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中核 17-②

平成２５年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」 実績報告書

１．分野名
⑲産学官連携による「実践的職業教育」

「その他」分野名

２．事業名称
成長分野等における産学官連携「実践的職業教育」支援体制の構築とアドバンススクールの実践

３．産学官連携コンソーシアム又は職域プロジェクトの別
職域プロジェクト

４．代表機関
■ 代表法人（申請法人）等
法 人 名

一般社団法人 群馬県専修学校各種学校連合会

理 事 長 名 会長 中島 利郎
学 校 名

所 在 地

〒 371-0854
群馬県前橋市大渡町１－１０－７
群馬県公社総合ビル６F 私学センター内

■ 事業責任者（事業全体の統括責任者）

■ 事務担当者 （文部科学省との連絡担当者）

職

名

副会長

職

名

中央カレッジグループ 経営企画本部

氏

名

北澤 俊春

氏

名

八木 信幸

電話番号

027-256-7000

電話番号

027-256-7000

Ｅ－ｍａｉl

kitazawa@chuo.ac.jp

ＦＡＸ番号

027-253-5595

Ｅ－ｍａｉl

yagi.nobuyuki@chuo.ac.jp

５．産学官連携コンソーシアム又は職域プロジェクトの構成員・構成機関等
（１）構成機関（機関として本事業に参画する学校・企業・団体等）
構成機関（学校・団体・機関等）の名称
1 群馬県専修学校各種学校連合会

役割等

都道府県名

総括

群馬

2 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校

専門学校（工業）

群馬

3 専門学校群馬自動車大学校

専門学校（工業）

群馬

4 中央工科デザイン専門学校

専門学校（工業）

群馬

5 中央農業グリーン専門学校

専門学校（農業）

群馬

6 前橋東洋医学専門学校

専門学校（医療）

群馬

7 育英メディカルサイエンス専門学校

専門学校（医療）

群馬

8 中央医療歯科専門学校

専門学校（医療）

群馬

9 東日本製菓技術専門学校

専門学校（衛生）

群馬

10 群馬調理師専門学校

専門学校（衛生）

群馬

11 群馬県美容専門学校

専門学校（衛生）

群馬

12 高崎ビューティモード専門学校

専門学校（衛生）

群馬

13 専門学校高崎福祉医療カレッジ

専門学校（教育・社会福祉）

群馬

14 群馬社会福祉専門学校

専門学校（教育・社会福祉）

群馬

15 前橋医療福祉専門学校

専門学校（教育・社会福祉）

群馬

16 東日本ホテルトラベル専門学校

専門学校（商業実務）

群馬

17 中央情報経理専門学校

専門学校（商業実務）

群馬

18 国際ファッションアート専門学校

専門学校（服飾・家政） 群馬

19 前橋文化服装専門学校

専門学校（服飾・家政） 群馬

20 群馬動物専門学校

専門学校（文化・教養） 群馬

21 高崎ペットワールド専門学校

専門学校（文化・教養） 群馬

22 群馬法科ビジネス専門学校

専門学校（文化・教養） 群馬

23 群馬県教育委員会高校教育課

行政機関

群馬

24 群馬県教育委員会義務教育課

行政機関

群馬

25 群馬県産業人材育成課

行政機関

群馬

26 群馬県立勢多農林高等学校

高等学校

群馬

27 群馬県立前橋工業高等学校

高等学校

群馬

28 群馬県立高崎商業高等学校

高等学校

群馬

29 群馬県立桐生西高等学校

高等学校

群馬

30 群馬県立新田暁高等学校

高等学校

群馬

31 群馬県立利根実業高等学校

高等学校

群馬

32 群馬県立松井田高等学校

高等学校

群馬

33 群馬県立長野原高等学校

高等学校

群馬

34 前橋育英高等学校

高等学校

群馬

35 桐生第一高等学校

高等学校

群馬

36 前橋市立広瀬中学校

中学校

群馬

37 前橋市立元総社中学校

中学校

群馬

38 高崎市立箕郷中学校

中学校

群馬

39 高崎市立吉井中央中学校

中学校

群馬

40 渋川市立金島中学校

中学校

群馬

41 渋川市立小野上中学校

中学校

群馬

42 太田市立南中学校

中学校

群馬

43 桐生市立広沢中学校

中学校

群馬

44 群馬県商工会連合会

産業界情報提供

群馬

45 群馬県農業協同組合中央会

産業界情報提供

群馬

46 群馬県中小企業団体中央会

産業界情報提供

群馬

47 群馬県建設業協会

産業界情報提供

群馬

48 前橋商工会議所

産業界情報提供

群馬

49 高崎商工会議所

産業界情報提供

群馬

50 群馬経済同友会

産業界情報提供

群馬

（２）協力者等（委員など個人で本事業に参画する者等）
氏名

所属・職名

役割等

都道府県名

松澤 浩二

群馬労働局職業安定部 部長

学校間の連携強化

群馬

津川 康雄

高崎経済大学地域政策学部 学部長

高等教育機関

群馬

関口 正男

前橋工科大学 工学部 准教授

高等教育機関

群馬

樺沢龍次郎

桐生大学 学部長

高等教育機関

群馬

須藤 賢一

高崎健康福祉大学 学長

高等教育機関

群馬

清水

中央高等専門学院 校長

生徒の参加意欲醸成

群馬

洋

（３） 下部組織 （設置は任意）
名称（ キャリア教育支援WG ）
氏名

所属・職名

役割等

鈴木 良幸

国際ファッションアート専門学校 校長

佐俣 俊彦

東日本製菓技術専門学校 校長

情報収集・副読本作成 群馬

星野

群馬動物専門学校 理事長

情報収集・副読本作成 群馬

金井 次男

学校法人有坂中央学園 広報部長

情報収集・副読本作成 群馬

高瀬 敏史

東日本調理師専門学校

情報収集・副読本作成 群馬

高橋

専門学校群馬自動車大学校

情報収集・副読本作成 群馬

宇津木 謙

元 学校法人有坂中央学園

アドバイザー

群馬

清水

中央高等専門学院 校長

オブザーバー

群馬

貴

淳

洋

WGリーダー

都道府県名
群馬

名称（ 実践的職業教育WG ）
氏名

所属・職名

役割等
WGリーダー

都道府県名

北澤 俊春

中央カレッジグループ 専務理事

群馬

鈴木 良幸

国際ファッションアート専門学校 校長

実証講座実施等 群馬

佐藤 律夫

高崎福祉医療カレッジ 理事長

実証講座実施等 群馬

小倉 基宏

専門学校群馬自動車大学校

実証講座実施等 群馬

吉沢 尚志

中央情報経理専門学校高崎校 副校長

実証講座実施等 群馬

川端 康浩

中央医療歯科専門学校 副校長

実証講座実施等 群馬

（４）事業の実施体制図（イメージ）

＜ぐんま職業教育・キャリア教育コンソーシアム＞

（委員 ５５名、事務局２名）

キャリア教育支援WG

（８名）

様々な職業に関する情報を収集・整理し、職業の理解促進に役立つ副読本
を作成する。

実践的職業教育WG

（６名）

実践的なカリキュラムを開発するためのニーズ、提供メニューの把握、情報
集約・共有・提供、マッチング、調整を行うなど、実践的職業教育連携コー
ディネーターとしての役割を担う。

６．事業の内容等
（１）事業の目的・概要
県内の高等学校や中学校、大学・専門学校等の教育機関、企業・団体等の産業界、そして教育
委員会や労働局などの行政機関が一同に会し、職業教育・キャリア教育の一環として、生徒が職業
観・仕事観を醸成できるような体験型教育「実践的な職業教育アドバンスド・コース」の開発など先
進的なカリキュラム開発を支援し、実践することを目的としている。産業界からの意見を取り入れる
ことで、より実践的な人材の育成につなげることができ、またこれらのカリキュラムを産業界にも
フィードバックすることでより高次の産学官連携を継続的に発展することができると期待している。

（２）事業の実施意義や必要性について
① 当該分野における人材需要等の状況、それを踏まえた事業の実施意義
環境・エネルギー分野や、医療・福祉・健康分野、食・農林漁業分野では、成長分野と呼ばれ、企
業からの求人があるにもかかわらず、就職者数や当該分野の学生数が増加していない。
近年、高等学校や中学校でも、キャリア教育への取り組みが活発になってきているが、現場での
職業体験となると、企業・団体側の受け入れ態勢が整わず、高校生・中学生のニーズを満たしきれ
ていないのが実情である。例えば、病院で高校生を受け入れてくれたとしても、医療器具などを触ら
せることはほとんどない。職場の雰囲気を味わうことはできても、実際の職場で体験できることには
限りがある。仕事を体験させることを目的として、「専門学校が所有している実習室などの施設設備
を用い、模擬的な職業体験を行わせる」のが、アドバンスド・コースのイメージである。「実践的な職
業教育アドバンスド・コース」を構築することで、中学生や高校生の職業観・仕事観を醸成すること
ができれば、成長分野等の中核的専門人材養成を戦略的に進めることができ、その意義は大き
い。
②取組が求められている状況、本事業により推進する必要性
大学や専門学校等の高等教育機関を卒業するときにも、求人企業とのマッチングで困難となるこ
とが少なくない。成長分野等、今後、多くの人材が必要になると見込まれる分野では、初等・中等教
育から中核的専門人材を戦略的に養成する必要がある。グローバル競争が益々激しくなる中で、
我が国の唯一の資源ともいえる人材を地域産業界の方々と連携を密にして育てていくことは、地域
経済の発展にとっても必要である。

（３）前年度までの取組概要・成果と本事業との継続性
（平成23年度事業）
・取組概要
・事業成果
・本年度事業との継続性（成果を今年度の取組にどのように活用するのか）
（平成２４年度事業）
・取組概要
・事業成果
・本年度事業との継続性（成果を今年度の取組にどのように活用するのか）

（４）事業の成果目標
①事業計画書に記載されている活動指標(アウトプット)・成果目標及び成果実績(アウトカム)
・600名の高校生と、500名の中学生に職業適性診断を実施し、職業観の醸成を図る。
・15時間のカリキュラム及び教材×４科目を作成。
・各科目につき、２回の実証講座を実施し、延べ１２０～２００名の中学生・高校生が実証講座に参
加。
・カリキュラム作成から教材作成に至る過程で、シラバス、コマシラバス、授業シート、授業カルテを
作成することで、学習の到達目標を明示化し、社会的通用性のある評価システムの構築を促す。
・受講者アンケートを実施し、受講者の満足度も評価に加える。
②上記目標等に対する達成等状況
・職業適性検査については、学年単位での実施を希望され、高校では９校の1,918名、中学校では７
校の870名を対象として実施した。
・4科目について、15時間のカリキュラム及び教材を作成した。
・実証講座については、実施委員会での検討により、高校生向けと中学生向けの２パターンを実施
することになった。高校生向けは当初の予定通り15時間の講座としたが、中学生向けは、中学校側
からの要望により、5時間コースに変更した。
・カリキュラム作成から、シラバス・コマシラバスを作成し、それに基づく教材を作成した。
・受講者アンケートを実施した。高校生・中学生ともに、満足感・充実感が得られたとの評価が得ら
れた。

（５）事業の実施内容（※本事業の運用方針及び基本方針等を踏まえ具体的な取組内容を記載すること）
① 会議（目的、体制、開催回数等）
（１）事業実施委員会
・第１回事業実施委員会 ９月４日(水)
①事業概要の説明、②事業計画の説明、③各WGの説明、
④事業内容に関する実施委員からの質問と意見交換
・第２回事業実施委員会 １１月１８日(月)
①高等学校・中学校との連携、②キャリア教育支援WGの進捗報告、
③実践的職業教育WGの進捗報告、④質疑応答・その他
・第３回事業実施委員会 １２月１７日(火)
①職業適性診断の実施結果について、②キャリア教育用副読本について、
③職業教育体験講座（高校生向け）の実施について、④職業教育体験講座（高校生向け）の
評価方法について、⑤職業教育体験講座（中学生向け）について
・第４回事業実施委員会及び成果報告会 ２月２０日(木)
①平成２５年度事業の成果報告 ②意見交換、質疑応答
（２）分科会（ＷＧ）
・第１回合同WG １０月１０日(木)
①各WGの役割について、②職業の理解促進に役立つ副読本の作成について、
③高校生・中学生を対象とした職業適性診断の実施について、④実践的職業教育体験
講座カリキュラムの作成について、⑤実証講座の開催について
・第２回合同分科会 １１月１３日(水)
①副読本の構成についての検討、②職業適性診断の実施スケジュール及び準備について、
③職業教育体験講座のコマシラバスについて、④実証講座の募集について
・第３回合同分科会 １１月１８日(月)
①副読本の原稿執筆分担について、②職業適性診断の内容と利活用方法について、
③職業教育体験講座の募集用チラシ作成について
・第４回合同分科会 １２月１２日(木)
①副読本の進捗確認及び編集方針について、②職業適性診断の結果とりまとめについて、
③高校生向け職業教育体験講座の実施準備について、
④中学生向け職業教育体験講座の募集について
・第５回合同分科会 ２月２７日(木)
①副読本のとりまとめ方法について、②事業成果のとりまとめについて

② 調査等（目的、対象、規模、手法、実施方法、結果概要等）
（１）高等学校・中学校との連携（訪問によるヒアリング）
・実施協力校（高等学校１０校、中学校８校）に対し、本事業の詳細について個別訪問により説明
するとともに、職業教育・キャリア教育についての課題をヒアリング。１０月１７日～１０月２４日
（２）職業適性診断
・高等学校９校の生徒を対象に実施 １１月２９日(金)まで
目的：生徒の特性・職業適性を診断し、以降のキャリア教育（進路指導）に役立つ基礎データ
取得の効果を検証する。
・中学校７校の生徒を対象に実施 １１月２９日(金)まで
目的：生徒の特性・職業適性を診断し、以降のキャリア教育（進路指導）に役立つ基礎データ
取得の効果を検証する。

③ モデルカリキュラム基準、達成度評価、教材等作成（目的、規模、実施体制、成果物概要等）
（１）モデルカリキュラム基準
・成長分野等のモデルカリキュラムとして、介護福祉分野、IT分野、医療分野（歯科衛生士
分野）、自動車整備分野の４分野でモデルカリキュラムを作成した。
（２）達成度評価
・コマシラバスに、その単元・時間の目標を明示し、目的意識を高めさせた。
・「何がわかるようになるのか」、「何ができるようになるのか」を予め示すことで、
達成度評価がスムーズにできるようになった。
・修了者には、修了証書を発行した。
（群馬県専修学校各種学校連合会にて作成。各学校が発行）
（３）教材等作成
・高校生や中学生でもわかるよう、平易な表現を使うことを心掛けた。
・仕事の難しさ、作業等での気遣いを教えることで、真剣みを増し、満足度を高めた。

④ 実証等（目的、対象、規模、時期、手法、実施方法、実証結果概要等）
（１）実証講座「介護福祉士の仕事体験」（介護福祉分野：高校生向け）
・開催日程：１２月２１日(土)、２２日（日）、２３日(月)
・開催場所：専門学校高崎福祉医療カレッジ（高崎市）
（２）実証講座「スマートフォンアプリケーション開発現場体験」（ＩＴ分野：高校生向け）
・開催日程：１２月２２日（日）、２３日(月)、２５日（水）
・開催場所：中央情報経理専門学校高崎校（高崎市）

（３）実証講座「歯科衛生士の仕事体験」（医療分野：高校生向け）
・開催日程：１２月２３日(月)、２５日（水）、２６日（木）
・開催場所：中央医療歯科専門学校（太田市）
（４）実証講座「自動車整備士の仕事体験」（自動車整備分野：高校生向け）
・開催日程：１２月２１日(土)、２２日（日）、２３日(月)
・開催場所：専門学校群馬自動車大学校（伊勢崎市）
（５）実証講座「介護福祉士の仕事体験」（介護福祉分野：中学生向け）
・開催日程：２月１５日(土)―大雪のため中止―
・開催場所：専門学校高崎福祉医療カレッジ（高崎市）
（６）実証講座「ＩＴ分野の仕事体験」（ＩＴ分野：中学生向け）
・開催日程：２月８日(土)
・開催場所：中央情報経理専門学校高崎校（高崎市）
（７）実証講座「歯科衛生士の仕事体験」（医療分野：中学生向け）
・開催日程：２月１５日(土) ―大雪のため中止―
・開催場所：中央医療歯科専門学校（太田市）
（８）実証講座「自動車整備士の仕事体験」（自動車整備分野：中学生向け）
・開催日程：２月８日(土)
・開催場所：専門学校群馬自動車大学校（伊勢崎市）

・開催場所：専門学校高崎福祉医療カレッジ（高崎市）
（２）実証講座「スマートフォンアプリケーション開発現場体験」（ＩＴ分野：高校生向け）
・開催日程：１２月２２日（日）、２３日(月)、２５日（水）
・開催場所：中央情報経理専門学校高崎校（高崎市）

（３）実証講座「歯科衛生士の仕事体験」（医療分野：高校生向け）
・開催日程：１２月２３日(月)、２５日（水）、２６日（木）
・開催場所：中央医療歯科専門学校（太田市）
（４）実証講座「自動車整備士の仕事体験」（自動車整備分野：高校生向け）
・開催日程：１２月２１日(土)、２２日（日）、２３日(月)
・開催場所：専門学校群馬自動車大学校（伊勢崎市）
（５）実証講座「介護福祉士の仕事体験」（介護福祉分野：中学生向け）
・開催日程：２月１５日(土)―大雪のため中止―
・開催場所：専門学校高崎福祉医療カレッジ（高崎市）
（６）実証講座「ＩＴ分野の仕事体験」（ＩＴ分野：中学生向け）
・開催日程：２月８日(土)
・開催場所：中央情報経理専門学校高崎校（高崎市）
（７）実証講座「歯科衛生士の仕事体験」（医療分野：中学生向け）
・開催日程：２月１５日(土) ―大雪のため中止―
・開催場所：中央医療歯科専門学校（太田市）
（８）実証講座「自動車整備士の仕事体験」（自動車整備分野：中学生向け）
・開催日程：２月８日(土)
・開催場所：専門学校群馬自動車大学校（伊勢崎市）
⑤ 成果のとりまとめ等
・事業成果報告書（事業の実施内容及び自己評価結果）の公開、関係機関への配布
規模 ：
手法 ： データのHPでの公開、関係教育機関（県内高等学校85校、県内中学校176校、
他県専修学校各種学校協会等47か所）、関係企業等への郵送配布
・成果報告会の実施
規模 ： 約60名が参加（県内の教育機関、関係企業、行政機関等に案内書送付）
手法 ： 事業内容の報告（実証講座参加者からの発表を含む）

（６）事業終了後の方針について（成果の活用、継続性、発展性 等）
（事業成果の普及）
・今回作成したモデルカリキュラム（実践的職業アドバンスド・コース）１５時間×４科目を
他県の専修学校各種学校協会（連合会）に紹介し、普及に努める。
・同上のシラバス、コマシラバス、教材を配布、公開する。
・実証講座に参加していただいた方々の授業カルテや受講者アンケートを閲覧していただける
ように工夫する（その際、個人情報の保護には十分に気をつける）。
（事業成果の活用等）
・今回、本プロジェクトのために構築した「ぐんま職業教育・キャリア教育コンソーシアム」を、恒常的
な組織として継続運営できるよう考えている。（例えば、群馬県専修学校各種学校連合会として運
営するなど）

