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　平成１７年度から行われている「わく (Work) わく (Work) Week Tokyo（中学生の職場体験）」事業は、
次代を担う中学生に社会の一員としての自覚を促し、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・
能力を身に付けることを目指しており、現在、都内全公立中学校において実施されています。これまで、
事業所による受入準備や体験中の指導、各中学校における事前・事後指導、推進協議会や中学生の職場体
験セミナーでの情報共有など、本事業の充実について、関係機関の方々に御尽力いただき深く感謝いたします。
　事業所等からは、「生徒の一生懸命な姿に従業員が感化され、刺激になることはもちろん、お客様から『頑
張ってね！』などの声掛けをいただく等、地域全体で子供の成長を見守るという、温かい雰囲気に店舗が
包まれました。」等の前向きな御意見をいただいています。また、生徒からは、「職場体験で自分から積極
的に行動を起こすことの大切さを学んだので、これを生かしたい。」「学校では学べない社会のルールや礼
儀を知ることができる貴重な体験になったと思う。」といった感想があり、職場体験を通じて働く大人に
接することは、中学生にとって意義があることが分かります。当本部でも実際に中学生を受け入れており、
中学生ならではの視点を生かした事業の企画・提案や、職員に向けたプレゼンテーションといった活動に
積極的かつ真摯に取り組む姿勢と成長していく姿に、職員一同感銘を受けております。
　今後もより効果的な職場体験を進めるために、更なる受入先事業所の充実を図るとともに、地域で子供
を育てる基盤の維持と気運の醸成に努めてまいります。
　この度、平成３０年度の本事業の成果をまとめた報告書を作成いたしました。学校や受入事業所の特色
ある具体的な事例等も掲載しておりますので、中学生の職場体験が、より一層の充実を図る一助となれば
幸いです。
　今後とも、本事業への皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

 「中学生の職場体験」推進協議会　委員長     　        
東京都青少年・治安対策本部長　大澤　裕之

　子供たちは今後、グローバル化や急速な情報化、技術革新などにより、ますます予測が困難となる社会
の中を生きていくことになります。また、民法の改正により、2022 年４月から成年年齢が 18 歳に引き下
げられ、今の中学２年生からは 18 歳から大人として生きることを求められます。社会的・職業的に自立し、
自分らしい生き方を実現できる力を子供たちに育成することは、私たち大人にとってこれまで以上に重要
な使命となっています。
　中学生にとって職場体験は、自己の未来を見つめる大きな契機となるものです。そのため、職場体験の
さらなる充実は、生徒が、学ぶこと、働くこと、そして生きることについて考え、それらの結び付きを理
解し、自分らしい生き方を実現する力を育むことにつながります。
　平成 31 年１月に行われた、わく（Work）わく（work）Week Tokyo（中学生の職場体験）関連事業「中
学生の職場体験セミナー」では、「事業者と学校との連携による職場体験の充実」をテーマに、職場体験
事業に関わる大人たちが果たすべき役割について、受入事業所、小学校、中学校、それぞれの立場のパネ
リストから具体的な御意見をいただきました。その役割をあらためて自覚し、職場体験、そしてキャリア
教育をより一層充実できますよう、学校と地域社会とが、引き続き連携を密にしていく必要性を改めて確
認いたしました。
　各学校におかれましては、職場体験を要として、子供たちの発達の段階に応じたキャリア教育を推進し
ていただくとともに、事業所、家庭、地域におかれましては、それぞれのお立場から、各学校における職
場体験の充実にお力添えをいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

「中学生の職場体験」推進協議会　副委員長
東京都教育庁教育監　　増渕　達夫

挨　　拶
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わく（Work）わく（Work）WeekTokyo
について
わ
に1

　（１）事業の趣旨

　趣　旨
　中学生に社会の一員としての自覚を促すとともに、望ましい社会性や勤労観・
職業観を育成することを目的に実施している。

期待される効果

生　徒

地　域 事業所

◎働くことの意義を知ることができる。働くことの大変さや素晴らしさを感じるとともに、

仕事が人々の生活にどのように役立っているかを考えるきっかけになる。

◎人と人との関わりの大切さを学ぶことができる。一人一人の大切さとともに、チームワー

クの重要性を理解するきっかけになる。

◎挨拶や時間を守ることの大切さ等、社会生活に最低限必要なマナーやルールを学ぶこと

ができる。

◎今まで以上に互いの顔が見える関係が
でき、「地域の大人たちで子供を育て
る」という気運が高まる。

◎生徒が、地域の人たちとの関わりの中
で、新たな自分の存在意義や相談相手
を見つけるきっかけになる。

◎従業員の意識の向上が期待できる。受
入の準備や生徒へ仕事を教えることを
通して、仕事に対する新たな気付きが
生まれる。
◎地域に身近な事業所として、また、
社会貢献活動に熱心な事業所として、
好感度を上げることができる。
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　（２）今年度までの取組

　現在、急速な社会の変化とそれに伴う職業意識や価値観の多様化等から、若年層を中心に、
働くことに対する意識の希薄化が社会的問題となっている。東京都では、このような現状を踏
まえ、平成１７年度の重点施策として本事業を位置付け、以来継続的に推進してきた。

年
度 日　　時 主 な 内 容 受入協力

事業所数

平
成
17
年
度

平成 17 年　5 月 16 日 平成 17 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

124

平成 17 年　5 月 16 日 平成 17 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：玄田有史氏（東京大学社会科学研究所教授）・下村英雄氏（労働大学校副主任研究員）
発表企業：東京都商店街振興組合連合会・日本青年会議所・（社）日本フランチャイズチェーン協会

平成 17 年　6 月 22 日 職場体験事業の名称を「わく (Work) わく (Work)Week Tokyo（中学生の職場体験）」と決定
平成 18 年　2 月 11 日 平成 17 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催

講師：下村英雄氏（労働大学校副主任研究員）
発表企業：（株）サミット・（株）久美堂　
発表校：杉並区立大宮中学校・荒川区立第三中学校・町田市立堺中学校

平
成
18
年
度

平成 18 年　5 月　9 日 平成 18 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

958

平成 18 年　5 月 23 日 平成 18 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：下村英雄氏（労働大学校副主任研究員）　
発表企業：東京都石油商業組合

平成 18 年 11 月 25 日 平成 18 年度キャリア教育推進フォーラム
「わく (Work) わく (Work)Week Tokyo（中学生の職場体験）発表会」開催
講師：西澤潤一氏（首都大学東京学長）　
発表企業：上野精養軒船堀支店・恩賜上野動物園　
発表校：渋谷区立鉢山中学校・多摩市立多摩中学校・羽村市立羽村第三中学校

平
成
19
年
度

平成 19 年　5 月 16 日 平成 19 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

1,067

平成 19 年　5 月 29 日 平成 19 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：玄田有史氏（東京大学社会科学研究所教授）　
発表企業：（社）東京都自動車整備振興会

平成 20 年　1 月 26 日 平成 19 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：渡辺三枝子氏（筑波大学特任教授）　
発表企業：㈱いなげや・日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院　
発表校：江戸川区立大杉小学校・墨田区立寺島中学校・府中市立府中第六中学校

平
成
20
年
度

平成 20 年　5 月 16 日 平成 20 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

1,083

平成 20 年　5 月 21 日 平成 20 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：下村英雄氏（労働大学校副主任研究員）　
発表企業：東京都農業会議・清瀬市農業委員会

平成 21 年　1 月 24 日 平成 20 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：玄田有史氏（東京大学社会科学研究所助教授）
発表企業：エム タナカ ジャパン サロン事業部・ジュネス美容室渋谷　
発表校：連雀学園三鷹市立第四小学校・大田区立御園中学校

平
成
21
年
度

平成 21 年　5 月 15 日 平成 21 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

1,216

平成 21 年　6 月　3 日 平成 21 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：三村隆男氏（早稲田大学大学院教職研究科教授）
発表企業：（一社）日本物流団体連合会

平成 22 年　1 月 23 日 平成 21 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：三村隆男氏（早稲田大学大学院教職研究科教授）
発表企業：（株）東京電力東京支店渋谷支社　
発表校：板橋区立板橋第二小学校・葛飾区立葛美中学校・町田市立鶴川第二中学校

平
成
22
年
度

平成 22 年　5 月 12 日 平成 22 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

1,493

平成 22 年　6 月　2 日 平成 22 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：玄田有史氏（東京大学社会科学研究所教授）
発表企業：東京都美容生活衛生同業組合

平成 23 年　1 月 22 日 平成 22 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：藤田晃之氏（国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官）
発表企業：東京都農業会議・清瀬市農業委員会　
発表校：小平市立小平第二小学校・北区立田端中学校・青梅市立西中学校・都立八王子北高等学校

平
成
23
年
度

平成 23 年　5 月 10 日 平成 23 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

1,602

平成 23 年　5 月 25 日 平成 23 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：三村隆男氏（早稲田大学大学院教職研究科専攻主任）
発表企業：㈱ぱぱす

平成 24 年　1 月 21 日 平成 23 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：松本祥勝氏（国立教育政策研究所生徒指導研究センター企画課教育課程調査官）
発表受入事業所関係団体：特定非営利活動法人府中ＰＦＳ　
発表校：江東区立毛利小学校・新宿区立四谷中学校・調布市立第七中学校・都立芦花高等学校
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年
度 日　　時 主 な 内 容 受入協力

事業所数

平
成
24
年
度

平成 24 年　5 月 22 日 平成 24 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

1,592

平成 24 年　6 月　8 日 平成 24 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：三村隆男氏（早稲田大学大学院教職研究科専攻主任）
発表企業：立川市社会福祉協議会

平成 25 年　1 月 26 日 平成 24 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：井上尚子氏（特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク副理事長）
発表受入事業所関係団体：東京法務局　
発表校：杉並区立天沼小学校・杉並区立天沼中学校・小平市立小平第一中学校・都立芝商業高等学校

平
成
25
年
度

平成 25 年　5 月 29 日 平成 25 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

1,611

平成 25 年　6 月 19 日 平成 25 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：三村隆男氏（早稲田大学大学院教職研究科専攻主任）
発表事業所：小平市私立幼稚園協会

平成 26 年　1 月 19 日 平成 25 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：田中健士氏（新宿区四谷地区協議会副会長）　
発表受入事業所関係団体：ホテルコンチネンタル
発表校：小平市立小平第八小学校・板橋区立板橋第三中学校・江戸川区立小松川第一中学校・都立深沢
高等学校

平
成
26
年
度

平成 26 年　5 月 28 日 平成 26 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

2,315

平成 26 年　6 月 11 日 平成 26 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：三村隆男氏（早稲田大学大学院教職研究科科長）
発表事業所：東京むさし農業協同組合三鷹支店

平成 27 年　1 月 16 日 平成 26 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
ディスカッションパネリスト：福田順亮氏（㈱京王電業社専務取締役）、秋保達也氏（中央大学学生）、
大川武司氏（町田市立小山中学校校長）、千葉吉裕氏（都立晴海総合高校主幹教諭）
コーディネーター：三村隆男氏

平
成
27
年
度

平成 27 年　5 月 19 日 平成 27 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

2,430

平成 27 年　7 月　6 日 平成 27 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：藤田晃之氏 ( 筑波大学人間系教育学域教授 )
発表事業所：シンインターナショナル株式会社

平成 28 年　1 月 15 日 平成 27 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
ディスカッションパネリスト：平田嘉史氏（学校法人平田学園府中市白糸台幼稚園副園長）、
大内弘全氏（渋谷区立松濤中学校教諭）、榊原美輝氏（東京都立桜修館中等教育学校主任教諭）、
布昭子氏（小平市立小平第二中学校支援コーディネーター）
コーディネーター：藤田晃之氏

平
成
28
年
度

平成 28 年　5 月 19 日 平成 28 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

2,445

平成 28 年　7 月　5 日 平成 28 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：藤田晃之 ( 筑波大学人間系教育学域教授 ) 
発表事業所：㈱アース設計コンサルタント

平成 29 年　1 月 13 日 平成 28 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
ディスカッションパネリスト：小林邦光氏（東京多摩青果株式会社総務部総務課課長補佐）
清水隆彦氏（荒川区立第三中学校校長）、吉田善博氏（高円寺銀座商店街協同組合専務理事）
コーディネーター：立石慎治氏 ( 国立教育政策研究所 )

平
成
29
年
度

平成 29 年　5 月 19 日 平成 29 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

2,305

平成 29 年　7 月　5 日 平成 29 年度第１回「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：児美川孝一郎氏 ( 法政大学キャリアデザイン学部教授 ) 
発表事業所：ジブラルタ生命保険株式会社

平成 30 年　1 月 13 日 平成 29 年度第２回「中学生の職場体験」推進協議会開催
ディスカッションパネリスト：松田康一氏（松田建設工業株式会社代表取締役）、
佐藤学氏（足立区立六月中学校主任教諭）、
佐々木久美子氏（みその学校サポート　体験学習支援部会長）
コーディネーター：児美川孝一郎氏

平
成
30
年
度

平成 30 年　5 月 15 日 平成 30 年度「中学生の職場体験」都庁内推進会議開催

2,289

平成 30 年　7 月 13 日 平成 30 年度「中学生の職場体験」推進協議会開催
講師：望月由起氏 ( 日本大学文理学部教授 ) 
発表事業所：八王子ホテルニューグランド

平成 31 年　1 月 18 日 平成 30 年度わく（work）わく（work）WeekTokyo 中学生の職場体験セミナー
中学生の職場体験功労事業者等表彰式　
ディスカッションパネリスト：横山英雄氏（京成タウンバス株式会社運行係長）
海藤美鈴氏（板橋区立中台小学校校長）、五十嵐弘毅氏（町田市立つくし野中学校主幹教諭）
コーディネーター：望月由起氏

　中学校関係者や事業所、さらには広く都民に本事業に対する理解を深めてもらうために、東京
都は、平成１７年度から報告書及び啓発グッズ等を作成して提供してきた。
　また、受入事業所の概要や受入可能時期等についての情報を掲載した一覧表を作成し、全公
立中学校に配布している。この一覧表を活用し、各中学校が、近隣の職場や生徒が希望する職
場を選択して直接連絡をとることができる。
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　（３）わく（Work）わく（Work）Week Tokyo（中学生の職場体験）実施要項

（趣旨）
第１　 都内公立中学校等において、特定の学年の生徒に、一定期間、地域の商店、地元の

民間企業、 公的施設等の職場で仕事等の体験をさせることにより、社会の一員とし
ての自覚を促すとともに、 望ましい社会性や勤労観・職業観を育成する。

（実施方法）
第２　 都内全公立中学校等において、職場体験を５日間程度実施することを目指し、第３

に定める推進体制により取組を支援する。

（推進体制）
第３　 東京都は、事業を推進するため以下の取組を行う。

（１）都庁内において職場体験推進の気運の醸成や受入の促進等を図るため、都庁内全
ての部局による「庁内推進会議」を設置する。

（２）企業、関係する業界団体、教育関係団体、青少年関係団体、ボランティア団体、
行政機関等の代表者で構成する「推進協議会」を設置する。

（３）  職場体験の受入先の拡充のため、業界団体や企業等を訪問し、説明会等を実施する。
（４）都民の職場体験に対する意識を啓発し、職場体験推進の気運の醸成を図るため、

職場体験報告書等の作成・配布や職場体験発表会を開催する。
（５）都内全公立中学校等に対し、「受入事業所一覧」及び「都関連受入協力職場一覧」

を提供するとともに、職場体験受入協力事業所配布用及び普及啓発のためのリーフ
レット等を提供する。

（実施計画及び実施状況の把握等）
第４　 各区市町村教育委員会は、適宜、実施計画及び実施状況の把握に努め、必要に応じ

てその内容を報告する。

（事務局）
第５　 「わく (Work) わく (Work) Week Tokyo（中学生の職場体験）」に関する事務は、東京

都教育庁指導部及び東京都青少年・治安対策本部総合対策部において共管して行う。

　　附 則 
この要項は、平成１７年６月１日より施行する。
　　附 則 
この要項は、平成１８年４月１日より施行する。
　　附 則 
この要項は、平成１９年４月１日より施行する。
　　附 則
この要項は、平成２０年４月１日より施行する。
　　附 則 
この要項は、平成２２年４月１日より施行する。
　　附 則 
この要項は、平成２３年４月１日より施行する。
　　附 則 
この要項は、平成２７年４月１日より施行する。



6

　（４）「中学生の職場体験」推進協議会設置要綱

（設置の趣旨）
第１　中学生に社会の一員としての自覚を促すとともに、望ましい社会性や勤労観・職業観を育成することを

目的に実施する「中学生の職場体験」事業の受入先の開拓や気運の醸成等、中学生の職場体験事業の円滑
な推進を図る。

（協議内容）
第２　推進協議会は、次の内容について協議を行う。

（１）職場体験に関する普及啓発について
（２）職場体験の受入先の確保について
（３）職場体験の受入促進のための行政、企業、業界団体等の連携 ･ 協力について
（４）その他、職場体験の促進に資する事項

（構成）
第３　推進協議会は、本事業の趣旨に賛同する以下の団体、個人等で構成する（別表のとおり）。
　　　なお、新たに加入しようとする団体、個人等は、第４に定める委員長の了承を得るものとする。

（１）学識経験者
（２）産業団体、企業等
（３）区市町村、教育委員会、学校関係
（４）ＰＴＡ、ボランティア等の民間団体
（５）その他、本事業の趣旨に賛同する団体、個人等

（委員長）
第４　推進協議会に、委員長、副委員長を置く。

（１）委員長は委員の互選とする。
（２）副委員長は委員長が指名する。

（運営等）
第５　推進協議会の運営等は、次のとおりとする。

（１）推進協議会は、委員長が招集し主宰する。委員長が欠ける場合は、副委員長又は第６が定める事務局
が招集する。

（２）委員長は、必要があると認めるときは、本協議会を構成する団体を追加することができる。また、委
員以外の企業、業界団体等の出席を求めることができる。

（３）副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠席した場合等の代理を行う。
（４）推進協議会では、必要に応じ部会等を設けることができる。

（事務局）
第６　推進協議会の事務局は、東京都青少年・治安対策本部総合対策部及び教育庁指導部に置く。

（補則）
第７　この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は委員長が定める。

　　附　則
この要綱は、平成１７年５月１６日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成２５年６月１９日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成２６年１月１９日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成２６年６月１１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成２７年７月６日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成２８年７月５日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成２９年７月１３日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成３０年４月１０日から施行する。
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（別表）「中学生の職場体験」推進協議会委員一覧
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　（５）「中学生の職場体験」都庁内推進会議設置要綱

（設置）
第１ 東京都が実施する「中学生の職場体験」事業を推進するため、円滑な実施や支援の在り方及び

関係機関等との連携方策等について関係部局の協力により検討を行うことを目的として、「中学生
の職場体験」事業推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事項）
第２ 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
（1） 職場体験の受入促進のための行政、企業、業界団体等への働きかけの在り方について
（2） 職場体験の受入先を確保するための都庁及び都庁に関連する職場の開拓について
（3）職場体験実施の啓発活動について
（4） その他、職場体験の支援に資する事項

（構成）
第３ 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
（1） 委員長は青少年・治安対策本部青少年対策担当部長を、副委員長は教育庁指導部義務教育指導

課長をもって充てる。
（2） 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

（運営等）
第４ 推進会議の運営等は、次のとおりとする。
（1） 推進会議は、委員長が招集し主宰する。
（2） 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員及び企業、業界団体等の出席を求

めることができる。

（庶務）
第５ 推進会議の庶務は、東京都青少年・治安対策本部総合対策部及び教育庁指導部において処理する。

（補則）
第６ この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は委員長が定める。
　　附 則 
この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成１９年４月２０日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成２２年７月１６日から施行する。
　附 則 
この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成２６年７月１６日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
　　附 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
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（別表）「中学生の職場体験」都庁内推進会議委員一覧

役　職 所　　　　　属

委員長 青少年・治安対策本部　青少年対策担当部長

副委員長 教育庁指導部　義務教育指導課長

委員 政策企画局調整部　政策担当課長

委員 青少年・治安対策本部総合対策部　青少年担当課長

委員 総務局総務部　人事担当課長

委員 財務局経理部　企画担当課長

委員 主税局総務部　広報担当課長

委員 生活文化局総務部　企画担当課長　

委員 オリンピック・パラリンピック準備局総務部　企画担当課長

委員 都市整備局総務部　広報担当課長

委員 環境局総務部　人事担当課長

委員 福祉保健局総務部　企画政策課長

委員 病院経営本部経営企画部　医療人材担当課長

委員 産業労働局総務部　企画担当課長

委員 中央卸売市場管理部　広報・組織担当課長

委員 建設局総務部　計画担当課長　

委員 港湾局総務部　企画担当課長

委員 交通局総務部　企画調整課長

委員 水道局総務部　調整担当課長

委員 下水道局総務部　広報サービス課長

委員 教育庁指導部　主任指導主事

委員 教育庁地域教育支援部　管理課長

委員 警視庁総務部広報課　広報センター所長

委員 東京消防庁防災部　副参事（地域防災担当）
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平成 17年度

０校 200校 400校 600校 800校

304校 47.10%

78.10%

84.70%

99.00%

98.89%

98.43%

98.73%

99.05%

99.52%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

506校

561校

629校

623校

625校

624校

626校

627校

628校

626校
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623校

621校

平成 18年度

平成 19年度

平成 20年度

平成 21年度

平成 22年度

平成 23年度

平成 24年度

平成 25年度

平成 26年度

平成 27年度

平成 28年度

平成 29年度

平成 30年度

平成 17年度

０人 20,000 人 40,000 人 60,000 人 80,000 人 100,000 人

40,602 人

62,255 人

67,500 人

80,327 人

74,310 人

77,527 人

75,711 人

80,804 人

79,608 人

80,695 人

77,470 人

77,008 人

75,935 人

73,930 人

平成 18年度

平成 19年度

平成 20年度

平成 21年度

平成 22年度

平成 23年度

平成 24年度

平成 25年度

平成 26年度

平成 27年度

平成 28年度

平成 29年度

平成 30年度

平成 17年度

10,262

8,116

22,224

18,466

15,372

28,417

16,712

32,381

18,407

26,336

35,054

18,937

29,677

29,665

14,968

31,177

30,688

15,662

29,758

33,195

12,758

30,604

36,392

13,808

29,857

35,762

13,989

25,919

42,217

12,559

25,411

40,509

11,550

25,235

40,805

10,968

25,073

39,105

11,757

22,483

40,361

11,086

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度
0

5,000

5 日間
３～４日間
１～２日間

5日間 ３～４日間 １～２日間

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000
（人）

※実施率は、対象となる生徒が在籍しない学校を除いた場合。

（６）年度別実施校数の推移 （７）年度別体験生徒数の推移

　（８）年度別体験日数の推移
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（１）「中学生の職場体験」都庁内推進会議

ア　事業概要説明

「中学生の職場体験」都庁内推進会議とは
　東京都が実施する「中学生の職場体験」事業を推進するため、円滑な実施や、支援の在

り方及び関係機関等との連携方策等について関係部局の協力により検討を行うことを目的

として設置されている。

平成30年度の取組平2

 

平成３０年５月１５日
東京都１４時から１５時３０分まで

次　　　第
１　開　　会
２　事業説明　
　（１）青少年・治安対策本部総合対策部
　（２）教育庁指導部
３　各局の取組及び受入予定報告
４　質疑応答
５　閉　　会

平 成 ３ ０ 年 ５ 月 １ ５ 日
１４時から１５時３０分まで
東 京 都 庁 第 一 本 庁 舎42階 特 別 会 議 室 Ｂ
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イ　各局の取組及び受入予定報告

【青少年・治安対策本部】

　平成29年度は、８校・19名を受け入れた。

　体験の内容としては、まず初日に本部の全職員への挨拶式を行うとともに、職員との名刺交換

を行うことで、いろいろな人から声をかけてもらい、職場に早く慣れ、帰属意識を高められるよ

うにした。その後、資料の準備、報告書等の校正、アンケートの集計等の事務処理を中心に体験

してもらった。体験期間中に会議やイベント等があれば、その会場設営や受付等の運営補助もし

てもらった。また、朝に生徒が立てた目標を職員の前で宣言してもらうとともに、帰りに一日を

振り返った感想を述べてもらうことで、目的意識を高めた。最終日には生徒が挨拶をする修了式

を行い、仕事の達成感を感じてもらえるようにした。

　課題としては、青少年・治安対策本部が第一希望ではなかった生徒や働くことに意義を感じて

いない生徒など、一部にやる気の見られない生徒もおり、どのように意欲の向上を図るかという

ことがあった。そこで、「働くことの素晴らしさ」や「本部の仕事がどのように社会や人々の役

に立っているのか」を感じてもらうため、事業の意義や課題などを説明した。その上で、青少年

課で発行している広報物をより活用してもらうにはどうすればよいかといったことに関して、生

徒に課題解決のための企画案を出してもらうということを行った。企画案は課長に対して発表し、

質問を受けるなど、対話的な活動により生徒たちが自分の考えを深めたり広げたりできるように

した。

　今年度も引き続き生徒がより主体的に活動できるようにすべく、当日の活動のねらいや流れに

ついて毎朝確認するとともに、生徒が自分でやるべきことを確認できるよう工程表を作成させ、

生徒が見通しをもって活動に取り組めるようにするといったことを考えている。また、生徒たち

が自分の考えを深めたり広げたりできるよう、今年度も企画案の発表など、対話的な活動に取り

組んでいく。

【教育庁指導部義務教育指導課】

　平成29年度の中学生の受入れは、７月に都立大泉高等学校附属中学校から３名、10月に都立桜

修館中等教育学校から３名、11月に中野区立中野中学校から３名、同じく11月に都立武蔵高等学

校附属中学校から３名（以上３日間）、及び中野区立第八中学校から６名の生徒が１日、合計５

校18名の中学生が職場体験を行った。

　体験の内容としては、当課が開催する区市町村教育委員会指導主事を対象とした説明会や当課

の事業に関わる教員による委員会などの準備・受付、当課が実施している「児童・生徒の学力向

上を図るための調査」の結果の分析を基に、どのように学習を進めていけば学力が向上するのか

について指導主事と一緒に考え検討するというような内容を行った。また、東京都公立学校美術

展覧会の作品の搬入、事前準備、学校向けの指導資料の発送作業や課が作成した資料の整理、自

分たちの学校が直面している課題について、それを解決するための具体的な施策を立案し発表す
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るといった内容を行った。このような取組を通して、生徒たちは自分の通う学校の教育活動が、

学校の教職員だけでなく様々な人たちの関わりや支えによって成り立っている事を実感してい

た。実際に、自分たちが準備した公立学校美術展覧会に親子で来場し、自分の体験したことが生

かされていることを実感する生徒もいた。

　今年度も昨年度と同様に、１年間を通していずれの時期でも受入れ可能とし、体験の具体的な

プログラムについては中学校側と相談した上で決定していきたいと考えている。

　生徒たちの様子から気になった点として、最初にしっかりとした挨拶ができない生徒や、自分

から進んで積極的にコミュニケーションを取ることができない生徒が一部であるが見られるこ

と、自分たちが体験をする職場がどのような業務を行っているのかを体験当日になるまで知らな

い生徒がいること、また、職場体験の目的そのものを教えられていない生徒がいるといったこと

があった。このような課題への対応として、当課では体験期間中に意図的に生徒に考えさせたり

教えたりしているが、各学校での事前指導の充実に拠るところが大きく、今後、受け入れの手順

等の改善を図っていくことが必要だと感じている。各部局においても、生徒の様子等で気になる

所があれば、あるいは受入体制に関して困っている点や悩んでいる点等があれば、折角の機会な

のでオープンにしていただき、共有すると共に、改善策等についても意見交換ができればと考え

ている。

【政策企画局】

　中学生の職場体験においては、将来を担う子供達に対し、自立や社会参加を促す機会を与える

と共に、社会における自らの役割や将来の生き方を考え、仕事に対して正確に取り組む姿勢を育

む非常に有意義な取組であると考えている。当局を中心にまとめた2020実行プランの「ダイバー

シティ」における「未来を担う人材の育成」や「社会人に必要な力を育む教育」の一部に位置付

けられている施策であると考えており、当局としても今後もこの事業を各局と連携しながら推進

したいと考えている。

【総務局】

　総務局で所管をしている首都大学東京の南大沢キャンパス、日野キャンパス、荒川キャンパス

の３ヶ所で、８校の受入れを行った。南大沢キャンパスでは八王子市、多摩市、稲城市の公立中

学校、日野キャンパスでは日野市の公立中学校、荒川キャンパスでは足立区、荒川区、東京都立

白鷗高等学校附属中学校等を受入れ、合計８校17名の生徒を受入れた。

　主な体験の内容としては、南大沢キャンパスにおいては、首都大学東京の概要を説明しキャン

パスの中を見てもらった後、業務課の窓口等の業務、留学生への対応、実験の補助、大学説明会

の準備、資料作成・整理の補助といった大学運営に関する様々な業務をしてもらった。荒川キャ

ンパスでは、図書館における図書の配架、受付、蔵書の整理、学生に対するサービスの補助など

を体験してもらった。

　体験中の生徒の様子に関して、「緊張しながらも熱心に取り組んでいて、短期間ではあるけれ



14

ど成長が感じられる。」という感想や、南大沢キャンパスにおいては、「職場体験を通じて大学に

対するイメージや興味・関心が湧いてきたようだ。」という感想も届いている。 

　日野キャンパスでは、２日間で、事務や司書の仕事に加え、先生方の協力のもと、教授の仕事

体験も行った。教授の仕事では、模擬ゼミや先生方の研究に触れる体験をし、生徒達は目を輝か

せながら度々質問を繰り返していた。生徒達からは、「先生方と触れ合うことにより、体験前は

想像出来なかった『大学』や『研究』にも興味が出てきた」との感想を聞くことができた。この

経験を通して、働くということだけではなく、学びの意義や大学の魅力も伝えることが出来たと

感じている。

【財務局】

　財産運用部において受入れを行っていて、土地境界調査の業務を体験してもらっている。平成

29年度は受入れが無かったが、30年度については既に受入れの打診があるので、前年度と同様の

受入体制を確保して、実際に現場に出て都有地の管理や売却等に必要な測量業務を体験してもら

い、働くことの意義や社会生活のルール等を学べる機会を提供していきたい。

【主税局】

　平成29年度は44校166名の中学生を受入れた。固定資産税等に関わる家屋・土地の評価事務、

滞納整理に係るタイヤロック等の体験をしてもらい、働くということだけではなく、税の意義、

役割を伝えると共に、税を身近に感じ、理解してもらうといった事を目的に、各都税事務所で積

極的に取組を行ってきた。現場以外でも、ＰＲチラシの作成等の広報業務体験や、都税事務所の

窓口業務のシミュレーション等、趣向を凝らした取組も行なっている。

　アンケート等によると、「税額を決めるには、細かい作業を多くやらないといけないことを知

ることができて良かった。」、「税金が大事だということを改めて知ることができた。」等、概ね好

意的な意見をいただくことができている。

　今年度も昨年度同様、25都税事務所、４都税支所で受入れをする予定である。現在、各都税事

務所等で職場体験の事例・資料等を局内でデータベース化して情報共有を図っており、より質の

高い受入体制を整えて今後も臨みたいと考えている。

【生活文化局】

　平成29年度は、都庁内の都民情報ルーム及び東京都江戸東京博物館において延べ30名の中学

生を受入れた。平成30年度は、この他に、平成29年度は申込みがなかった消費生活総合センター、

東京都写真美術館を加えて計４施設で受入れを予定している。

　体験内容は刊行物の配布、書架の整理および資料作成の補助等を予定している。博物館および

美術館においてはさらに、案内受付業務を今年度は体験してもらう予定である。
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【オリンピック・パラリンピック準備局】

　平成29年度は、28年度から引続き、５施設で27校185名の受入れを行っており、受入人数は平

成28年度と比較して約６％の微増である。

　受入れを行った施設のうち、駒沢オリンピック公園総合運動場では、体育施設の施設管理業務

や利用者サービスの提供業務を体験してもらった。東京武道館においては、用具整備業務、清掃

業務等、施設整備などの管理業務を体験してもらった。東京辰巳国際水泳場では、遊泳者等の監

視により事故の早期発見と救助を行うプールガードの体験や、教室の参加者と一緒に実習をし、

さらに、施設の警備巡回、清掃、受付などの様々な業務を体験してもらった。また、障害者総合

スポーツセンター、多摩障害者スポーツセンターでは、施設の利用者と一緒に卓球、バドミント

ンなどのスポーツ体験をしてもらうとともに、受付などの業務を体験してもらっている。平昌大

会が開催されスポーツへの関心が中学生の間で高まる中、スポーツの実施者が実際にトレーニン

グや試合等をする施設で職場体験をしていただき、施設の利用者と接することや普段見ることの

ない施設管理業務を通して、様々な状況にある都民の皆様がスポーツをするために、支えること

の重要性や楽しさなどを体験することができたのではないかと考えている。また、障害者スポー

ツセンター等では、障害者が安全にスポーツを楽しめる専用のスポーツ施設であるという特色を

生かした職場体験を行うことで、バリアフリー等障害に対する理解や配慮について考える良い機

会になったのではないかと考えている。

　今年度はこの５施設に加えて、味の素スタジアム近くの武蔵野の森総合スポーツプラザでも新

たに受入れを行う予定である。具体的な体験プログラムについては未定で、実施を希望する中学

校と相談してこれから決めていきたいと考えている。

【環境局】

　平成29年度は、日野市立の中学校の生徒４名を、立川にある多摩環境事務所で、主税局の立

川都税事務所と合同で受入れた。１日目は多摩環境事務所で廃棄物処理の１日体験、２日目は都

税事務所で納税証明書の発行や交付等を体験したとのことである。当局では、多摩地域の最終処

分場である二ツ塚処分場で現場を見たり、説明を受けたりしていた。

　生徒からは、廃棄物行政そのものだけではなく、社会人としての立場や考え方、マナー等を学

び経験できたという声があった。また、最終処分の仕事は人目につかない仕事であって、そうい

う仕事もあるということを知ってもらい、働くことの意義を理解してもらうとともに、ゴミの分

別やリサイクルの必要性についても認識してもらえたと考えている。

　30年度については、29年度と同様の内容を実施する予定である。

【福祉保健局】

　主管の都立看護専門学校４校で受入体制を整えており、平成29年度は、府中看護専門学校で、

東京都立立川国際中等教育学校、練馬区、小金井市の中学校３校から７名の中学生を実際に受入

れている。体験内容としては看護師になるための授業を一緒に受け、参加してもらったり、図書
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室の書類の整理や講義の準備を行なってもらったりした。今年度も引続き、受入れが可能な看護

専門学校にて受入れを行っていきたい。

【産業労働局】

　平成29年度は、農林総合研究センターと島しょ農林水産総合センターの事業所５ヶ所で、５

校24名の受入れを行っている。農林総合研究センターでは、植木や花や野菜の農作業の体験を

してもらい、島しょ農林水産総合センターでは、展示生物の飼育管理やデータ入力等を体験して

もらった。

　平成30年度についても平成29年度と同程度の規模で実施する予定である。

【建設局】

　都が管理している道路、河川の巡回、監察業務、都立公園の維持管理業務等を体験してもらい、

道路・河川・公園といった身近なインフラの重要性について学んでもらうため、37ヶ所を対象に

受入れを行なっている。受入れに際しては、単なる作業体験とならないよう、ボランティアとの

共同作業等、都民と直接接する工夫をしており、仕事がどの様に都民生活に影響し、社会と関わっ

ているかを学べるような取組をしている。

　29年度は28年度の約７％増の876名を受入れており、30年度も同規模の受入れを予定している。

【港湾局】

　港湾局ではこれまで東京港の海上公園や事業所を中心に職場体験の受入職場の登録を行ってい

る。平成29年度は３職場で３校12人の受入れを行い、海上公園の１つである東京港野鳥公園に

おいて、公園内の巡回や清掃、植物の手入れ等を体験してもらったり、東京港の港湾施設等を管

理している東京港管理事務所において、東京港内の航路や運河の水面監視パトロール補助等を体

験してもらった。

　平成30年度は、昨年度と同様に、海上公園やゆりかもめ等を受入職場として登録している。

【東京消防庁】

　当庁管内81消防署で受入体制を整備しており、平成29年度は74署で409校4509名の受入れを

行った。受入れにあたっては、特別なカリキュラムを組むわけではなく、職員の一日の仕事に沿っ

て体験してもらうことが多く、実際に消防活動の訓練を一緒に実施してもらったり、立入検査を

体験してもらうために中学生の在籍校に行き、学校の設備を点検したりする等、消防職員が日頃、

災害を防ぐためにどのようなことをやっているのかを理解してもらいつつ進めている。生徒から

は「貴重な体験ができた。」、「やりがいのある仕事である。」と毎回好評だと報告を受けている。

平成30年度についても平成29年度同様にできるだけ多く受入れていきたいと考えている。
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【交通局】

　平成29年度は、都営地下鉄の各駅と都営バスの営業所で84校延べ645名を受け入れた。都営地

下鉄においては、朝の通勤時間帯に路線図や時刻表などの配布を行なってもらった。日中時間帯

はお客様の路線等の案内や駅構内の清掃、迷子のお知らせ等の駅構内放送といったものを実施し

たり、マナー向上に関するパンフレットや情報紙の配布をしたりしてもらった。都営バスの営業

所においては、バス停周辺やバス車両内部の清掃、お客様への路線案内等をしてもらった。

　交通局では、職場体験用に、職場の仕事内容やお客様への接遇などの簡単なガイドブックを作

成しており、各受入職場で活用している。平成30年度においても引続き地元の中学校からの要

請を受けて、全ての事業所を職場体験の受入職場として登録する方針である。

【水道局】

　水源から末端のお客様サービスまで幅広く水道業務全体を体験してもらっている。平成29年

度は、青梅にある水源管理事務所や東村山、金町浄水場、さらに都内にいくつかある支所、営業

所と合計８つの拠点で、11校32名の受入れを行なった。具体的な体験内容としては、水源林の管

理作業、浄水場の施設設備の点検作業、水道管路の工事現場における点検、応急給水の訓練、漏

水感知の実習、水道メーターの点検等、事務所によって異なるが、かなり幅広い業務を体験して

もらっている。安全でおいしい高品質な水を作り届けるということは、当たり前のように感じら

れるかもしれないが、実際は様々な現場に支えられているのだということを、中学生に身をもっ

て体験・理解してもらう非常に良い機会だと考えている。

　平成30年度も14の職場において受入準備を行っている。今後も将来を担う中学生に、水道事

業を理解してもらいながら職場体験してもらえるよう、受入職場の拡大を検討する等、今後も協

力したいと考えている。

【下水道局】

　平成29年度は、区部の３つの下水道事務所、７ヶ所の水再生センター、多摩の５ヶ所の水再

生センターの計15事業所にて、区部から13校、多摩から10校、計23校255名の生徒に職場体験を

してもらった。

　下水道事務所では、下水道料金を決定する事務や、下水道管・ポンプ施設の維持管理業務、水

質検査に関する事務について体験してもらっている。水再生センターにおいては、センターの管

理業務やセンター内外の清掃等の体験をしてもらっている。お客様と直に接する業務や、職員と

同じ作業着を着て下水道の維持管理業務を体験してもらい、都市のインフラの一つである下水道

を通じて、東京の都市活動や都民の日々の暮らしがどのように支えられているかということに思

いを巡らし、併せて働くことについて考える機会を提供したいという思いで受入れをしている。

また、下水道に関しては小学校４年生くらいで学校教育がなされる一方、生まれた時から下水道

があって当たり前の世代であるから、普段目にする機会が少ない下水道を身近に感じてもらえる

良い機会ではないかと考えている。
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　今年度は５つの下水道事務所、12ヶ所の水再生センターで受入れる予定である。下水道局は現

在、東京下水道の役割や課題、魅力を発信していく「見せる化」に取り組んでいるところで、こ

の職場体験も下水道事業を理解していただく良いＰＲの機会であると捉えているので、今年度も

引続き積極的に受入れしていきたいと考えている。

【教育庁地域教育支援部】

　平成29年度は、中央図書館で４校34人、多摩図書館で４校33人、埋蔵文化財センターで８校

81人、計148人を受入れている。都立中央図書館では、受入図書の選書や図書データの作成、出

納等の体験を通じて、着実な作業の大切さやミスなく仕事をすることの重要性を伝えることが出

来たのではないかと思う。多摩図書館では、利用者との接触や掲示物の作成等を通じて、やりが

いや達成感が得られたという評価が生徒から届けられている。埋蔵文化財センターは発掘された

土器等の展示や縄文時代の家がある等、非日常感のある場所なので、興味を持って取り組んでい

ただいている。地道な仕事の大切さと考古学的な学術的な要素を伝えたいと思っているところで

はあるが、歴史や考古学の知識は中学生には難しい部分もあるため、可能であれば事前学習を行っ

てから来てもらうとより効果的な体験学習となると思う。

【警視庁】

　平成29年度は、64の警察署で149校・1626名の中学生を受け入れた。交番勤務の体験やパトカー

に乗車してのパトロール活動などを体験できれば良いのだが、警察活動という特殊性からは難し

いので、例えば、模擬の事件発生による靴跡や指紋の採取等の鑑識活動や実況見分を体験しても

らっている。また、実際に小学校に赴いて交通安全教室の補助を行ってもらったり、特殊詐欺の

被害防止に関するチラシを駅前や公園で配布したりする広報啓発活動の体験をしてもらった。

　職場体験をした中学生からは、「警察の仕事は、犯人を捕まえる以外にも、人を助ける仕事を

していることを知り、人の安全や命を守る仕事の大切さを感じた。」とか、「様々な体験をする中

でやりがいや楽しさを知ることができたので、これから頑張って将来警察官になりたい。」といっ

た感想が寄せられている（このほか、中学生の感想を警視庁のホームページにて「警察署職場体

験レポート」として紹介している。）。

　102ある警察署のうち、職場体験を受け入れたのが64署であり、警察署の行事等や、突発的に

大きな事件や事故が発生した場合には体験を中断せざるを得ないといった事情もあるが、そう

いった中でもできるだけ多く警察署で受け入れていく予定である。
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（２）「中学生の職場体験」推進協議会

「中学生の職場体験」推進協議会とは
　中学生に社会の一員としての自覚を促すとともに、望ましい社会性や勤労観・職業観を
育成することを目的に実施する「中学生の職場体験」事業の受入先の開拓や気運の醸成等、

「中学生の職場体験」事業の円滑な推進を図ることを主旨として設置する。

平成３０年７月１３日
東京都庁第一本庁舎４２階特別会議室Ａ

１４時から１５時３０分まで

次　　　第
１　開　　会
２　議　　事
　（１）新規加入委員承認
　（２）事業報告
　　 ア　青少年・治安対策本部総合対策部
　　 イ　教育庁指導部
　（３）「中学生の職場体験」取組報告
　　 ア　府中市教育委員会
　　 イ　八王子ホテルニューグランド
　（４）質疑応答
３　講　　演
　　「中学生の職場体験に期待すること」　　
　　講　　師　日本大学文理学部　教授　望月　由起　氏
４　閉　　会

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ３ 日
１４時から１５時３０分まで
東 京 都 庁 第 一 本 庁 舎42階 特 別 会 議 室A
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ア　区市町村教育委員会における取組報告（府中市教育委員会）

１　取組の概要

　中学生が学校から社会への移行のために必要な資質や能力を育む上で有効な学習の機会とし

て、また、体験を通して働く大人のすばらしさを感じたり、新しい自分を発見したりしながら、

地域社会とのつながりを持つ機会として、職場体験を実施している。

　府中市では、５日間の職場体験を市立中学校全校（11校）で実施している。本取組は平成20

年度から実施しており、本年度が11年目に当たる。昨年度は約1,800名の生徒が職場体験を行い、

366の事業所に協力をいただいている。

　それぞれの中学校では、単に５日間の職場体験に行かせるという取組にならないように、職場

体験の事前学習を通して、学習のねらいを明確にし、生徒の実態に即して、創造性のある実践と

なるように工夫している。

　また、関係機関との連携を図る、職場体験事業推進協議会を設置して、年に２回、情報交換や

意見交換等を行っている。さらに、本事業を円滑に行うために、府中市内の全中学校の教員によ

る実行委員会を組織し、日程の調整や成果・課題の共有、次年度に向けての準備等を行っている。

２　職場体験の意義

　本市が職場体験を５日間実施している理由の１つとして、生徒の体験や体験先との人間関係が

深まっていくという点が挙げられる。直接働いている大人に接するという機会によって様々な人

間関係を学ぶことができるとともに、働くことのすばらしさ、喜び、厳しさへの理解が進むなど、

多くの効果が期待できると考えている。

　緊張の１日目を迎え、実際に１日仕事をやってみて、２日目に仕事のやり方や方法を理解しな

がら、仕事を覚えられる。そして、３日目には仕事に慣れ、4日目には考えて行動するようになり、

仕事に対していろいろな創意工夫をしていくようになる。慣れてしまうことによって誤ったこと

をしてしまい、叱られることも当然あるだろう。親でも学校の教員でもなくて、その職場で出会っ

た大人に叱られるという経験も大切であると考える。そういった経験を通して様々なことを学ん

で、５日目、感動をおぼえて帰るという体験が、生徒一人一人の心により多くの変容がもたらさ

れると期待している。

３　職場体験のスケジュール

　大まかなスケジュールだが、１日目は、まずは自己紹介、挨拶をさせる。実際に一緒の職場で

働く方々への挨拶、お店などであればお客様への挨拶、利用者の方への挨拶といったところであ

る。それぞれの職場において心構えや注意事項など、受入事業所から説明をいただき、実際に体

験に入っていくようになると思われる。真剣に働く大人の姿を見て、自分たちも真剣に打ち込

める仕事がしたいなというふうに生徒に思わせるというところが大事なねらいであると考えて

いる。
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　２日目から先は、その日の打ち合わせを行い、それぞれの職場での体験となる。事業所によっ

ては、日によって体験のプログラムを変えてくださったり、少しずつ中学生だけで仕事をさせた

り、作業をさせるような内容をふやしたりするなど、様々な工夫をしていただいている。ここで

特に仕事全てを教え込むということではなくて、働くことは何かということを考えさせる、実際

に働いている大人の姿から様々なことを学ぶということを想定している。

　最終日の５日目は、最後に必ず挨拶をさせる。その中で、特によかったところや成長したとこ

ろを、家族でも学校の教師でもない５日間自分の成長の様子を見てくださった大人から、具体的

な言葉で、「こういうところがよかった。こういうところが変わった。」というふうに伝えていた

だけることで、達成感、充実感を得るのではないかと考えている。

４　主な体験先

　体験先として、果樹園、建設業、工務店、自動車工場といった工場等に御協力いただいている。

その他はサービス業、福祉施設、保育園、幼稚園といったところが多くなっている。また、博物

館や文化センターなど、本市の公共施設などでも受入れている。様々な所に御協力いただき、昨

年度、366の事業所に受け入れていただいた。

５　職場体験事業の推進協議会・実行委員会

　５日間のこの職場体験事業を実施していくために、職場体験事業の推進協議会を設置しており、

ハローワーク府中、武蔵府中法人会、むさし府中商工会議所、青年会議所、市立幼稚園、市内の

ＮＰＯ法人など様々な団体に委員として御協力をいただいている。また、職場体験事業の担当校

長、担当副校長も、委員となっている。そして事務局は、教育委員会の指導室が担っている。

設置のねらいは、関係機関との緊密な連携体制の確保や、そのための体制の構築、当年度の成果

や課題、その改善策についての共通理解である。１年度あたり２回開催しており、最近だと６月

に協議会を実施したが、５日間での体験事業というのを進めて10年以上経過したところで、改

めて職場体験のねらいや、５日間実施することの意義について再確認を行うとともに、得られた

成果や課題、改善策等の意見交換を図った。２月に、全ての中学校の職場体験が終了したところ

でのまとめ、成果と課題、来年度に向けての話をしたいと考えている。

　それから、本市の特徴として、職場体験事業実行委員会を組織しており、職場体験事業の担当

校長、担当副校長、各中学校の職場体験の担当教員から構成されている。実行委員会では、各学

校が実施する職場体験先が特定の事業所に集中してしまい、負担をかけるといったことがないよ

う、協力を依頼する事業所への事前調整を行っている。あるいは、飲食物を扱うような事業所や

保育所で必要な細菌検査の取りまとめを各校で行った後、教育委員会の指導室を経由して提出す

る際の取りまとめ、調整等も行っている。また、11月には全ての中学校で実施が終わっているの

で、実施後の成果と課題、反省アンケートを取りまとめて、その改善策について検討する。２月

になると、次年度の各校の実施日程の調整等を行う。

　今年度も各校で実施日がぶつからないように調整をしている。２校同時に実施している期間も
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あるが、この２校は市内で東西に離れている。

６　今後の課題

　５日間実施していくための受入事業所の確保が課題だと考えている。事業所や関係団体には５

日間の実施について一定の理解を得られていると考えているが、受入事業所の負担がやはり大き

く、３日間だったら受け入れられるというような話をいただくのが実態である。店舗の定休日が

平日にあるので４日間しか受け入れられないというようなことはもちろんあるが、３日間となっ

てしまうと、学習のねらいからそれてきてしまうので、どのように運営していったらよいのかが

悩みである。

　また、実際に体験に行く生徒への損害には保険を掛けているが、損害賠償の対応について、例

えば接客業の体験先で、お客様に対して損害を与えてしまった場合、あるいは、保育園での職場

体験で、園児が生徒の眼鏡に手をかけて、その眼鏡を壊してしまった場合に、掛けていた保険で

は、お客様への損害や生徒の携行品に対して保険がおりない。結局これは生徒の実費で負担せざ

るを得ないのだが、これらの場合に保険をどのようにしていけばよいか、補償はどのようにして

いったらいいのかというところも課題だと考えている。

　さらに、特別に支援が必要となる生徒については、受入先の事業所等の理解や協力が必要なの

で、丁寧な説明が必要と考えている。
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イ　受入事業所における取組報告（八王子ホテルニューグランド）

　我々のホテルで職場体験の生徒を受け入れるに当たって、お客様扱いはしない。しっかり教え、

しっかり仕事を任せる、褒める、叱るところは叱るというような形で取り組んでいる。また、社

会人の世界に迎えるので、社会の仕組みや仕事の仕組みを教える。それで社会人の魅力を見せる、

大人に成長することはこんなにすばらしいことなのだというのを感じてもらっている。

　八王子市は職場体験を３日間実施している。まず学校の先生からこの時期に職場体験を受入れ

てほしいという連絡がある。その後、実際に来る生徒が事前訪問に来るのだが、その前にアポイ

ントメントの電話がかかってくる。おそらく初めて企業に電話をするのだろうが、ものすごく緊

張した様子で「何月何日の何時に生徒４人で事前訪問をしたい」という電話がかかってくる。そ

れを私のほうで受け、事前訪問当日に来た大体３名から４名の生徒から、「当日どういったもの

が必要ですか」「どういった体験内容になりますか」「持ち物は何ですか」「細菌検査は必要ですか」

といったことを質問されるので、その質問に対して答えていく。

　職場体験の１日目は、支配人室に生徒を案内して、事前訪問時にある程度体験の内容は簡単に

説明するのだが、オリエンテーション方式で、改めてその日にしてもらうことを説明する。また、

ホテル内のお客様スペース、客室、宴会場、チャペルを見せる。午前中はそこまで行い、１時間

昼休憩をとり、その後に実際の作業である、客室清掃を体験してもらう。実際に客室で掃除をす

るスタッフに一人一人ついて、チェックアウト後の部屋でのベッドメイクやベッドまわりの掃除、

バスルームの掃除等を、およそ１部屋１時間で行う。その後、お客様のスペースの掃除といった

ことも体験してもらう。大体10時から始まって15時前に１日の体験が終了するので、その前に

生徒が実習ノート等に、体験内容や反省を書いて、それを我々が確認し、サインをする。

　２日目は宴会サービスを体験してもらう。１日目と同様にオリエンテーションを行った後は、

実際に宴会場でテーブルを出したり、テーブルクロスを敷いたり、最大200名分の箸やミートナ

イフ、フォーク等の什器の用意といったようなことを、スタッフとともに行ってもらう。準備が

終わり、昼休憩をはさんだ後は、会場の掃除等を行い、15時前に１日目と同様まとめの時間を取る。

　３日目は最初の１時間は結婚式の準備を行う。洋食のフルコースとなるので、什器だけでもミー

トナイフ、フォークをはじめ、グラス等あわせて大体一人当たり10点以上の準備が必要になる。

ある程度の準備が済むと、今度は婚礼のほうの事務所に連れて行き、プランナーから結婚式のイ

ロハのようなものを１時間くらい説明する。その説明が終わり昼休憩が明けると、午後はフラワー

サービスを体験する。最終日ということもあるので、記念に残るように、ホテルの花屋の倉庫に

ある婚礼用の花から自由に選んでもらい、ブーケをつくってもらう。３日目なので、終了後に生

徒はほぼ学校に戻ると思われるが、こういう実習をしたという記念に渡している。

　実際に家に帰ってブーケをつくったという声も聞いたり、生徒の方から総支配人宛てにお礼状

を送ってもらったりしているので、そういったものを糧に、当ホテルは地域密着で、住民の皆様

に何かお手伝いができればという趣旨で、年に７、８校を受け入れている。本当は様々な部署を

体験させてあげたいのだが、部署によっては予定がつかないということもあり、基本的には客室
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清掃、宴会サービス、花屋という体験の形をとっている。生徒はやはり事前訪問時や１日目は緊

張しているが、大体２日目、３日目になると、自分から進んでいろいろな人に挨拶等をしてもら

えるようになっている。「八王子の学生さんは元気でいいね」と他のスタッフからも言われてい

るので、受入れ部署の我々宴会フロントにとっては、受入れてよかったなと思える瞬間にもなる。

今後も八王子市教育委員会のから依頼があれば、受入れていきたいと考えている。
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ウ　講演

１　はじめに

　本日は、主に以下の3点についてとりあげる。

　１点目は、「職場体験の現状と課題」について。教員研修等の際に、学校側に伝えていること

を皆様とも共有したい。

　２点目は、「社会的・職業的自立に向けての動き」について。2011年の中央教育審議会の答申

が出されて以来、キャリア教育の目的として「社会的・職業的自立」に焦点が当てられており、

学校では「基礎的・汎用的能力」の育成に力を入れている。そのあたりについて、キャリア教育

に関する全国調査などをふまえてお伝えしたい。

　３点目は、「今後のキャリア教育や職場体験」について。次期学習指導要領では、キャリア教

育や職場体験に対して一層の期待が込められており、その方法についても、事前・事後指導を含

めて再検討が必要な時期になっている。それにあたって、皆様にも、何点かお願いをさせていた

だきたい。

２　「職場体験の現状と課題」について

（１）現状

　平成29年度学校基本調査（文部科学省）によると、現在98.8％の中学生が高等学校に進学して

おり、準義務教育機関として高等学校が存在していることがわかる。この状況は、皆様が中高生

であった時代と大きく変わりはない。

　その一方で、大学や短期大学への進学率は54％程度であり、皆様の時代とは大きく変わって

いる。また高校卒業後の就職率は、平成初期より右肩下がりの状況にある（この10年はほぼ横

ばいであるとはいえ）。東京都に限っていえば、この傾向はより明確であり、大学や短期大学に

進学する人は高校生のおよそ３分の２、高校を卒業して就職する人は6.7％にすぎないのが現状

である。

　現在、中学校では職業体験を、高校では就業体験（インターンシップ）を推進しているが、中

学生はもちろん高校生でも、「自分が、当事者として働く」ことを現実的な進路として感じにくく、

先送りしている生徒も多い。生徒だけでなく、「大学に進んでから考えればいい」と考えている

先生も見かける。

　では、実際に大学卒業後の進路はどのような状況なのだろうか。近年、一時期ほど厳しい就職

環境ではなく、先の学校基本調査によれば、大学生の就職率は76.1％である。一方で、フリータ

やニートと呼ばれるようなカテゴリーに分類される学生が１割弱という状況にある。

　このような中で、東京都では、社会性や勤労観・職業観を身につけさせるため、中学生の職場

体験に力を入れている。都内全ての公立中学校、しかも５日程度、さまざまな職種や立場の方

が携わりながら実施されており、14年目を迎えている。国が実施している「職場体験・インター

ンシップの実施状況等調査」によると、全国の公立中学校の実施率は98.1％であるが、東京都で



26

は100％（対象生徒不在の学校を含むと99.5％）の実施率である。これは、驚くべき状況である。

さらに言えば、５日以上実施している学校の割合は、全国では14.2％であるのに対して、東京都

では約３割と非常に高い。１日、２日であれば、お客様として、広報の一環として、中学生に気

持ちよく職場体験をさせることもできるだろうが、５日ともなると、中学生と受入事業所の双方

に不満や言いたいことが出てくると思う。こうした中で、非常に多くの方々にお手伝いをいただ

いていることに、本当に感謝を申し上げたい。

（２）課題

　次期学習指導要領では、特別活動を要としてキャリア教育を行う旨が明示されている。事業者

の皆様に御迷惑や御負担をおかけすることは少ないと思うが、学校によっては、職場体験の位置

付けや方法を再検討することが必要となる。

　改めてこれまでの職場体験を振り返ってみると、「職場体験を実施すること自体が目的になっ

ているのではないか」という大きな課題があるように思う。東京都の場合、実質100％の実施率、

かつ、14年目という定着状況からみても、他の道府県から一目置かれていることは間違いない。

そうであるからこそ、「実施し続けなければ」というプレッシャーも各学校により強くあるので

はないか。「生徒が、何のために、どのようなことを体験するのか」よりも、職場体験の実施先

を確保し、「生徒全員を、５日、体験先に送り出すことができるか」がゴールになってはいない

だろうか。このような現象は、「手段の目的化」と呼ばれている。企業等でも時折あるだろうが、

学校ではしばしば見られるものである。

　また、職場体験の事前・事後学習の内容が形骸化していることも課題となっている。事前指導

で一番行われているのはマナー教育（おじぎの仕方、挨拶の仕方、言葉遣い、電話のかけ方等）、

事後指導で一番行われているのは、お礼状の書き方である。こうした指導は、受入先に対して失

礼がないように、ビジネスマナーとして非常に大事である。しかし、中学生が５日かけて事業所

の皆様の力をお借りしながら行う職場体験の事前・事後指導としては、「それ（だけ）でいいの

か」という感が否めない。「何のために、事業者の方々の指導をいただきながら、体験活動を行っ

ているのか」を考えれば、より行うべき事前・事後指導があるのではないか。「生徒にどのよう

な力をつけたいのか」という、本来の目的が非常に曖昧なまま、とりあえず「何名受け入れてい

ただけますか。」と依頼し、受入事業所との情報共有も不十分なまま、職場体験が行われている

のではないかという懸念もある。

　それは結果として、評価の偏りにつながる。教育評価には、大きく２通りの方法がある。１つ

は「アウトカム評価」で、本来の目的や狙いに対しての評価である（いわゆるPDCAのPに対するC）。

それに対して、学校でよく行われているのは「アウトプット評価」である。取組に対する評価で

あり（いわゆるPDCAのDに対するC）、職場体験でいえば、「何人の生徒を体験先に送り出すこと

ができた」「何日、生徒を送り出すことができた」「何カ所の事業所と一緒に実施することができ

た」といった評価である。２つの評価を両輪とすることが重要だが、職場体験の報告書などに記

された評価は後者に偏っており、「手段と目的はどうなっているのか」「事業所の方々は、どう対
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応すればよいのか困っていないだろうか」など、首を捻ってしまうことがある。

３　「社会的・職業的自立に向けての動き」について

　「キャリア教育」という文言が日本の公文書に登場したのは、今から20年程前である。1999年

に出された中央教育審議会「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」（答申）の中で、

キャリア教育を定義づけ、それにより、職業観・勤労観、主体的に進路を選択させる能力や態度

を小学生のうちから身に付けさせることを目指したのである。キャリア教育のコアとなっている

進路指導は、中学校・高等学校でしか行われておらず、小学校からキャリア教育を行うにあたっ

ては、関係者には少なからずの混乱を生じさせた。

　小学生、中学生、高校生には、おおよそそれぞれの段階に対応したキャリア発達課題がある。

中学生のキャリア発達課題は、「現実的探索」「暫定的選択」がカギになる。高校生になると、「将

来設計の立案」「社会的に移行する準備」「進路の現実的な吟味」「試行的参加」などがカギになる。

それぞれの段階のキャリア発達課題にしっかりと向き合うことが、その後の礎となるだけに、中

学生の段階で皆様の力をお借りできることは非常にありがたい。

　その後、2011年に出された中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在

り方について」（答申）では、社会的・職業的自立を強調しており、そのために求められる力として、

分野や職種にかかわらず、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力、すなわち専門的

な能力やスキルというよりも、どのような分野にわたっても適応できるような「基礎的・汎用的

能力」を挙げ、具体的に４つの能力が掲げられている。中でも「課題対応能力」や「自己管理能

力」は、社会的・職業的自立を意識して考えると、その育成により力を入れることが求められて

いる能力である。

　国が実施した「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」からは、　「課題対応能力（情

報の取捨選択、どう解決するかの工夫及び評価や改善）」の育成が大きな課題であることがわかる。

大学生を見ていても、インターネット世代の彼らの多くは、「情報収集能力は高いが、情報活用

能力は低い」ように思う。「情報を拾うことは得意だけれど、捨てる判断ができない」ということ、

これは、社会に出たときに非常に困るのではないかと個人的には思っており、学校はより重く受

けとめなければならないだろう。

４　「今後のキャリア教育や職場体験」について

　次期新学習指導要領では、2030年代に社会に出ていく若者を想定して、生徒が「何ができるよ

うになるのか」といった観点で示されており、教師が「何を教えるか」という観点からの転換が

なされている。育成すべき資質や能力としては、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」に

加えて、「学びに向かう力・人間性等」といった、どのように社会・世界とかかわり、よりよい

人生を送るかといった資質や能力が挙げられている。それは、キャリア教育の目指すところに極

めて近いものである。

　また、「社会に開かれた教育課程」の実現を目指して、「どのように学ぶか」という観点も強調
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されている。すでに東京都の公立高校では、必履修教科として「人間と社会」を設けており、ア

クティブラーニングや体験活動による学習が推進されているが、中学校でも、これまで以上に皆

様の力をお借りすることがあるかと思われる。

　ただし、職場体験の機会を増やしてほしいというわけではない。皆様には、職場体験によって、

中学生のキャリア発達を共に育てるという意味での「共育」をさらにお願いをしたい。「共育」とは、

「さまざまな立場の人や組織が連携して教育を担うこと」を意味する造語である。生徒の職場体

験の受け入れも、これまで同様にお願いしたいのだが、生徒を送り出す学校が「どういう目的で、

生徒に職場体験の機会を設けているのか」などを確認し、職場体験の目的や用意する体験プログ

ラムを共有していただきたい。その際には、学校側からの要望に対して、「それは、うちでは無

理です」「こういうこともできますよ」といった意見も積極的に出してほしい。職場体験後にも、

本来の目的に対するアウトカムの視点から、体験をした生徒が「どのように変化したのか」など

を確認していただき、職場体験の評価を学校側と共有してほしい。

　さらにいえば、皆様にとってのメリットも意識していただきたい。事業者の皆様自身や社員の

方にも、中学生が職場体験をすることによって、何らかの変化が生じる可能性はある。中学生の

力を付けることが第一の目的ではあるが、「中学生、学校や先生、皆様やそのもとで働いている方々

が共に育っていけるような環境をつくり出せたら」と、今後のキャリア教育や職場体験のあり様

を願っている次第である。
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ア　パネルディスカッション（抜粋）
　「『事業者と学校との連携による職場体験の充実』～新たなキャリア教育の試み～」

‐ コーディネーター ‐

　日本大学文理学部　教授　望月　由起　氏

‐ パネリスト ‐

　京成タウンバス株式会社　運行係長　横山　英雄　氏

　板橋区立中台小学校　　　校長　　　海藤　美鈴　氏

　町田市立つくし野中学校　主幹教諭　五十嵐　弘毅　氏

（３）わく（Work）わく（Work）　Week　Tokyo
　　　中学生の職場体験セミナー
　　　中学生の職場体験功労事業者等表彰式

平成３１年１月１８日
１４時から１６時まで

東 京 d a 都 庁 大 会 議 場

次　　　第
１　開　会
２　パネルディスカッション
３　総括・講演
４　表　彰
５　閉　会　

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ８ 日
１ ４ 時 か ら １ ６ 時 ま で
東京都庁第一本庁舎５階大会議場
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望　月：　まずはパネリストの皆様から、それぞれで取

り組まれていることをお話しいただけたらと思い

ます。

海　藤：　中台小学校は、創立65周年の「板橋区コミュ

ニテイ・スクール先進導入校」です。児童数は

388名、学級数は16で、特別支援教室拠点校でも

あります。キャリア教育を支える学校支援地域本

部が活発で、教育の両輪ともいえます。

　ICT化が加速し、予想できない社会が到来します。

そこで児童には、未来を生き抜く資質・能力の育

成が必要だと考え、キャリア教育の研究に取り組

んでいます。将来、社会的・職業的に自立し、社

会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生

き方を実現するための資質・能力が必要なのです。

　2020年に完全実施される小学校の新学習指導要領では、総則と特別活動にキャリア教

育が新設されました。そのもとで、小中高校を通して、一人一人のキャリア形成と自己実

現を図り、全教育活動を通してキャリア教育を行っていくこととなります。中台小学校で

は、その先行実施に取り組み、コミュニティ・スクールを核として、小中「学びのエリア」

の特色を生かしながら全教職員でキャリア教育を推進しています。そのため、地域の小・

中連携学びのエリアで、【目指す子ども像】を統一しています。「未来を担う人に必要とさ

れる資質・能力の育成」へ向けて、①主体的に課題を発見し、解決に導く子、②協働して

課題解決に取り組む子、③失敗を恐れずチャレンジする子、の３つを目指しています。

　学校は、人と人とが関わり合う一番身近な社会の縮図です。そこで、「あいさつ」や「当番・

係活動」を通して、自分の役割を果たし、学級や周りの人の役に立つことから始め、異学

年交流や縦割班活動を計画的に行い、助け合いや思いやり、協働する力を育てています。

　特別活動は、「学級活動」「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事」の4つからなり、そ

の中の学校行事は、「儀式的行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「遠足・集団宿

泊的行事」「勤労生産・奉仕的行事」の５つから構成されているため、特別活動と各教科・
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領域で進めると、縦と横がつながり、全教育活動を網羅します。また、児童一人一人が、「目

標達成シート」や「未来ファイル」に取り組んでいます。

　現在、小中９年間で一貫したキャリア教育計画の作成に取り組んでいます。小学１年生

から中学３年生までの学習内容を教員が発表し合い、つながりを整理しています。これは、

キャリア教育だけでなく、中１ギャップや不登校対策にもなります。また、先日は、創立

65周年記念として、小中学生と保護者・地域で「なりたい自分」と「未来の学校」を俳

句で表現し合いました。

五十嵐：　町田市立つくし野中学校は、町田市の南部、

東急田園都市線のすずかけ台駅から徒歩7分程度

の場所です。生徒数は755名、学級数22の大規模

校です。本校では、生徒が将来について具体的に

考えられる場を設定し、進路学習が計画的に推進

できるよう、各教科領域の年間指導計画をもとに、

３年生での進路実現の取組や将来を考える進路指導の取組、進路学習の中でも中核となる

職場体験についての取組と、進路実現につながる学力の向上に取り組んでいます。授業へ

の取組、家庭学習の充実、学力調査などの結果分析からの授業改善に向けた取組などは、

各学年や教科とも連携しています。こうした、取組を、キャリア教育の視点で教育活動を

系統立てて指導することに生かしています。生徒が、より具体的に将来について考え、学

校生活での頑張りと将来がつながっていると実感できることが大切だと考えています。

　それでは、具体的に本校の職場体験につ

いてお話します。町田市では、職場体験は

連続５日間実施しています。本校では毎年

11月の中旬に実施するので、９月以降に事

前学習を始めています。受け入れ事業所と

のやりとりの窓口は、町田市教育委員会で

す。教育委員会がまとめた受け入れ事業所

の一覧をもとに、各学校が受け入れ人数の

希望をとり、調整して事業所を決定しています。生徒の人数を確保できない場合や、受け

入れの変更の場合等には、ボランティアコーディネーターの方や地域の方にお願いして、

学校が直接受け入れ先の開拓を行うこともあります。また、学区の事業所を中心に連携す

るなど、地域の一員としての自覚が生徒の中に育つよう配慮します。事業所との打ち合わ

せ（事前訪問や体験内容等）は学校がおこないます。本校は、電話などの事前連絡で内容

を確認していますが、体験中の参観と事後訪問など、なるべく教員も足を運んで、担当者

の方と面識をもつように取り組んでいます。生徒を指導する我々が事業所とつながりをも

つことは、とても大切です。
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　職場体験活動の事前と事後について、

アンケート調査も実施しています。デー

タをとって集計して分析することで、生

徒の変容をつかんで自分たちの指導に反

映できるよう活用しますが、職場体験活

動の効果を実感しました。生徒の変容に

ついて顕著なものを紹介いたします。「働

くことは楽しいことだと思いますか。」い

う問いに対して、「とてもそう思う」と答えた生徒の割合が事前調査が27％で、事後調査

が46％と増加しています。いきいきと仕事に取り組んでいる大人の様子を見ることがで

き、多くの事業所で好意的に受け入れられ、あたたかく接していただいた様子がよみとれ

ます。「大人は仕事に誇りをもっていると思いますか。」という設問では、「とてもそう思う」

と答えた生徒の割合が、事前調査が27％で、事後調査が59％と32ポイントも増加しました。

具体的に働くイメージをもっていなかった生徒が、大人の真剣な姿を見て、考えが変わっ

たということが読み取れます。生徒の学校生活に対しての思いも、大きな変化がありまし

た。「学校にいくのが楽しいと思う」について、あてはまると回答した生徒の割合は、事

前調査が47％で、事後調査が79％です。学校生活に前向きに取り組むと回答している生

徒が増加しています。将来像や社会の一員としての意識が具体化したことと、学校で取り

組んでいることが実社会につながっているということが確かめられ、今の学校生活をしっ

かり取り組もうという意欲が高まったと考えられます。

　卸売店で職場体験活動に取り組んだ生徒は、梱包・発送作業を通じて、自分が生活して

いる地域が社会や世界とつながっていることを実感し、そうした地域の一員としての自覚

と地域の素晴らしさを感じたと話していました。また、リース会社で体験した生徒は、こ

の機械がどこで使われてきたのかを事業所の方に教えていただいて、「自分の身近な事業

所の役割がわかり、多くの場所や役割の人が分担して社会がなりたっているということが

わかった。」と話しました。

　次に、学習面とキャリア教育の関連についてです。本校では、校内研修で授業改善をす
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すめていますが、各教科での具体的な指導場面が、基礎的汎用的能力のどの力と関連して

いるかを考えました。この取組は各能力の視点で指導を見直す機会となり、キャリア教育

で育成する力とはどう関連しているかを考え、指導に生かしています。また、キャリア教

育の定義や意義、育成していく力と、それらが学力向上にどうつながるか、ということに

ついて共通理解を図ることができました。道徳では、「社会参画、公共の精神」「勤労」「郷

土の伝統と文化の尊重」などの項目や、自分自身について考えることや、人と関わること

について考えることが、キャリア形成に関連しているということを意識して指導していま

す。特別活動では、３年生が下級生に自分の経験をアドバイスする機会を設け、学習のし

かたや進路実現について考え、自分たちの集団をよりよくしていこうと考える機会にして

います。

　小中連携の取組としては、生徒の学力の実態を話し合うとともに、キャリア教育の取組

も話題にしています。町田市では、市内各学校が共通して進路学習に活用できる「小中一

貫キャリア教育　町田っ子カリキュラム」が作成され、小中一貫した進路の学習を行える

ようになっています。

　教科や領域を横断してキャリア発達につなげる意識をもち指導していくことと、継続的

な取組がキャリア教育の推進につながります。地域や小中連携などの視点をもち、キャリ

ア教育を推進していければと考えています。

横　山：　京成タウンバス株式会社は、東京都の葛飾

区に本社を置き、保有車両台数54両で、街中を

走る路線バスを中心に事業を行っています。社

名のとおり、当社は京成グループの一員で、平

成12年に京成電鉄株式会社の自動車事業の一部

を譲り受けて設立された会社であります。また、

昨年の11月から路線バスを使っての貸切輸送を

始めました。当社の事業エリア内には、葛飾区を南北に、主に綾瀬駅と新小岩駅とを結ぶ

路線、そして亀有駅と新小岩駅とを結ぶ路線がございまして、多くの通勤・通学の方に御

利用いただいています。また、地元の生活路線として、京成小岩駅と亀有駅とを結ぶ路線

や、休日観光を兼ねて浅草まで行く路線などもございます。このように、地元葛飾の足と

して、年間で７００万人、１日あたり約２万人のお客様に御利用いただいており、日夜安

全運行に取り組んでいます。当社の社是は、「京成タウンバスは、安全な輸送と良質なサー

ビスにより、お客様に信頼され愛されるバスを目指します。また、地域社会に貢献し、併

せて社業の健全な発展を目指します。」です。大切なところは、安全、快適、お客様です。

このキーワードを、職場体験を通じて、生徒自身から引き出すことができれば、私達の取

り組んでいることが伝わったかなと思っています。10年以上前から職場体験を引き受けて

おりまして、現在では、年間で５校、各校４、５名程度の生徒をお預かりしています。

　職場体験における当社の目的は、「バス会社がどのようなものか知ってもらうこと」、「体
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験を通じて、学校と会社の

違いを考えること」です。

様々な体験を通じて、交通

事業について理解してもら

うとともに、仕事の意味を

考えてもらいます。また、

方針としては、「実際の現

場の空気を共有し、社会に

貢献する厳しさや楽しさを

感じてもらうこと」、「交通

事 業 の 仕 事 を す る に あ た

り、気を付けなければなら

ないことを社員一人一人か

ら伝えること」を掲げてお

り、具体的には「挨拶の励

行」と「安全第一」を学生

さんに教えています。

　体験の初日は自己紹介か

らはじまり、こちらから、

心構えとして、挨拶の励行

と、安全確認の徹底をお願

いします。物事を教わる姿

勢と職場の基本は、まずは

挨拶からと捉えています。また、交通事業は安全が第一ですので、車庫内の安全の確保を

初日に伝達します。以降は、車椅子のお客様に乗車いただく手順を理解し、オモリやヘッ

ドホンをつけてバスに乗り込んでもらうことで、いかに高齢者の方が苦労して乗っている

かも体験してもらったり、バス運転手に対し、無線で安全運行に関する情報を伝達したり

する等の体験をしてもらいます。さらに、整備工場の見学を通じて、安全運行を支える舞

台裏を知ってもらいます。そして、バス車両及びバス停の清掃もしてもらいます。その際、

お客様がどのようにバスをご利用するかを考えて作業にあたってもらいます。例えば、お

子様がつかまる手すりの箇所については念入りに清掃してみるということを思い描くと、

作業に心がこもります。バス停については、その周りも含めて美化を心がけます。

　生徒からは、様々な体験を通じ、その全てがお客様につながっていることが分かったと

いう感想をもらっており、お客様のためにという意識の芽生えが見られます。また、バス

の清掃など、様々な仕事を体験してそれぞれの仕事に意味があることを学んだという感想

からは、仕事における目的を理解できたということが分かります。一方で、事業者側にとっ

※写真は葛飾区立新小岩中学校の職場体験の様子
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ては、乗務員から私の母校ですという声もあったりする等、地域貢献に繋がっているとい

う自信を持てるということがあります。また、基本に立ち返ることができるということが

あります。中学生が清掃したバスに乗務した乗務員がとてもバスがきれいで驚いたことが

あり、乗務員の意識向上にも繋がっています。

　職場体験を通じて、生徒が働くことの意義や、礼儀作法を学ぶというねらいは、一定の

達成が見られると思いますが、より個々にあったプログラムを提供するため、個々の強み、

弱みなどの客観的な意見を学校側からいただきたいと考えております。重ねて学校側から

は、鍛えて欲しい部分や学んでほしい観点をお伝えいただければ、それに合った体験内容

を事業者側で提供できると思いますので、より深い学習成果が得られるのではないかと考

えます。

望　月：　それぞれのお立場から取組を紹介していただきました。横山様からは、働くことの意

義や礼儀作法を学ぶというねらいは一定の成果が得られているが、学校との連携における

課題の一つとして、一人一人の中学生にあったプログラムを提供するため、個々の強み、

弱みなどの客観的な意見を学校側からいただきたいと教えていただきました。その点につ

いてもう少し詳しく教えていただけますか。

横　山：　生徒の性格や将来のビジョンなど、客観的な情報があれば、より充実した職場体験に

なると思います。例えば、「集中して一つの作業を最後までやり遂げる粘り強さをもって

ほしい」など、プロフィールカードに先生や御家族の意見が入っていれば、送り出す側の

思いも伝わり、受け入れる側はどのような仕事を任せていこうか、ねらいに基づいて明確

にプログラムを組むことができます。

　また、例えば、バス事業なら何を学んでほしいのかという点についても、学校が考えて

いる、生徒に体験活動で学んでほしいことを明確に示していただけると、こちらがどのよ

うにアプローチをしていけばよいのかわかります。学校としての考えがありましたら教え

ていただけますと助かります。このように、社内全体がねらいに基づいて生徒と接するよ

う情報共有することで、様々な大人が体験中にアプローチすることができると思います。

望　月：　送り出す側のつくし野中学校では、職場体験の事前学習や職場体験中の体験内容の振

り返りはどのように行っていますか。

五十嵐：　つくし野中学校では職場体験の事前学習や当日の体験内容の振り返りには、教育委員

会が生徒分用意している「職場体験学習ワークブック」を活用しています。事前指導の資

料として、働くことはどのようなことか自分の考えをまとめ、自分の適性や価値観につい

て考える取組などに活用します。こうした学習を通して、生徒は遠い将来について考える

ことができます。これはキャリアプランニング能力の育成に関わる部分です。また、事前

訪問でもワークブックを活用しています。事業所を訪問する際のマナーや注意点の指導を

し、行きかたや交通費なども記入します。体験中は、事業所にもこのワークブックを持参し、

毎日の職場体験内容を記録します。事業所の方に見ていただくことで、活動の振り返りを

共有することができます。事業所により体験内容は様々ですが、生徒と事業所の方々との
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やりとりを通して人間関係の大切さや何かあったときの対応などを振り返ることで、今後

にいきる体験としています。

　また、事業所での体験が生徒を成長させてくれます。生命保険会社で職場体験した生

徒は、街でのインタビューに取り組み、どのような声掛けや質問がより話を引き出すこ

とができるか工夫しました。人から話を聞き出すことの大変さを体験することで、人と

の関わりに自信をもてましたと、成長した姿をみせていました。

　事後指導として、お礼状や職場体験をまとめた作品を送るなど感謝の気持ちとともに、

体験で学んだことをお世話になった事業所の方に伝えるようにしています。事後訪問等で

事業所の方々と体験したことや振り返りを共有するという、繋がりの点は今後の課題です。

望　月：　事後に事業所の方々と「体験したこと」や「振り返り」を共有することは、今後、職

場体験を充実させていく上で重要な部分ですね。学校と事業所が同じ視点で生徒と接し、

共に生徒を育成することで受入れる側にとっても学校側が何を求めているのかが明確とな

り、受け入れやすいということだと思います。

　横山様は、生徒につけたい力を明確に学校側が示していくことで、受け入れ側がプログ

ラムを組みやすいとおっしゃっていましたね。受け入れ前はそのようなお願いが学校側に

あると思うのですが、受け入れ後に学校側にお願いしたいことはありますか。

横　山：　生徒が職場体験での経験を学校へもちかえり、その後どのように共有され活用してい

るのか知りたいです。生徒からの御礼の手紙は素直な意見ばかりでとても嬉しいですが、

学校側から改善点などを伺えればとも思っています。時には厳しいお言葉をいただくこと

もあるかと思いますが、我々としても次に生かせるので教えていただきたいです。

望　月：　中台小学校では、中学校との交流もしながらキャリア教育を行っていますが、中学校

とのつながりをもつことのメリットを教えていただけますか。

海　藤：　小学校は中学校へ、また、事業所へとキャリア教育をつなげていくと、継続的に一人

一人のキャリアの方向性を皆が理解して、共に児童生徒を育てていくことができます。そ

のためにも、系統的なキャリア教育の仕組みができれば、よりよい社会を作り、未来を担っ

ていく人材へと育てることができると思います。それが大きなメリットです。

　中学校の職場体験につながる学習として、小学校では、２・３年生で町探検や体験を行

い、地域のお店やさまざまな職業について学びます。４年生では「人生マップ」で将来の

進路や職業など、生き方について考えます。その際、様々な職業に従事している地域の方々

からアドバイスをいただいて、現実に近づけていきます。また、小中「学びのエリア教育」

の日には、５・６年生は、小中学校の先生が合同授業を行っています。中学生はリトルティー

チャーとして、授業で質問に答え、生き方のアドバイザーとなっています。世代の近い中

学生に憧れ、「中学生のように英語が話せるようになりたい」、「英語が活かせる仕事に就

きたい」、「自分もリーダーになりたい」など、小学生のキャリアの道しるべとなり、非常

に有効だといえます。
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望　月：　さて、事業所と連携を深めていくことで職場体験活動が充実していくわけですが、連

携を進めていくためにはどのような取組を進めていくとよいと思いますか。

五十嵐：　現在、学校と地域が連携してさまざまな活動が行われています。職場体験についても、

中学生に伝えることを事業所と一緒に考えていくことは大切だと思います。体験内容等に

ついては、事前訪問や十分な打合せが大切です。電話などを活用して行うようにしていま

すが、生徒の事前訪問と同じように事前打合せを密にすることも１つの方法だと思います。

加えて、職場体験が始まって14年、去年と同じことを繰り返しているという実態もあり

ます。事前事後の指導を見直し、ときには事業所の方からの御指摘をいただくことも大切

です。実際に指導している教員は、事業所との関係で、計画的に働きかけることなど普段

から関係を築いていくこともよいかと思います。

　また、事業所とのやりとりの中で、職場体験の内容について御相談いただくこともあり

ます。これまでの経験をもとに、体験内容についても一緒に考えています。教員がお邪魔

する際、事業所の方から「体験中のこの場面を見てください」とのリクエストをいただき

体験中の生徒の頑張りをお話しいただくことは、連携を進めていくために大切だと思います。

望　月：　横山様は、学校とどのように連携を進めていくと生徒にとってより充実した職場体験

活動になると思いますか。

横　山：　職場体験先が決定したら、事前学習を通じて、具体的に自分は何がしたいのか、知り

たいことはどんなことかなどを考えたうえできてほしいと思います。体験先のことを事前

に調べて、どのようなことが自分にできるのか考えることで、自己の理解や発見につなが

ると思います。

　また、学校側が、今の中学生に身に付けてほしいこと、特に将来社会に出るにあたって

必要だと考えることを事業所に伝えるとともに、共に教育すれば、より内容の充実した職

場体験となると思います。

　加えて、学校で「仕事」というものをどのように教えているのかという点を情報共有し

ていただけると、職場体験で生徒に何を教えていけばよいのか明確になり、事業者が受入

れやすいと考えます。

望　月：　職場体験がキャリア教育という枠組みの中で縦と横のつながりをもった充実したもの

となるように推進するためには、学校が今まで以上に受入事業所にねらいを明確に示すこ

とが非常に重要ですね。また、事業所と学校が互いに協力を進めるために情報を共有する

機会があるとよいとの御提案をいただきました。

望　月：　では、最後に、会場の皆さんがそれぞれの職場等に戻って今まで以上に前向きに取り

組めるよう、それぞれのお立場から一言お願いします。

海　藤：　職場体験は、子供たちにとって将来のキャリアを考える上で大切で意味あることだと

思います。その取組を推進するためには、多くの大人の理解と協力が必要です。子供たち

もそのことを十分理解し、感謝の気持ちをもって、将来は地域社会を支え、貢献できるよ
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うな人に育って欲しいと思います。

五十嵐：　職場体験は、生徒が将来を考えていく機会として重要な取組です。また地域の方と連

携して進めていく取組です。この体験で生徒は社会を知り、自分の将来について考えるきっ

かけを得ます。また、自分が育った地域を知る機会にもなり、自分が将来この地域を支え

ていくという自覚もめばえます。さらに、生徒が意欲的になれる機会でもあります。この

体験で得た学校生活の必要性の自覚や自己肯定感は、学校生活の充実や学力向上にもつな

がっていきます。指導する側としては、そうした生徒への効果や変容を踏まえて指導にあ

たっていきたいものです。生き方について学ぶ機会として、中学校では、小学校とのつな

がり、上級学校への進学、そして地域社会である事業所との連携と、時系列の視点で活動

を積み重ねることが、職場体験を充実させることにつながると思います。

横　山：　今回のパネルディスカッションを通じて、学校側と事業者側との連携の必要性に対す

る理解が深まれば、より密度の濃い職場体験を実施することができると思います。生徒の

皆さんが将来立派な社会人に成長してくれることが、我々事業者としても必要だと考えて

おります。そのような意識をもって、引き続き積極的に生徒を受け入れていきたいと思い

ます。
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イ　総括

　平成30年度学校基本調査による

と、高校卒業後の大学・短期大学

進学率は54.8％で、ここ10年ほど

横ばい、就職率は17.5％で、こち

らも横ばいになっています（図１

参照）。全国的にみるとこのような

状況ですが、東京都では大学・短

期大学進学率64.7％、就職率6.5％

と極端な傾向がみられます。その

一方で大学・短期大学進学率が５

割に満たず、就職率が３割を超え

るような県もあります。このよう

な県では、職場体験をリアルな形

で積極的に進めている高校も少な

くありません。

　さらに大学卒業後の進路に目を

むけてみると、就職が約８割、進

学が約１割、その他の進路が約１

割という状況になっています。こ

れまでの推移をみると、進学率に

はさほどの変化はみられませんが、

就職率やニート・フリーターなど

の状況は、社会背景や雇用環境に

大きく影響されていることがわかり

ます（図２参照）。

　東京都では、平成17年度より「中学生の職場体験」を積極的に推進していますが、高校卒業

後の進路というよりも、平成12年から平成16年あたりにみられる大学卒業後の進路の危機的な

状況を背景に（図２参照）、若年雇用対策の一環として推し進められたのではないかと思います。

これは、東京都に限ったことではありません。

１　職場体験の現状と課題

　現在、全国の公立中学校での職場体験の実施率は98.1％、東京都では99.5％（該当学年に生徒

が在籍する学校に限れば100％）に及んでいます。ただし、東京都のように５日間の実施を原則

としている自治体は、全国的にみると15％程度に過ぎず、その他の自治体では、１日だけの体

図１

図２
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験で生徒がお客さんのように扱われているケースもみられます。「職場体験を何日すればよい」

という正解はありませんが、５日間の実施により、生徒の本音や本性がみえてくることもあるで

しょう。緊張だけではなく、いらついたり、面倒くさそうになったり、自然に笑顔になったりといっ

た生徒の様子があらわれてくる一方で、受け入れる事業者側も、大人としての表情や本音が出て

くるかもしれません。であるからこそ、その５日間が終わる頃には、仕事を体験するだけでなく、

仕事を通した人々との心に残る体験になりうると言われています。東京都の中学生には、こうし

た体験をしている生徒も少なくないのではないでしょうか。

　東京都の取組に対してはこうした期待を抱くとともに、懸念もあります。私は学校の先生方に

対する研修を行う際に、とくに職場体験を100％実施しているような自治体の先生方には、「職

場体験を実施することそのものが、目的になっていませんか」という問いかけを必ずしています。

「手段が目的化していませんか」ということです。生徒が学んだり、成長するための「手段とし

ての」職場体験というのが本来の姿であり、その役割のはずなのですが、職場体験を100％実施

しているような環境では、「うちだけやらないわけにはいかない」「とにかく実施をしなければ」

という一種のノルマとなり、「職場体験の実施＝目的」になりがちです。

　手段と目的が混同されると、例えば事前・事後の指導においても、「受け入れ先への粗相がな

いように」ということに重きが置かれてしまいます。丁寧なアポイントメントやお礼状を作るこ

とも重要なことですが、こうしたマナー教育をするために職場体験を実施しているのでしょうか。

職場体験の目的の一部ではありますが、本来の主たる目的ではないように思います。職場体験を

実施する本来の目的を念頭におき、それに対応する事前・事後指導を行い、「子どもたちがどの

ように変わったのか」などを「本来の目的と照らし合わせて」評価し、受け入れ先とも共有する

ことが大切です。

２　新たなキャリア教育へ

　新学習指導要領でも、キャリア教育のあり方

が、従来の「打ち上げ花火型（学校への財政的

なバックアップのもとでスタートさせる新しい

事業など）」から、「宝探し型（学校という環境

の中に埋め込まれている働きかけへの気づきや

活用など）」へと変化しています。これは、若年

雇用対策から、生徒のキャリア形成を意識した

学校教育全体を通じての取組（地域や事業者と

の開かれた連携を含めて）への変化でもあり、

キャリア教育のセカンドステージへの移行ともい

えます。そこで重視されるのが「基礎的・汎用的能力」、すなわち、生徒が学校から社会へ円滑

に移行できるようにするために、社会的・職業的自立に向けて備えるべき、課題対応能力等の能

力です（図３参照）。

図３
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　中学校段階のキャリア発達課題としては、こ

れまでにも「現実的な探索」「暫定的な選択」な

どが挙げられています（図４参照）。こうした時

期に、社会における実際の職場で仕事を体験し、

そこで働く人々との関わりを経験することによ

り、生徒は少なからずの影響を受けています。

ただし、その影響は職場体験後すぐにあらわれ

るとは限らず、むしろ、あとで振り返ってみれ

ばということの方が多いように思います。

　また、新学習指導要領では、「（教師が）何を

教えるか」ということよりも、「（生徒が）何が

できるようになるか」に重きをおいており、「知

識・技能」「思考力・判断力・表現力等」に加え

て、「学びに向かう力・人間性等」として、「ど

のように社会・世界と関わり、よりよい人生に

していくのか」についても、育成すべき資質・

能力として重要視しています（図５参照）。これ

は、キャリアの視点に他なりません。こうした

キャリア教育の要として、特別活動に対する期

待も高まっています。

３　今後の職場体験のあり方 ～事業者の皆様にお願いしたいこと～

　今後は、職場体験に関しても、生徒の興味関心に基づく仕事を体験するだけでなく、「この仕

事は、こんな風に社会の役に立っているんだな」「このような仕事に就く人たちがいて、社会は

成り立っているんだな（その人たちがいないと、こんな点で困るなあ）」といった学びや気づき

がより強く求められるように思います。中学生が自己実現への模索とともに、「社会に対して自

分がどのような役割で関わり、貢献できるのか」といった探索を現実に即して行うためには、事

業者の皆様の御協力が必要です。

　『学校と企業と地域をつなぐ 新時代のキャリア教育』という書籍の中では、企業側の視点から、

学校側がキャリア教育に失敗する４大要因を示しています。それを参考にすると、職場体験に失

敗する要因として、以下の点が挙げられるのではないでしょうか。こうした失敗を少しでも減ら

すためにも、学校側と事業者側の対等な関係での協働を期待しています。

①事業者に漠然とお願いする。

職場体験の本来のねらいを伝えず、漠然としたお願いに留まっていたり、事務連絡のみで職

場体験の日を迎えてはいないでしょうか。

図５

図４
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②メジャーや、ナンバーワンを求めすぎる。

先生も生徒も、職場体験先の選定にあたって、知名度や「ナンバーワン」といったレッテル

ばかりに着目していないでしょうか。

③生徒の希望をとったり、生徒に選ばせたりする（生徒の興味関心に注力しすぎる）。

　　「生徒の興味関心のある職場を体験させること」だけが、職場体験のねらいではないはずです。

④結果（成果）を学校の中だけで貯めてしまう。

事業者と学校が双方向からの視点で成果を共有することなく、お礼状の送付や校内の体験発

表会の開催などで済ませていないでしょうか。

　

　最後になりますが、職場体験の実施を通して、中学生を皆様に「共育」していただきたいと考

えています。これは、本日御登壇いただいた方々のお話とも共通していると思います。職場体験

を通した「共育」では、双方の意見を交換しながら、「目的の共有」「目的に即した方法の共有（生

徒への接し方の共有など）」「成果の共有」が大切です。　

　さらにいえば、事業者の皆様にとってのメリットも見出すことが重要です。学校と事業者の双

方が「来年もやってみたいね」「今度はこうしてみたいね」という思いを抱き、意見を出し合え

るような取組であれば、生徒の成長にもつながりますし、皆様にとっても、様々な面での学びの

機会になるのではないでしょうか。
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ＡＳＡ　駒沢 社会福祉法人敬愛学園　多摩境敬愛保育園

市村農園　押立農場 社会福祉法人興善会　子供の家愛育保育園

大田区立御園中学校　みその学校サポート 社会福祉法人のゆり会　のしお保育園

大宮八幡宮 社会福祉法人和光保育園

尾久自動車学校 スポーツクラブ　ルネサンス青砥24

お花茶屋北口整骨院 生活協同組合コープみらい

おりづる苑もりの 西友　阿佐ヶ谷店

学習型体験農園みのり村 西友　永山店

学校法人小澤学園　国立冨士見台幼稚園 セントラルフィットネスクラブ西東京

学校法人森田学園　清瀬しらうめ幼稚園 滝島園

金町消防署 ニトリ　赤羽店

株式会社交運社 ニトリ　東大和店

株式会社高幡まんじゅう松盛堂 東小岩中央整骨院

株式会社日本サービスセンター　アンフェリシオン ファインケアガーデン清瀬

株式会社ベビーランドタマベビー 府中消防署

亀有警察署 ＢＯＯＫＯＦＦ　ＰＬＵＳ　荻窪駅北口店

北千住中央整骨院 フラワーショップみねぎし

京成タウンバス株式会社 ペットショップＺＯＯ

サミットストア　三鷹市役所前店 ラケットショップフジ

産婦人科コンチェルト

ウ　表彰

　区市町村教育委員会及び「中学生の職場体験」推進協議会委員からの推薦に基づき、「中学生

の職場体験」事業に関して特に功労のあったと認められる以下の39団体に対して、感謝状を贈

呈した。
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「中学生の職場体験」功労事業者等感謝状贈呈要綱
平成２３年１１月１８日
２３青総青第８６４号

一部改正２５青総青第７５６号
一部改正２７青総青第６４号
一部改正２９青総青第７００号

（目的）
第１　この要綱は、「中学生の職場体験」事業の推進に関し、特に功労のあったものに対して、
　　感謝状を贈呈することにより、その功労を讃えるとともに、「中学生の職場体験」事業の
　　より一層の理解及び推進を図ることを目的とする。

（感謝状の贈呈）
第２　感謝状は、青少年・治安対策本部長（中学生の職場体験推進協議会委員長）（以下「本
　　部長」という。）が、受入協力事業所、産業団体、ＰＴＡ、ボランティア等の団体及びこ
　　れらの団体に所属等する個人（以下「事業者等」という。）のうち「中学生の職場体験」
　　事業の推進に関し特に功労のあったもの（以下「功労事業者等」という。）に贈呈するも
　　のとする。その際、記念品を添えることができる。
　２　同一功績での同一事業者等への感謝状の贈呈はしないものとする。ただし、本部長が特
　　に必要と認める場合はこの限りでない。

（事業者等の推薦）
第３　本部長は、次の各号のいずれかに該当する事業者等について、区市町村又は中学生の職
　　場体験推進協議会委員から、推薦調書（別記様式「中学生の職場体験」功労事業者等推薦
　　調書）により推薦を受けるものとする。
　　(1)中学生の職場体験としての５日間程度の中学生の受入を５年間以上継続して行っており、
　　　かつ、その期間内において、年間平均で３校以上、又は１０人以上の受入実績があること。
　　(2)５日間程度の職場体験を実施するために特に優れた他の模範となる取組を実施していること。

（功労事業者等の決定）
第４　本部長は、第３の規定により推薦を受けた事業者等の中から、功労事業者等を決定する
　　ものとする。

（庶務）
第５　本感謝状贈呈に係る庶務は、青少年・治安対策本部総合対策部青少年課において処理す
　　るものとする。

　　　附　則
　この要綱は、平成２３年１１月１８日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２５年１１月７日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２９年１０月２６日から施行する。
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（１）アンケート調査結果

ア　アンケートについて
　「中学生の職場体験」に関する成果と課題を把握するために、中学生とその保護者、受入事業

所に対してアンケート調査を実施した。

　

【回答者】

（１）以下の中学校の生徒のうち、平成30年度に職場体験をした生徒

（２）（１）の保護者

（３）「中学生の職場体験」推進協議会委員所属団体の関係事業所

【調査方法】

（１）中学生及びその保護者

職場体験終了後、都立校へは直接、区立校へは所管の教育委員会を通じて各中学校へ無記名式

のアンケート用紙を配布し、中学生及びその保護者による回答を中学校を通して回収した。

（２）事業所

平成30年度「中学生の職場体験」推進協議会委員の関係事業所を対象に電子メールにてアン

ケートの様式を送付し、回答を電子メール及びファクシミリによって回収した。

【調査時期】

平成30年10月から11月まで

【有効回答数】

中学校生徒　　　　811人

中学生の保護者　　479人

受入事業所　　　　371事業所

東京都立桜修館中等教育学校 東京都立大泉高等学校附属中学校

東京都立武蔵高等学校附属中学校 板橋区立加賀中学校

渋谷区立本町学園中学校 杉並区立西宮中学校

中野区立中野中学校 中野区立南中野中学校

練馬区立石神井西中学校 港区立高陵中学校
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イ　中学生に対するアンケート

【1】職場体験で印象に残ったこと

○いろいろなお客様と話せたこと。

○ひとつひとつの資料を手作業で作ること。

○普段気付かないようなところにも気をつかっていたこと。

○時間があまりないときでも協力して仕事をすることで、時間内に終えることができたこと。

○実際にお客様に接客したときに「がんばってね」と声をかけていただいたこと。

○子どもたちの遊び相手をしたこと。お別れのときに泣いてくれた子がいたこと。

○とにかく大変だった。疲れた。達成感があった。

○職員の方一人一人が自主的・主体的に働いていたこと。

○サービス精神

○場内アナウンスの緊張

○通しでの作業の後、職員の方がおつかれ様と言ってくださったこと。

○最後の職員の方のお話

○お客様に対する店員さんの対応力

○働いている人の気持ち

○カウンターで人と触れ合うこと。

○お客様に場所を聞かれて答えることができ、「ありがとう」と言われたこと。

○いろいろと注意されたこと。

○とても神経の張る仕事で、緊張したことが印象に残りました。

○言葉の大切さと大変さについて知った。

○職場体験先の人がとても優しかった。毎日コメントをもらえて、最後の日に手紙と賞状をもら

えたことが印象に残りました。

○普段見ることのない裏で行う仕事の体験

○今の様に指示されて動くのではなく、自ら動き働くのが基本であるということ。

○仕事には流れがあること

○体験先で仕事を任せていただいた時の責任感です。

職場体験を通して、働くことや
学ぶことの大切さを感じたり考
えたりする機会となったか。

職場体験を通して、社会の一員
として、マナーやルールについ
て学ぶことができたか。

体験期間の設定について、どう
感じたか。

とてもできた
68％

できた
31％

あまりできなかった
1％

短かった
39％

ちょうどよかった
43％

特に感じなかった
10％

長かった
8％

とてもなった
69％

なった
27％

あまりならなかった
4％
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○お店の方に ｢あなたがいて助かる｣ と言われた時

○職場のみなさんがとても親切だったことや、1日にやることが多く、「これを全部おぼえるのか」

と尊敬した。

○子どもたちにおもしろいことをした時にわらってくれたこと。

○自分達が行った研修と実際プロの方が行っている風景が全く違い、臨機応変にできているのが

すごいと思った。

○地域の人とのコミュニケーションを大事にしていること、チームで意見を出し合っていたこと。

○集団の中で自分の意見をもつことの大切さが印象的だった。

○小さな作業でも、みんな集中して仕事をしていた。楽しそうだった。

○お客様に喜んでもらえるような工夫が沢山あったこと

○接客でどのようにすれば礼儀正しくできるかが難しかったこと

○自分の手で一から商品を作ったこと。

○お客の笑顔のためにひたすら頑張る姿

【2】学校生活や将来に生かそうと考えていること

○自分が気付いたことは自分からやる。

○職場体験で自分から積極的に行動を起こすことの大切さを学んだので、これを生かしたいです。

○仕事の大変さを知り、どんなことにも一生懸命取り組もうと思った。

○周りのことをよく考えて行動しようと思う。

○相手を気づかう心が大切だと思った。

○将来、どの仕事に進んでもコミュニケーションを大切にしたい。

○礼儀や感謝の気持ちを怠らない。

○職業を選ぶときにいかしたい。

○声をかけ合い協力する大切さを知った。日常での班の課題や部活動で協力し合いたい。

○常に全体を見て生活し、気を配ることを忘れないようにしたいと考えている。

○挨拶や礼儀はもちろんきちんとやり、相手が喜んでくれるような行動を心がけていきたい。

○相手が何を求めているか、どう自分の言いたいことを伝えたらよいか、といった会話での工夫。

○時間、ルールを守ることの大切さを改めて感じたので、意識して生活していく。

○誰かに喜んでもらえるようなことをしようと思った。

○一人一人が責任をもった行動を心がけ、自ら進んで動くようにする。

○突然、自己紹介や説明を振られることが非常に多いので、事前の準備が大切ということ。

○仕事はお金をもらうためだけでなく、やりがいも大切にしたい。

○お金をかせぐことの大変さが分かったので、お金を大切にしていきたいと思った。

○時間を守る、失敗は隠さないなど基本的なことや、誰かに尽くすことの大切さなど。

○もっとしっかり自分の意志を持とうと思った。

○負担を分けると効率が上がる。
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○時間を守る大切さや仕事を素早く、かつ丁寧に行うことを将来に生かしたい。

○働いている人の事を考えながら、様々なサービスを利用したい。

○必ずしも全部が全部自分の望む仕事じゃないから、それをしっかり受けとめて、全力で行う。

○進んで家事を行ったり、広い視点を持って物事をみたいと思う。

○思いやったり、時に引いたりすることも人間関係において大切であり、実践したい。

○自分にあった職業を選ぶことがとても大切だと思ったので、やりたいことを探していきたい。

○表で仕切るだけでなく、裏方の仕事も楽しいと考え直したい。

【3】その他、職場体験について思ったことや考えたこと

○仕事は大変だったけど、やりがいを感じられるものだったので楽しかったです。

○常に周りを気にして行動したりするというのは大変であったが、達成感もあった。

○将来の展望、家族への感謝につながるいい取組だと感じた。

○責任をもってすること、あいさつ、感謝の言葉は大切だと思った。

○１つ１つの仕事は僕たちにもできることだらけでも、それを連続でやると大変だったが、職場

の方々がはげましてくれて、疲れもふっとんだ。

○1日目は楽しかった。2日目は大変だった。3日目はお客様のことを考えられた。

○楽しい部分がある反面、大変なこともいっぱいあって、とても体力がいると思った。

○来場者やボランティアの方にねぎらいの言葉をいただいたのがうれしかった。

○とても良い体験となったので、会社に迷惑をかけない程度に続けて欲しい。

○違う職場も体験してみたいと思った。

○イメージと仕事が全く違い大変だった。

○体験先の選択肢がとても大まかだったので、もう少し細かくしてほしかったです。

○自分の祖父母も行った施設に通っている人と同じくらいの年齢だったので、少しでも助けてあ

げられるところがあれば手伝っていきたいと思った。

○最初は不安だったが、終わってみると楽しかった。

○もっと長くしてほしい。

○簡単そうに思えていたことも、実際にやってみるとすごく疲れたので、大変だと思った。

○学校では学べない社会のルールや礼儀を知れる貴重な体験になったと思う。

○希望する職種だけではなく、もっと何種類も体験できたら良かったなと思います。

○日数が少なくて、あまり深く学べなかった。

○本当に貴重な時間だったので、もう一度別の所へ行ってみたい。

○働く先が途中で変わるのをやめてほしい。

○きびしいことを言われても、くじけずがんばれて、とても良かった。

○職場の方々や地元のお客さんに支えられて３日間やり通すことができて、人の支えはとても大

事だと思いました。そしてすごく楽しかったです！

○大変だなと思う時もあった。しかし、それはお客様のためなので、頑張ってやろうという気持
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ちがわいてきた。

○他校と日時をかぶらせると自由に出来ず、行けなくなるから、そこを工夫してほしい。

○体験先を自分で選べたので、希望していた所に行け、いろいろな体験先の発表を聞けました。

○毎日働いている親がすごいなと改めて尊敬した。

○「働く」ということは自分の成長に必要なことだと分かった。

○本当に職場体験で学んでほしいことは、言わないで気付いてもらう方が記憶に残ると思った。

○お店に迷惑をかけてしまったが、とても学校生活ではできないような体験ができた。

○なかなかない職場の裏側を見ることができて新鮮だった。

ウ　保護者に対するアンケート

【１】体験先への要望

○フィードバックがほしいです。

○先方の作業の都合で体験を切り上げられたそうでした。長い時間をかけて行ったのに、正直がっ

かりだったと本人が話していました。

○職場体験をひきうけて下さったからには、その職場のさまざまな仕事や他の人では知らない、

体験したからこそ知り得ることを教えてほしいと思います。「忙しいから、させる仕事がない

から」ということで３日間ずっと袋づめ、袋から商品を出すだけなど無言で３日間が終わるよ

うな体験はかわいそうです。それならば引き受けないでほしいと思いました。

○職場訪問をして店長さんの話しを聞いて、体験をしたいと思ったようです。

○５日間といっても２カ所に行き、２日間と３日間で、これでは短い。

○自分で行ってみたい職場のピックアップが難しかった(思いつかなかった)様です。体験を受入

れやすい職場(業種）等が事前にわかるといいと感じました。

○子供だけで職場に行くのに、公共の交通機関で行きやすいところの方が好ましい。

○暑さ厳しい中、高温の室内での作業で本人が体調を崩した。真面目な性格で我慢してしまった。

○老人施設への体験でしたが、職員の方が認知症の説明内容が少しつめたく感じたようでした。

「明日また会っても憶えてないよ。」との言い回しでは、患者さんの病状がわからないと思いま

した。

職場体験を通して、働くことや
学ぶことの大切さを感じたり考
えたりする機会となったか。

お子さんは、職場体験を通して
社会の一員としてのマナーや
ルールについて学んだと思うか。

体験期間の設定について、どう
感じたか。

大変思う
51％

どちらかと
いうと思う
45％

あまり思わない
4％

大変思う
54％

どちらかと
いうと思う
44％

あまり思わない
2％

短かった
26％

ちょうどよかった 71％

特に感じなかった
2％長かった 2％
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○受け入れ側の都合もあると思うし、御苦労もよくわかりますが、急に予定時間より遅い集合に

なったり、早く帰されたり、というのは、どうかと思いました。

○３日目の予定がかなりかけ足になってしまったことが、本人としては残念だったようです。

○今回は清掃や花ボランティアの方々との作業が多かったため、もう少し事務的な業務も（でき

なかったとしても）見せていただきたかった。

○職場で働く人やお客さんとの会話ややり取りを行えるよう工夫してほしい。

○職場の良い所、大変な所など、いろいろな事があることを理解させて欲しいです。

○待ち時間が長い時があったようです。何かしら役割を与えてほしかったです。

【２】体験を通して子供に学んで（体験して）ほしかったこと　

○社会人のマナーやルールと仕事（業務）に対する責任の重さなど。

○本で読んだり、人に聞いただけではわからなかったことを発見して欲しかった。

○働くことの意味を問う人間になって欲しいと思っています。

○いろいろな職業があり、いろいろな知識が必要とすることを実感してもらいたい。

○時間の大切さ

○職業として特定の分野で活動する感覚を少しでも経験できたらと思いました。

○今までサービスや教育等「受ける側」だった立場から、逆に「提供する側｣ に変わる事で気付

く事が多いので、その受けるサービス等への感謝を感じて欲しかったです。

○働いている人の動機や今後の夢、どの様な勉強をしてきたかということ。

○何をしたらよいか自ら行動できることを学んでほしいです。

○実際の職場の雰囲気を体験して、社会の一員となることについて考えるきっかけとなれば。

○礼儀と約束を守るという責任感を学んでほしいです。

○職場の方々と協力して、お客様に快適なサービスを提供する大切さと、労働を通して金銭を得

る大変さを実際に学べて良かったと思います。

○華やかそうな仕事、楽しそうな仕事でも、それだけではなくさまざまな作業があること。

○たくさんの人たちの協力があって社会が成り立っていること。

○まだ中学生なのでむずかしいとは思いますが、言われたことをただやるだけではなく、次の指

示を仰いだり、自分にできることはないかなと能動的に動くことを学んでほしいです。仕事を

していくうえで大切で、企業が求める部分は、その部分です。

○少しでも将来について考えてもらえたらと思う。一人では働けないことを学んでほしい。

○人とのコミュニケーション

○仕事というものには責任がともない、どんな職種でも皆プロとしてやっているということ。

○将来の選択肢を増やすため、やりがいや楽しさ、想像のつかない職場（仕事)があるということ。

○努力、根気、より効率よく働けるかなどの知恵や工夫が必要であることなど、お金を稼ぐとい

うことがどういうことなのか、客の立場でない部分を知って欲しい。

○どんな気持ちで社会人として働いているのかということ。
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○友人関係とはちがう、縦と横の人とのかかわり。

【３】その他感想・要望

○長期で働く際に必要な忍耐力や自己管理力などまでは、この短期間では学べないので、そのあ

たりは職場からのフォローが必要かと思います。

○普段から敬語を使って話をすることや、要領よく話をまとめて相手に伝える練習ができるとい

いと思います。職場体験は社会を知るとてもいいチャンスだと思うので、有意義に過ごしてほ

しいです。イメージがわきやすいよう、１年生の頃から「職業｣ というものに対して、もう少

し何か紹介がされてもいいのかなと思いました（体験先を決めるのに困っていました。）。

○きちんと仕事として捉え、終えて帰って来てからの発言からは、やらされている感じはみられ

ず、少しでも役に立つよう迷惑を掛けないようにと本人なりにまじめに取り組んでいたようで

す。毎朝７時前には家を出て通勤ラッシュも経験し、大変なこともあったと思いますが一度も

弱音を吐くこともなく、受け入れてくれた会社への感謝の言葉を聞いて、とても良い経験が出

来たのだと思いました。

○準備から始まり、あいさつ状を書くところまで社会での型式を学ぶことはよいと思った。

○「やってみたい仕事｣ の職場では中学生の職場体験を受け入れを行っていなかった様です。そ

のため何度も企業に電話をすることも今までなかった体験となり良かったと思います。

○学生の時に仕事を実際の職場でできることはなかなかないので、続けて欲しい。

○体験先探しは、もっと早くから始めないと間に合わないと思います。

○５日間も行ったら訪問先に御迷惑にならないか心配でしたが、１つのことを覚えるには必要な

日数だと思います。職場には大変お世話になったと思っております。

○学校でない社会に触れる事はとても大事な経験と思います。それを子供達が感想や学んだ事を

発表すること、プレゼンテーションも大変良い学習と思います。

○自分で訪問先を探して問い合わせていた時は、期待で目を輝かせて力説してくれました。結局、

希望とは違う職場体験でしたが、そちらでも達成感があって毎日楽しかったようです。訪問先

探しが大変かと存じますが、取組を継続していただきたいです。

○将来、就きたいと思っている仕事への意識がより高まったのではと思います。電話で先方とお

話をすることもとても良い経験であったと思いますし、体験後のレポート作成（プレゼン）も、

より内容を深めるものであったと思います。ありがとうございました。

○職場体験はとても良いことだと思います。ふだん接しない大人の中で、「仕事」という責任あ

る事に就き、家族の中や学校では学べない事を学べると思います。息子は多くは話してくれま

せんでしたが、何かを一つずつでも学んでいてくれたらと思っています。

○毎日、異なるプランを用意していただき、非常に刺激的な職場体験だったようです。

○子供が希望した職場が第４希望まで都合が悪く、結果第５希望の所と先生の推薦先となりまし

た。第５希望の所は、７年生の時に職場訪問をした所だったので、８年生で体験するという理

想的な流れが出来、充実した内容で先方も喜んで下さったと聞きました。
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○体験するだけではなく、準備から報告・感想まで細かくレポートにするのは良かったと思う。

○兄弟で２度目の職場体験になりますが、行く先によって内容・対応が異なりすぎるように感じ

ます。受け入れ先をもう少し精査した方が良いのでは。

○子供の職場体験を見に行きました。いつもと違う子供の姿が見られて成長を感じました。

○ジャンルがもう少し細かく分かれていれば、もっと希望の職場の体験ができると思います。

○交通が不便で徒歩45～50分ほどと聞き、それも経験とは思いましたが、朝早く出発するため

心配な面がありました。

○期間が短いので見学に近い体験になっていると思いました。以前、受け入れ職場にいましたが、

日を重ねるごとに成長していく様子を見ていたので物足りなく感じます。

エ　事業所に対するアンケート

【1】生徒の様子や態度にどのような変化があったか。

○業務に対しての興味が増えているように見えました。

○明らかに初日より２日目、３日目の行動に変化があった。

○仕事に対しての楽しさや厳しさを感じてもらえた。

○大人の顔になっていたと思う。

○何事にも初めての体験でしたので、興味をもって自分から積極的に行動していました。

○よく質問をする様になった。

○返事が良くなり、お客様への声かけなど前向きになった（「ハイ」「いらっしゃいませ」「あり

がとうございました」など）。

○業界に興味がなかったが、お客様との対応等を見て、職業に対する考え方が変わったそうです。

大変積極的
23％

積極的
69％

消極的
8％

大いに
あった
11％

あった 76％

なかった
13％ 職場体験の

意義・心構え
45％

マナーやルール
21％

その他
14％

言葉遣いや態度
20％

受け入れた生徒たちの活動への
取組姿勢

職場体験を通して、生徒の態度
や様子に変化はあったか。

事前に学校で特に指導しておい
てほしいことは何か。

0% 25% 50% 75% 100%

1校　54％ 2校
8％

3校
14％

4校
7％

6校以上　13％

5校　4％

0% 25% 50% 75% 100%

1 ～ 10人　76％ 11～20人
12％

31人以上　7％

21～30人　5％

0% 25% 50% 75% 100%

1 ～ 10日　74％ 11～20日
16％

31日以上　5％

21～30日　5％

【受入学校数】 【受入人数】 【受入のべ日数】
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○最初は緊張もあったと思いますが、お客様から直接「ありがとう」などお声を掛けていただき、

自信を持って接客（お茶出し等）できるようになりました。

○仕事を正確に行うようになった。

○サービス業を理解し、受け答えの声が大きくなり、自信のある態度になった。

○全員で協力しあっていた。

○時間とともに、私共とのチームワークができるようになった。

○２日目からは「次に何をしますか」と聞いてきたり、最終日には自分から動ける生徒もいました。

○仕事をしてお給料をいただく大変さを知っていただいた。

○スーパーの仕事が商品を販売するにあたっての業務やルールがいろいろあり、商品管理販売の

大変さを体験し、仕事の大変さとやりがいを学んでもらった。

○試食を実習の中に取り入れ、お客様へのアプローチを実施し、最終日には少しずつ声掛けが出

来るようになっていた。

○後日、お手紙をいただいた中に、仕事をすることの大変さ、御両親は毎日仕事をしてお給料を

もらい家族が生活できていることを知り、ありがたさを感じてくれた様です。

○毎日の研修終了時の終礼で、当日感じたことを1人1分間程度スピーチしてもらったが、日々

話の内容がレベルアップしていくように感じました。

○「いらっしゃいませ」の声掛けを日々行い、お客様より「お褒めのお言葉｣ を生徒がいただいた。

○当初は不安も大きい様子だったが、体験を終えて意見も出るようになった。

【2】受け入れに際してどのような準備をしたか。

○体験期間のスケジュール表を作成・共有し、受入期間に気付いたことは随時全員で共有した。

○体験内容や生徒の人数等を情報共有し、各部署ごとの担当を決めた。

○マニュアルや資料の作成

○会社のアルバイト採用時のマニュアルを用意した。

○名札の製作

○作業手順や安全面に注意して、どこまでなら体験可能か事前に打合せをした。

○担当してもらう仕事内容の説明の仕方や、繁閑に合わせた仕事内容を決めた。

○スタッフに対する技術協力要請

○子ども達への接し方

○事前ミーティング

○灰皿の撤去

○受入人数、男女により配属部署を考慮している。

○事故のないよう、売場やバックルームの整理整頓をした。

○従業員に、学生さんへの声かけの要請と、模範になるよう前もって連絡させた。

○普段社内教育で用いるツールを活用し、最低限のお客様対応マナーが教えられるようにした。

○受付から日程・時間の調整までを本部と店舗で連携して行うことによって、人事異動による連
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絡の行き違いや、他校との日程のバッティング等のトラブルを防いでいる。

【3】事業所にとって良かったこと

○普段、来館者数の少ない中学生から、展示や施設サービスについての感想や要望を聞くことが

できること。職場体験で来た生徒が家族や友人を連れて再来してくれることもあります。

○従業員の社会貢献への意識向上

○近所の中学生と親しくなった。中学生の家族と交流が出来た。

○指導する作業員も見られている緊張感と忘れがちなあいさつの大事さを再認識した。

○従業員が誰にでも親切丁寧に接するようになりました。

○とても若い風が吹き、工場内の空気が変わる。

○中学生の目線での意見などが聞けた。

○若いスタッフが初心に戻り、活気が出た。

○スタッフ間の連携や技術の再確認になった。

○お礼状が届いてうれしかった。

○仕事を教える担当者が仕事の基本の再確認が出来た。

○通常と違う雰囲気で仕事に取り組める。

○最終日に壁新聞を作成していただき店頭に貼り出した所、近所の方々に見ていただきました。

○指導する立場になった事で、自分達が何をすべきかを積極的に考えるようになった。

○自店のお客様の子供達が体験に来るようになった。また、技術工程をわかり易く説明する等の

訓練になっている。

○学校で流行している事柄等、現在の中学生の様子を知ることができた。

○人手不足の状況で少しの時間(日数)でも仕事の手伝いをしていただき、売場は助かります。

○仕事の内容や業務を学んでもらい、将来職業選択の時の選択肢になってもらえればと思います。

○年配のお客様からの印象が良かった。生徒さんに話しかけてくれて、和やかな雰囲気になり

ます。

○職場体験に来た生徒さんが、後に仕事が楽しかったのでバイトしたいと来てくれたこと。

○経験のない人が入ってきた時の指導、教育、コミュニケーションの取り方をどうやったらいい

かのよい経験になったと思います。

○我が子のような年齢の為、スタッフからの気配りがあり、部内のコミュニケーションが向上し、

売場が明るくなる効果もあります。

○今後高校や大学に進学した際に当社に興味を持ち、入社を検討してもらえればと考えている。

○私共の業界に興味を持ってもらったこと。

○外部の方をお迎えする事で自分達の仕事がどう見られているか再度確認する事ができました。

お客様目線での質問などいただければ、今後の店作りに勉強になります。

○お客様から良い印象を受けた。

○生徒の一生懸命な姿に従業員が感化され、刺激になることはもちろん、お客様から「頑張って
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ね！」などの声掛けをいただく等、地域全体で子供の成長を見守るという、温かい雰囲気で店

舗が包まれました。

【4】その他御意見・御要望等

○生徒さんに事業場を選んでほしい。

○受入当初からの生徒が大学生になる頃、毎年アルバイトにきてもらい非常に助かっている。

○取組姿勢については、個人差が見られ、意識が高い学生もいた。また、職場体験ノートなどに

保護者からのコメントもあり、家庭によっても意識の違いが感じられた。

○興味がないのに体験に来てつまらなそうな方がたまにいます。希望の所に行けなくて来たなど、

３日間の体験がつらそうでした。

○学校で日程が重ならないように調整をお願いします。

○職場実習を通じて、どういったことを教育したいのか学校なりの特色や提案がほしい。一部、

企業に丸投げをしている学校が見られます。

○各学校からバラバラと依頼の電話が掛かってきます。ある程度まとまってスケジュールが判る

と、受け入れの計画が立てやすいです。

○各校、担当の先生が必ず生徒さんの研修振りを確認に来ていただいております。沢山の事業所

を回るのは大変だと思いますが、今後もよろしくお願い致します。

○昨年のケースですが、遊びに来ている感じの学生がいたことも事実です。直接のお客様商売の

為、真面目な学生を望みます。

○店での準備時間を短縮する為に、ある程度の受け入れマニュアルなどが一括してあるとスムー

ズに受け入れ体制が作れると思います。

○既に受け入れが決まり、詳細まで打ち合わせが済んでいる学校の同じ学年の違う先生から異な

る内容で依頼が来ることが間々ございます。多くの学校様を受入れているため、クラス単位で

はなく学校単位でのお申込みをお願いいたします。
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（２）都庁関連職場受入実績

局　　名 平成29年度の主な受入場所 受入中学校(校) 受入日数(日) 受入実人数(人) 受入延人数(人)

総務局 首都大学東京荒川・日野・南大沢キャンパス 8 22 17 46

財務局 財産運用部管理課 ２ ６ ４ 12

主税局 都税事務所 39 70 153 205

生活文化局 東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、都民情報ルーム 7 18 17 45

オリンピック・
パラリンピック準備局

駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館、東京辰巳国
際水泳場、武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京都障害者総
合スポーツセンター、東京都多摩障害者スポーツセンター

26 73 114 360

都市整備局 東京臨海高速鉄道株式会社運輸部 1 2 2 4 

福祉保健局 荏原看護専門学校、府中看護専門学校 4 9 10 23

病院経営本部 大塚病院、広尾病院、墨東病院 15 21 19 31

産業労働局 東京都農林総合研究センター、島しょ農林水産総合センター 3 9 4 12

中央卸売市場 板橋市場、大田市場、葛西市場、北足立市場、世田谷市場 23 84 55 206

建設局 動物園、植物園、公園等 69 224 281 761

港湾局
東京港管理事務所、東京港野鳥公園、お台場海浜公園、
葛西海浜公園、大井ふ頭中央海浜公園、城南島海浜公園、
ゆりかもめ

6 17 19 36

東京消防庁 各消防署 266 719 1,029 2,749

交通局 駅務管理所、自動車営業所 76 199 212 523

水道局 水源管理事務所、浄水管理事務所、支所等 8 18 23 52

下水道局 下水道事務所、水再生センター 20 59 64 179

教育庁 指導部義務教育指導課、都立図書館、東京都立埋蔵文化
財調査センター 22 71 68 204

警視庁 各警察署 181 486 751 2,209

青少年・治安対策本部 総合対策部 6 16 19 52

合　　　　計 782 2,123 2,861 7,709

※　平成30年12月現在での受入予定数を含む。
※　集計の結果、受入日数の合計が１日に満たない部分は切り捨て
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（３）「中学生の職場体験」事業者向け受け入れガイドライン

１　職場体験実施までの流れ

職場体験の実施

受入事業所

総括担当者を決めます。

各部門へ、中学生受け入れに
向けたプログラムの準備を依
頼します。各部門の体験指導
者を決定します。（受け入れ
を行う部門は、１つでも複数
でも構いません。）

中学校から受け入れの依頼が
あります。時期や人数等を考
慮の上、受け入れの可否を決
定し、中学校へ文書等で通知
します。

中学校の担当教員と打ち合わ
せをして、★１のような内容
を確認します。

総括担当者が中心となって体
験指導者と共に、具体的な受
け入れメニューを組み立てま
す。

生徒と事前の打ち合わせをし
て、★２のような内容を伝え
ます。

学校

職場体験の日程等を決めま
す。

受け入れてくださる事業所を
探します。受け入れをお願い
する日程や概ねの人数及び時
間等を伝え、事業所に依頼を
します。

事業所の統括担当者と打ち合
わせをします。

生徒の事前訪問について、日
程調整をします。

生徒

○事前学習を行います。（社
会人としてのマナーや働くこ
との意義等を学びます。事前
学習の内容は学校により異な
ります。）
○体験をする事業所を決めま
す。希望の事業所を選ぶ場合
と教員が割り当てる場合があ
ります。

事業所を事前に訪問します。
疑問点等を統括担当者に質問
します。

調整

依頼

打ち合
わせ

打ち合わせ

★１　事業所と担当教員との打ち合わせ内容（例）
○生徒の氏名、特徴
○生徒の普段の様子、学習に臨む態度
○職場体験へ期待すること　　　
○事前学習の内容、到達点
○勤務時間、交通費の支給
○体験中の外出時の対応
○緊急時の対応
○保険の加入状況　等

★２　事業所と生徒との打ち合わせ内容（例）
○氏名、学年の確認　　　　　　　
○服装、勤務時間、通勤経路の確認
○勤務中の持ち物について
○昼食等の用意について
○初日に行う自己紹介について
○勤務時の外出について
○緊急時の対応の確認　等

※生徒の不安を取り除くことを心掛けます。
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２　よりよい職場体験を実現するためのポイント

（１）　総括担当者の役割と心構え

（２）　体験指導者の役割と心構え

①総括担当者は、生徒、教員、体験指導者等全ての関係者の調整役です。

②事前に事業所内に職場体験のことを周知します。

③職場体験中の全体プログラムを組み立てます。

④適切な体験がなされているか、体験中に生徒達の様子をできるだけ観察してください。

⑤生徒がよりよい体験をできるよう、熱意を込めて取り組んでください。

①体験指導者は生徒にとって最も身近な指導役です。

②できるだけ率直にコミュニケーションを取り、生徒の気持ちをほぐしてあげます。

③教育、経済、家庭等について、様々な背景をもった生徒がいることに留意してください。

④ 社会人としてふさわしい態度で仕事をするよう説明し、万が一ふさわしくない態度が見

受けられる場合は注意・指導します。

⑤ 作業に当たっては、まず内容、方法及び注意する点等を説明し、見本を見せ、その後、一

通りの作業を生徒に任せます。

⑥生徒に、その仕事に必要とされる能力や技量、資格等を分かりやすく説明してください。

⑦ 作業に興味をもってもらうためには、その作業だけでなく一連の工程や最終的な意義・

成果等も説明し、業務全体や生徒の日常の生活との関わりを理解してもらうことが大切

です。

⑧ 生徒に危険な仕事やきつい作業をさせる必要はありませんが、子供扱いしたり、お客様

扱いしたりする必要もありません。

⑨ 生徒の集中力や体力を考慮して飽きさせない工夫や適度な休憩（５０分勤務したら１０

分休憩等）も必要です。

⑩生徒と一緒に過ごすことを楽しんでください。
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（３）　当日のオリエンテーション

　生徒は、初めての場所で、見ず知らずの大人と初めて仕事をすることになります。早く慣れて

もらうためにも、オリエンテーションにおけるお互いの自己紹介、仕事や職場の説明は欠かせま

せん。職場体験を効果的に進めるためのオリエンテーションと生徒に期待される効果について次

ページに整理しましたので、御参照ください。

（４）１日の振返り

　１日の仕事を終えて生徒が帰宅したら、総括担当者とその日の体験指導者は仕事を振り返って

ください。この振返りを通して、翌日以降担当者が注意する点は何か等を話し合っておくことを

推奨します。振返りの主なポイントをチェックシートにまとめました。
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★　１日の振返りチェックシート

１　生徒は職場の雰囲気にだいぶ慣れましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

２　生徒は勤務時間中、社会人として満足できる態度でしたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

３　生徒は積極的に質問していましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

４　生徒は目標をもって仕事に取り組むことができましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

５　生徒は１日の反省から明日の目標を設定することができましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

６　勤務時間、休憩時間は適切でしたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

７　あなたは生徒の質問に分かりやすく、丁寧に答えられましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

８　あなたは生徒の性格・特徴・技能等を把握できましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

９　あなたは仕事の意義や求められる成果を説明できましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

10　 あなたは、生徒の成果ではなく、一生懸命に取り組んだときにはその努力を褒め、社会

人として不適切な行動をとったときには（その行動を）注意することができましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）

11　従業員は生徒を温かく、仲間として迎えられましたか。

（　はい・いいえ・分からない　）
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（５）終了後の意見交換

　職場体験終了後、担当者同士や担当者と生徒が意見交換を行うことは、次回以降の職場体験の

質の向上につながります。今回の反省を含めて、素直な感想を述べ合いましょう。担当者が生徒

と話し合う場合は、職場を離れて休憩を取りながら感想を聞くことから始めてみるとよいかもし

れません。話し合う場合のポイントを以下に示します。

　この時に大切なことは、生徒を褒めてあげることです。修了式を行うのもよいかもしれません。

初めて仕事をして満足感を感じている生徒をパートナーとして褒めてあげれば、生徒の勤労観は

より前向きなものになるに違いありません。

☆担当者相互の意見交換のポイント

（１）事前準備について

（２）連絡・連携について

（３）事業所内への周知について

（４）生徒への対応について

☆担当者と生徒との意見交換のポイント

（１）強く感じたこと

（２）仕事のイメージは変わったか

（３）楽しかったこと

（４）辛かったこと
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よ　く　あ　る　質　問

質　　問 考　え　方

１

職場体験は、職業観

や勤労観、社会性を

育むことにつながり

ますか。

　中学生のときから大人が働く姿を見たり、働く経験をしたりする

ことによって、働くことを肯定的に捉え、自分が将来働くことを具

体的にイメージできるようになると考えています。また、達成感や

満足感を感じることで、自分に自信がもて夢に向かってさらに努力

を重ねることができるようになるとも言われています。

２

なぜ５日間なのです

か。

　子供は、初めての職場で見ず知らずの大人たちと一緒に仕事をす

ることだけで、大変緊張してしまいます。１日目、２日目はほとん

どこの状態で過ごすことになります。３日目、４日目になると、よ

うやく職場に慣れて、仕事をしながらいろいろなことを考えたり、

アイデアを思いついたりするようになります。また、この頃には、

逆に仕事が単調に思え疲れが出てくることもあります。そして、５

日目は、自分なりの工夫をして仕事をすることや、単調な辛い仕事

を最後までやり遂げたという、ある種の達成感や満足感を感じるこ

とができます。この達成感・満足感を感じることが、生徒たちの次

の成長へとつながっていきます。

３

受入人数や体験時間

はどのくらいでしょ

うか。

　受入人数や体験時間は学校と相談の上で決めることができます。

受入人数については、受入事業所の設備や体験担当者の人数、業務

量等から受入事業所の負担にならない人数で受け入れてください。

また、体験時間は学校側から指定されることがありますが、難しい

場合は学校に相談してください。体験時間中は大人より多めに休憩

させる等、中学生の体力や集中力を加味したスケジューリングも、

よりよい職場体験実施のために重要です。

４

生徒にはどのような

仕事をさせたらよい

でしょうか。

　職業訓練ではありませんので、どのような仕事でも体験させてく

ださい。特に危険な仕事でなければ、掃除や資材の整理等、事業所

の中心的な仕事でなくても構いません。ただし、その仕事が事業者

やお客様にとって、どういう意味をもつものなのかを説明してあげ

てください。そうすることで、生徒たちはどのような仕事でも、疎

かにすることはできない大切な仕事なのだということを学ぶことが

できます。働くことを前向きに考えることができるようになります。
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質　　問 考　え　方

５

そうは言っても、毎

日掃除だけというわ

けにはいきません。

例えばどのような仕

事がありますか。

　具体的な仕事内容は、その事業所の業務によって様々だと思いま

す。例えば商店であれば、朝の掃除から接客、商品の整理や値札付け、

時にはお店の方と一緒に配達することもあるでしょう。また、お店

の仕事内容をきちんと理解できたら、お店のPR方法を考えてもらう

といった仕事もできるかもしれません。さらには、取引先の了解を

得た上で、商談に同席させてもらうことも貴重な経験になります。

このように、生徒が体験できる仕事は、それぞれの事業所にたくさ

んあるのではないかと考えています。

６

生徒への接し方で気

を付ける点は何です

か。

　働いているときは職場の仲間として接してください。具体的には、

一生懸命に取り組んでいるときは褒め、社会人として真剣に仕事を

していないと感じたら注意をしてください。その時は、なぜ褒めた

のか、なぜ注意をしたのかも率直に話してください。その言葉は生

徒の心にしみ込み、これからの成長の糧になります。

　また、同じ地域で暮らす人生の先輩として、仕事の大変さや楽しさ、

将来なりたい職業に就くためにはどうすることが大切なのか等を話

してあげてください。もちろん、学校の勉強が大切だと伝えていた

だくことも重要です。

７

５日間のスケジュー

ルを立てるときに気

を付けることはあり

ますか。

　まず、初日にはオリエンテーションを行ってください。事業所や

仕事の概要や目的、大切な約束事等を教えてください。

　毎日の体験では、朝仕事を始める前に１日の仕事内容を説明して、

生徒に目標を立てさせてください。そして、１日の仕事を終えたら

振返りの時間をつくってください。朝立てた目標をどのくらい達成

できたのか、生徒自身に考えさせてください。

　さらに、最終日全ての仕事を終えたら、５日間の中で辛かったこ

とや満足できたことなどを振り返らせてください。事業所の方から

は、生徒一人一人のよかった点や、これから努力してほしい点等を

伝えてください。

８

職場体験期間中、生

徒には、職場での体

験以外に課題があり

ますか。

　職場体験の様子を日誌に記入する課題があります。

　日誌の内容は区市町村や学校によって異なりますが、活動の目標、

1日の取組内容、生徒自身の感想等を記載します。受入事業所の方か

らのコメントやサインを求められる場合もあります。

　また、体験後に学校に戻り、部活動を行う生徒もいます。
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９　

生徒にやる気が見ら

れません。どうやら、

希望しなかった職場

に来させられたよう

です。

　学校では、あらかじめ生徒の希望を確認して体験先を割り振りま

すが、希望どおりに行かない場合があります。しかし、どのような

仕事でも一つの目標に向かって仲間とひたむきに努力することの大

切さ、目標を達成したときの感動や働くことの厳しさに変わりはあ

りません。そのことをぜひ生徒に伝えて体験させてください。働い

ている方がなぜこの仕事を選んだのか、ふだん仕事をしていてうれ

しいことは何かを話してください。

　なお、学校では事前・事後学習を行います。その中で、働くこと

の意義や責任を伝え、希望していない職種の事業所で働くことになっ

ても、事業所の方に御迷惑が掛からないよう努力をしています。もし、

対応に困るような場合がありましたら、いつでも所属の学校へ御相

談ください。

10　

会社の広報で使うの

で、 生 徒 の 写 真 を

撮っても良いでしょ

うか。

　職場体験中の生徒を無断で撮影することや、撮影した内容を公表す

ることは肖像権の侵害にあたる場合があります。撮影・公表を希望す

る場合は、本人とその中学校への撮影許可を必ず取ってください。
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◎鉄道会社

◎書店

◎医療機関

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊駅の概要説明
　＊事業所及び駅の業務
　＊安全確保について

○ミーティング
○内勤業務
　＊接客・電話対応
　＊構内放送
　＊運行システムの見方

○ミーティング
○マネジャー業務
　＊駅巡回
　＊お客様案内
　＊車椅子のお客様誘導

午　後 ○見学 ○内勤業務 ○マネジャー業務
○意見交換会

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊書店の業務説明
　＊現場見学

○開店準備、清掃
○朝礼
○検品

○開店準備、清掃
○朝礼
○販売

午　後 ○検品
○商品整理
○品出し

○商品整理
○販売
○返品業務

○検品
○感想文作成、提出
○終了、挨拶

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○挨拶
○オリエンテーション
　＊業務説明
　＊注意点説明

○留意事項説明
○検温、機器消毒
○外用薬塗布補助
○印刷物作成・配布

○検温、機器消毒
○外用薬塗布補助
○印刷物作成・配布

午　後 ○シミュレーション
　＊手の洗い方
　＊ ガ ウ ン、 マ ス ク の

付け方
○院内見学

○医療安全委員会参加
○院内清掃
○ベッドメイク
○給食配膳の手伝い

○意見交換
○終了、挨拶

受入プログラムの例
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◎スーパーマーケット

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○店内見学
○業務説明
○作業体験
　＊品出し
　＊袋詰め等

○挨拶・清掃
○作業体験
　＊品出し
　＊袋詰め等

○挨拶・清掃
○作業体験
　＊品出し
　＊袋詰め等

午　後 ○作業体験
○質疑応答

○作業体験
　＊品出し
　＊レジ補助等
○質疑応答

○作業体験
　＊レジ補助等
○懇談会
○修了式

◎コンビニエンスストア

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○業務説明
○売場案内
○挨拶練習

○業務説明
○挨拶練習
○清掃
○作業体験
　＊品出し等

○業務説明
○挨拶・清掃
○作業体験
　＊レジ業務等

午　後 ○作業体験
　＊品出し
　＊袋詰め等
○振返り

○作業体験
　＊品出し
　＊レジ業務
　＊納品等
○振返り

○作業体験
○修了式

◎百貨店

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○業務説明
○売場案内
○挨拶練習

○業務説明
○挨拶練習
○清掃
○作業体験
　＊品出し等

○業務説明
○挨拶・清掃
○作業体験
　＊レジ業務等

午　後 ○作業体験
　＊品出し
　＊袋詰め等
○振返り

○作業体験
　＊品出し
　＊レジ業務
　＊納品等
○振返り

○作業体験
○修了式
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◎美容室

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊業務説明
○挨拶練習

○挨拶・接客
○掃除・洗濯手伝い

○挨拶・接客
○ ス タ ッ フ・ ア シ ス タ

ント
○掃除・洗濯手伝い

午　後 ○接客練習
○掃除・洗濯手伝い
○ 技術体験（シザーズ、

シャンプー、マッサー
ジ等）

○挨拶・接客
○掃除・洗濯手伝い
○ 技 術 体 験・ 練 習（ シ

ザーズ、シャンプー、
マッサージ等）

○ 技術体験・練習（ウィッ
グを使ったカット・ブ
ロー練習等）

○感想発表

◎ホテル

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊業務説明
　＊施設見学

○サービス実習
○フロント業務見学
○ベッドメイク説明

○サービス実習

午　後 ○清掃
○接客実習
○振返り

○ベッドメイク実習
○客室清掃実習
○振返り

○サービス実習
○清掃
○振返り

◎自動車整備工場

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊業務説明
　＊施設見学
　＊事故防止について

○自動車構造の説明
○体験実習
　＊ タイヤローテーショ

ン手伝い
　＊オイル交換手伝い等

○顧客訪問同行

午　後 ○車庫証明取得同行
○チラシ折込み
○振返り

○ 車 検 制 度・ 点 検 整 備
説明

○車検作業見学
○洗車
○振返り

○顧客訪問同行
○振返り
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◎消防署

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊組織説明
　＊施設見学
　＊事故防止について

○救急活動体験
○普通救命講習
○消防業務の説明

○消防業務説明

午　後 ○業務概要説明
○防災訓練体験

○体力練成
○消防活動体験

○震災対策説明
○質疑応答
○修了式

◎図書館

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊組織説明
　＊役割・業務説明

○開館準備
○カウンター実習
○返却業務
○雑誌整理

○開館準備
○保存庫返却
○雑誌整理

午　後 ○業務説明 ○選書会議
○ PCシステム受け入れ手伝い
○映画会手伝い
○予約本確保

○雑誌整理
○反省・意見交換会

◎放送局

初　日 ２～４日 最終日

午　前 ○オリエンテーション
　＊業務説明
　＊社内見学
○番組観賞

○番組取材同行
○体験実習
　＊ナレーター
　＊ディレクター
　＊カメラマン等

○番組編集

午　後 ○ビデオ撮影・観賞・
編集

○テロップ打ち
○映像観賞・編集
○ 生放送（リハーサル・

本番）

○編集映像観賞
○意見交換会
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～青少年・治安対策本部　職場体験実施プログラム例～

活動内容 ねらい

１
日
目

打ち合わせ ○事業所理解
○スピーチを行い自
己を見つめる。

○異世代間を含めた
コミュニケーショ
ン能力向上

開講式（自己紹介・目標等発表）
名刺作りと幹部職員との名刺交換
若手職員との懇談
会議の準備・受付手伝い
体験１日目の振り返り

２
日
目

打ち合わせ・挨拶
○実務の知識や技術
を学ぶ。

○他者と協働し、考
えを広げ深める。

スピーチコンテスト
「中学生の主張東京都大会」
次年度の募集チラシなどの
企画案を考える。

体験２日目の振り返り

３
日
目

打ち合わせ・挨拶

○事業所の仕事に対
する理解を深め
る。

○対話的学びにより
仲間との協力、協
調性を学ぶ。

○社会の構成員とし
て共に生きる心を
養う。

広報動画撮影体験
中学生の主張東京都大会
プレゼンテーション準備

体験３日目の振り返り

４
日
目

打ち合わせ・挨拶
プレゼンテーションの
最終確認
プレゼンテーション本番！

体験４日目の振り返り

５
日
目

打ち合わせ・挨拶
○学校の学習と職業
との関係を深く理
解する。

○自己の成長をふり
返り、自分のキャ
リアにどう生かす
かを考える。

体験５日間のまとめ
庁舎見学
閉講式

↑Ｈ30年度募集チラシ

←仲間と意見交換を
　行いながら準備中

大きな声でプレゼンできました！

自分の考えを伝えることができました

若手職員との懇談
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学校から事業者に
伝えることで期待できること

事業者から学校へ
伝えることで期待できること

実　
　
　
施　
　
　
前

○生徒の情報
　生徒の興味・関心は、生徒を理解するため
の参考になり得ます。また、「人前で発言す
ることが苦手」など、生徒が思う自分の得意・
不得意なことは、事業者が生徒一人一人の受
け入れプログラムを計画する際の参考になる
ことが期待できます。

○事前指導の詳しい内容
　マナー等の形式面のほか、特に事業所の一
員として何を学ぶよう生徒に伝えたかを示す
ことで、生徒と事業者が共通の目的意識を持
つことが期待できます。

○生徒に身に付けてほしい力
　「考える力（課題の解決に向けて様々なア
イデアを考える等）」「忍耐力（困難に直面し
た際にやり抜くことが出来る等）」「表現力（自
分の考えたことをわかりやすく発表する等）」
等を具体的に伝えると、生徒に身に付けてほ
しい力が明確になることが期待できます。

○体験中生徒に意識してほしいこと
　「時間を守る」「正確に作業する」など、事
業者の仕事の性質上、生徒に気を付けてほし
いことを伝えることで、円滑な職場体験の実
施につながることが期待できます。

○プログラムによって身に付く力
　事業所の特性により、「プレゼンテーショ
ンによって身に付く表現力」など具体的に伝
えることで、生徒にとってより効果的な受け
入れが期待できます。

○事業者が予定している体験内容
　「事業のPR用ポスターを考えて、その内容
を発表してもらう」など事業者が提供できる
体験内容を知ることで、生徒が学ぶ内容を具
体的に知り得ます。

実　
　
　
施　
　
　
後

○学校に戻ってからの生徒の変化
　学校生活で何ができるようになったかな
ど、職場体験修了後も継続的に生徒の様子を
伝えることは、事業者の方々の励みになるの
みならず、翌年度以降の受け入れ計画を立て
る参考になり得ます。

○職場体験の時期以外の情報提供
　学校だより等で日々の学校や生徒の様子を
事業者の方々に継続的に伝えることで、中学
生を共に教育する機運が生まれ、受入事業者
からの理解と連携強化につながることが期待
できます。

○体験後の生徒の変化
　「大きな声でしっかりと発表できた」などの
成果は、生徒が学校に戻ってからの指導の参
考になります。また、事業者にとっては、従
業員が生徒の変化を意識することで、仕事へ
の意欲向上につながることが期待できます。

○生徒への激励・アドバイス
　生徒や学校の励みになるだけではなく、学
校が次年度の職場体験を実施する際の参考に
なり、事業者にとって実りある職場体験につ
ながることが期待できます。

○運営に関する学校への率直な意見
　体験中・体験後を問わず伝えることで、学
校側が改善に向け取り組み、円滑な職場体験
につながることが期待できます。

　今年度の事業を通じて、さらに充実した職場体験とするために、学校と事業者との連携を強化

する必要性が再認識されました。そこで、青少年・治安対策本部での受け入れ事例や、今年度の

協議会やセミナー、アンケートを通じて、生徒について学校と受入事業者との連携を強化し、「学

校から事業者へ」「事業者から学校へ」伝え、共有することが望ましいと考えられる点を整理し

ました。それぞれの学校や職場の状況に応じて参考にしていただければ幸いです。
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