な学力が不足している。

・生徒の基礎学力が低下しており、合格基準点に達しない。

基礎的学力の向上を図るとともに、普段の勉強を大切にす

ることが必要。

理由２ 面接において質問の意図に的確に答えられなかった。

・質問に対してマニュアルどおりの受け答えではなく、自分の言葉として

話すことができない。

・この会社で働きたいという強い気持ちが不足している。

・時事問題に関する質問に対して、自分の考えを的確に答える事ができない。

・受験する企業の形態や特徴の調査が不足している。

様々な角度から面接練習をすることが必要。

理由３ 面接において「見た目（洗練さ）」、「声の大きさ（やる気）」、「しぐさ（マ

ナー）」が不十分であった。

・おとなしすぎて覇気が無く、本当に入社したい気持ちがあるのか分から

ない。

・「この生徒となら一緒に仕事をしてもいい」、「この生徒なら我が社で育

て上げることができる」と、面接官が感じられなかった。

志望動機をしっかり答えるだけでなく、自分の意志を相手に

伝える練習をすることが必要。
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