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あ　い　さ　つ

大館市長　小　畑　　元　

　わたしたちのふるさと「大館市」は、今年、市制施行60周年を迎えました。

　市制施行後、まちの将来を思い「真の地方自治」確立のため、真剣に議論を重ねた昭和三十年

の大合併や昭和四十二年の花矢町との合併。四度にも及ぶ大火を経験し、その復興に明け暮れた

長い苦難の時代。順調な秋田杉生産や空前の黒鉱ブームで経済発展目覚ましく、沸きに沸いた時代。

その後、円高の影響による鉱山の閉山や農林業の低迷など大館を支えてきた基幹産業が危機に瀕

した時代。そして、平成17年の比内町・田代町との合併。人口三万五十六人、日本で最も小さな

市として誕生した本市が、時代の大きなうねりを乗り越え、今日、北東北の拠点都市を目指すま

でになったことに、大きな感慨と先人たちから受け継がれてきた大館の魅力をあらためて認識せ

ずにはいられません。

　「ふるさと・キャリア教育」は、先人から受け継いだ文化や地域の多様な職業に子どもたちが直

に接することで、郷土愛の育成と将来への指針の萌芽を目的としております。

　大人と子どもが伝え教わり合うことで、相互に地域文化や職業の魅力を再発見し、地域全体に

さらなる活気が生まれると確信しております。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年11月

大館市全景



2

「 善 く 生 き る 」
おおだて発人間力創造コンソーシアム　　

会長　小棚木　政　之　

　人生は辛いことと楽しいことの繰り返しなのではないかと思うが、実際は平凡な日々の方がは
るかに多い。しかし災害報道などに接するたび、不足なく平凡に暮らすということがいかに凄い
ことなのかを感じる。感情を押し殺してでも生き続けなければならない無情さは、「生きる」こと
は常に真剣勝負、そして汗臭く泥臭いものだと教えてくれる。
　現代は生命の危機や強い不足を感じることが少なく、嫌なことも上手く回避できるような便利
な世の中だ。しかしそれらは人間が本来持つ能力や可能性を確実に削いでいる。
　辛いことがあってもそれを乗り越え、少しでも善く生きていくために自ら考え学ぶことこそが
キャリア教育であると思う。人生は挫折と挑戦の繰り返しだから、学ぶことを生涯続けられるよ
うな意識を育む必要があるのではないか。
　地域の先人の人生からは、生き方の工夫やヒントを見つけることが出来る。成功者と言われる
人の人生ほど波乱万丈のものはないから、生きることを学ぶ素材としても事欠かない。
　大館の子どもたちが自ら学ぶことに目覚め、それが「善く生きる」ことの指針になると気づい
た時から、ひとり一人の人生と地域はより良い方向へと歩み始めるのではないだろうか。

大館「ふるさと・キャリア教育」
大館市教育委員会教育長　高　橋　善　之　

　市教育委員会では、現在、「ふるさとに根ざし、自立の気概をもった人財の育成」に照準を定め
て「ふるさと・キャリア教育」を推進しているところです。ふるさとの価値を子どもたちに伝え、
地域社会存続をかけて基盤を固める働きかけが「ふるさと教育」であり、その基盤の上に子ども
たちの進路を示す役割が「キャリア教育」です。これは、社会的衰弱が続く大館市において、教
育の立場から、未来の扉を開くための唯一の方策であり、社会や人間にとっての本当の幸いを希
求する道でもあります。四半世紀後に、ふるさとに生きることを誇りとなし、地域社会の自立を
支え、この地から中央や政界に発信できる人材を育むことは、時代とふるさとから託された私た
ちの社会的使命と考えています。
　この度は、「おおだて発人間力創造コンソーシアム」
及び「秋田職業能力開発短期大学校」の皆様方とともに、
このような冊子を作成できました。大館の産学民が志を
同じくして「ふるさと・キャリア教育」を構築できるこ
と自体、全国的に稀有なことであり、誇りうる態勢です。
暗い谷底に続く道から転じて、坂の上の雲へと至る道を
協働で切り拓いている心もちであり、この教育活動にか
かわるすべての方々に厚く感謝申し上げます。
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協 働

子どもたちは、 
「なぜ勉強が必要なの？」こんな疑問に答えを見

つけていきます。大人の働く姿を見て、頑張る

意欲が育ちます。「社会の役に立つ」体験が、自

尊感情・自己有用感をはぐくみます。

先生たちは、  
「育てたい子ども像」を話し合うことで、学校の

目標を共有できます。「将来につながる学習」の

充実で、授業に広がりが生まれます。学校内の

協力体制づくりに役立ちます。

保 護 者 は、 
夢をもって、いきいき学ぶ子どもの姿に出会え

ます。子どもが保護者の「働く」姿に気づき、

家族の一員としての自覚が生まれます。

地　域　は、
地元のよさを地域や学校に発信できます。地域

ぐるみで子どもを育てる環境が生まれます。地

域を支える子どもたちが育ちます。

キャリア発達キャリア発達

就　学　前就　学　前

小　学　生小　学　生

中　学　生中　学　生

高　校　生高　校　生

大学

専門学校

社会人

大学

専門学校

社会人

進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期

現実的探索と暫定的選択の時期

現実的探索・試行と社会的移行の準備の時期文部科学省「中学校キャリア教育の手引き」より

「キャリア教育」って、な～に？

　一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を
育てることを通して、キャリア発達を促す教育です。（Ｈ23．中央教育審議会）

　キャリア教育は、子どもたちが社会で自立的に生きる基礎を培うことを目指して
「学ぶこと」と「働くこと」、「生きること」をつなぐ教育活動です。

※キャリア発達：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
現していく過程
「学校におけるキャリア教育に関する総合的研究」（H23.３ 国立教育政策研究所）

　「キャリア教育」は、「フリーター」や「ニート」

の増加など若年層の雇用問題に対する政府全体の

対策として、文部科学省、厚生労働省、経済産業

省、内閣府が連携強化を図り、推進してきた経緯

があります。現在は、産学民が一体となり、将来

を担う子ども・若者が勤労観や社会性を養い、将

来の職業や生き方について自覚を深められるよう

に、就学前段階から取り組もうとしています。
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学 校

子どもたちの自立への課題

自分らしい生き方

学ぶことの意味や働くことの意義

自分と社会とのつながり

社 会

困難なことにも立ち向か

おうとするたくましさに

欠ける 

探究の過程から生まれて

くる更なる願いを具体的

な行動に移せない

教科で身に付けた力を活

用する機会が少ない 

　自ら気付いたり、感
 じ取ったり、考えたり
することなど実感を伴
　う経験が不足

家庭の機能、身近な大人が

地域や職場、家庭の中で

果たす役割が見えにくい 

大館のよさを自分の将来

と結び付けにくい

社会人として生きる

ための態度や能力が

未熟

　自分への自信や

存在価値の実感が

希薄

大館の子どもたちにも「キャリア教育」は必要？

　全国トップレベルの学力と体力、体格を備えた子どもたちも、社会人と
して自立するには、まだ十分ではありません。

　子どもたちが育つ社会環境の変化により、子どもたちの生活習慣の確立、精神
的な自立、社会的な自立には課題も見えています。子どもたちの姿は実社会から
隔離され、家庭の生活感、地域での様々な世代との関わり、自然体験や勤労体験
の機会が奪われつつあります。

　大館市は、少子高齢化などの課題を抱えています。子どもたちは実際の進路選択では、高等

学校卒業後、市外、県外への就職や進学が半数を超え、せっかくの人材も大館の未来につなが

りにくくなっている現状があります。
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大館「ふるさと・キャリア教育」ってな～に？

　これまでも行われてきた大館のもの・ひと・ことに直接触れ、ふるさとへ
の愛着心を育てる「ふるさと教育」と「キャリア教育」を融合した教育です。

　各学校種ごとに、地域の中での様々な体験活動や交流、地元企業への職場体験
やインターンシップ、第一線で活躍する卒業生の話を聞くなど多様な取組がなさ
れてきました。社会の「本物」に直接触れる学習は、子どもたちの多様な進路の
可能性を広げます。

　大館市はこれまでも、教育・産業・地域が一体となって「キャリア教育」を推進しています。

今後は、子どもの教育に携わる人たちが「ふるさと・キャリア教育」の主旨や目的を共有して、子

どもたちが段階的にキャリア発達を形成できる環境づくりを目指して互いに連携していきます。

①縦の連携（校種間）に、横の連携（学校・

地域・家庭）を組み込むことで、確かな

自立を促します

②学校と社会の接点を広げ、本物体験を通

して働く喜び、学びの必要性を実感す

ることを重視します

③子どもだけでなく、地域や企業も

互いの関わりの中で自己を高め

ようとする気運を醸成します

①乳幼児期から発達段階に応じて、社会的、

精神的自立を見据えたキャリア発達を保

障します

②幼保・小・中・高・高等教育機関が、計画的、

系統的に学びをつないでいきます

③キャリア発達の記録や情報を確

実に次のステップへ引き継

ぎ、校種間の円滑な接続を

図ります

①体験で身に付けた意欲や態

度、資質や能力を自分の学習

や生活に生かそうとする子ど

もを育てます

②思いを具体的な行動に表し、「自分に

もできる」「大館でもできる」という手

応えが実感できる学びを重視します

③自立の気概を醸成し、自らの力で夢や目

標を実現しようとする子どもを育てます

①ふるさとの伝統や文化を

知り、現在や未来に生かそ

うとする意欲を育みます

②自分とふるさととのかかわりを

深め、大館に貢献しようとする態度

を育みます

③世代に応じて大館のよさを実感し、積極

的に受け継ぐ、語り継ぐ、発信する市民

を育てます

ふるさと・キャリア教育

１　ふるさとへの愛着と誇りを醸成します
２　縦の連携と横の連携が響き合い、育ち合います
３　０歳から系統的にキャリア発達を促します
４　地域や企業の願いに応え、共に歩みます
５　未来の大館を担う人材を育成します

０歳からの

育ちをつな

ぎます 

縦の連携と

横の連携を

紡ぎます 

大館の確か

な未来を拓

きます 

思いを具体

的な行動に

結び付けます
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中央教育審議会が示している「基礎的・汎用的能力」
●人間関係形成・社会形成能力～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
るとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果たし
つつ他者と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的
に形成することができる力

●自己理解・自己管理能力～自分が「できること」「意義を感じる
こと」「したいこと」について、社会との相互関係を保ちつつ、
今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき主体的
に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成
長のために進んで学ぼうとする力

●課題対応能力～仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、
適切な計画を立ててその課題を処理し、解決することができる力

●キャリアプランニング能力～「働くこと」の意義を理解し、自ら
が果たす様々な立場や役割との関連を踏まえて「働くこと」を
位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を適切に取捨選択・
活用しながら、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力

自己理解・自己管理能力

課題対応能力

キャリアプランニング能力

人間関係形成・社会形成能力

自己肯定感

自己有用感

家庭や地域
での受容

家庭観 
地域への
所属感

勤労観 
職業観

市民意識
公共の精神 
社会貢献

ふるさとへの
愛着と誇り

一人一人の
生き方

わたし
にもで

きる！！

大館で
もでき

る！！

わたし
だから

できる！！

大館だ
からで

きる！！

「ふるさと・キャリア教育」では、どのような成果が期待されるの？

　社会の中で必要とされる諸能力 意欲・態度・資質を育みます。そして、
社会に貢献しようとする市民、大館を支える人材の育成を目指します。

　子どもたちは、「ふるさと・キャリア教育」を通して、幼児期から地域、学校、
家庭など、様々な集団や仲間とのつながりの中で、自分の役割を果たす喜び、誰
かの役に立つ喜び、共に生きる喜びを実感することができます。
　また、発達に応じて、世の中の実態や厳しさ知ることもキャリア形成の上で大
事な経験となります。

　地域での様々な活動

を通して手応えや自信

を得て、将来の生き方

や進路に夢や目標を持

ち、その実現に向けて

学校の生活や学びに意

欲的に取り組む姿が期

待されます。社会と学

校での学びとの関連性

を見出し、目的意識の

ある学びこそ、自ら進

路を切り拓く鍵になり

ます。
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地域と連携した教育活動の取組は？

　これまでも「キャリア教育」を推進する様々な関係機関と学校との連携で、
すばらしい取組の実績があります。

　学校では各教科や総合的な学習の時間等で、町探検、社会科見学、職場訪問、職場体験など
の体験活動が行われてきました。関係機関の働きかけで、より本物に触れる授業や体験が可能
になっています。

　地域や企業が積極的に子どもたちへ、地元

産業の魅力や大館の優れた特産物や伝統工芸

品、文化的遺産を伝えていくことは、将来的

に子どもたちが大館に根ざし、大館の経済を

支えていこうとする意欲につながります。大

館の活気あふれる未来への基盤作りを、地域

全体で後押しする体制を築きます。

大館曲げわっぱ協同組合  平成21年度〜
　小学生が作成した曲げわっぱに、イラス
トや名前等を焼き入れするレーザー加工を
施すなど伝統工芸に対する意識啓発やもの
づくりへの興味・関心を高めています。
（児童・生徒に対する伝統工芸品教育事業：秋田県）

　平成２１年度　計　９校２９３名
　平成２２年度　計１０校２９８名

◆Ｈ１７～１９年度
　「おおだて子ども未来づくりプロジェクト」（経済産業省事業）
　小５～中２年生　９校　１，５４２名がきりたんぽ等の商品開発や経済を学
び、実際に生産販売を行いました。

◆Ｈ２０～２１年度　職業人インタビュー
　中３の修学旅行（東京）の企業訪問の際に「働く人」へのインタビューがで
きるよう企業とコーディネートしました。

◆Ｈ２０～２２年度　「大館ときめきサイエンスプロジェクト」（経済産業省事業）
　地域の企業人が講師になり、学校ではできない実験を中心にした理科授業を行いました。
　（※平成１９年度１０社７校４５１名　平成２０年度８社９校３５２名　平成２１年度１５社１９校８６４名
　　 平成２２年度２０社３０校１４１１名）

◆Ｈ２２年度　「キャリア教育民間コーディネーター育成・評価システム開発事業」（経済産業省事業）
　キャリア教育を推進する上で重要な役割を果たす民間コーディネーターを育成するための講義を行い、
手法等について調査開発し、民間資格制度の創設に参画しました。（2名受講）

　働くこと、生きることを見つめなおし、ふるさとを元気づけるための取組が行
われています。

◆運営委員会　委員長：ＮＰＯひととくらしとまち大館ネットワーク事務局長
　委　　員：大館商工会議所、企業（北秋商事（株）、ニプロ（株）、（株）伊徳）
　　　　　　小中高等学校長、専門学校長、職能短大校長、大学学長、県教育庁、
　　　　　　市教委、県産業労働部、市総務部、新聞社
　事 務 局：秋田職業能力開発短期大学校

◆活動内容：産業教育展の主催（展示・こども仕事体験コーナー等）
　　　　　　わくわくジョブツアーの主催 (小学生の新聞記者体験及び企業取材 )
　　　　　　職場体験等に関する企業アンケート調査（５３社回答）
　　　　　　キャリア・パスポートの構想

おおだて発人間力創造コンソーシアム　平成21年度～

平成17～22年度　NPOひととくらしとまち大館ネッワーク

ゲーム機を分解、地元企業に
よるこでんリサイクルの授業

わくわくジョブツアー
記者の目で様々な仕事を取材

出前授業・田代地区にあるロケット
エンジン燃焼実験場と宇宙のつなが
りを三菱重工のエンジニアが説明
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地域や企業のほかに、どんな教育資源があるの？

　地域の中には、すばらしい生き方のお手本がたくさんあります。身近な
大人の姿が、学校での学習と実社会をつなぐ何よりの「教科書」になります。

　子どもたちが、社会の一員としての役割を果たすとともに、それぞれの個性、持ち味を発揮
しながら、自立していくことが大事です。学校での教育活動全体を通して「キャリア発達」を
育むとともに、家庭や地域での生活や体験が「キャリア発達」を支え、自立を促します。

自分たちの手で花岡の空に花火を！（花の会）

　花岡中学校の昭和６３年度卒業生有志が、２０年以上途

絶えていた花火大会を地域に復活させました。募金活動

から運営までを自分たちで行い、地域住民やお盆に帰省

している人たちに大きな喜びと感動を与えています。賛

同者も増え、年々、盛大になっています。

“子育てママと赤ちゃん”からしみ出る無言の教育力
（大館高等学校）

　保育士の講話や親子との触れ合いは、小さな命を慈しみ、親にな

る自覚や責任を意識するきっかけになりました。次世代育成から「自

立」を考える育ちの循環づくりも大事なことです。

震災被害の子どもたちに音楽で元気を！
（音楽療法士のボランティア）　

　小さい頃から大好きだった音楽を生かして、大館で第一号の音楽

療法士として活躍している田口さんは、休日を利用して仲間ととも

に、被災地の児童館に元気を届けています。

大館を舞台にした映画を制作し、大館の地域資源を国内外に発信！

（おおだて映画計画）

おおだてを想う気持ちを共有し、

新しいおおだてを創造！

（ゼロダテアートプロジェクト）

　子どもにとって身近な大人たちが、

生き生きと生活する姿、主体的に社

会貢献する姿、仲間と協同する姿な

どを自信を持って子どもたちに伝え

ることで、子どもの成長や自立を支

援しようとする地域全体の機運を創

り出します。それは同時に、大人に

とっても生き甲斐や元気の創出、地

域の活性化につながるものです。
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教育資源活用リスト編

大館
ふるさと・キャリア教育Ⅱ

学び
の手応

えと自立の
気概を未来につなぐ（仮）

生涯学習推進本部作成の

「おおだて人財名簿」

には、各分野の講師

１７０名を紹介

大館市の教育資源はどこにあるの？

　これまで関係機関や団体が作成した職場体験の受け入れ先や、講師など
の一覧を統合し、活用しやすいように再編成します。

　子どもたち一人一人の夢や可能性を広げるためには、多種
多様な教育資源を必要としています。これまで、学校が抱え
ていた「受け入れ先の確保が困難」という課題が解消され、
より一人一人の希望に応えられるように、職場体験受入企業
をはじめ、出前授業の講師となる人材や各種団体、祭りやイ
ベントなどを紹介します。
　授業や活動を計画する教育関係者の利用はもちろんのこと、
子どもたち自身が調べて、体験先を選択することもできます。
　情報はデータベース化することにより、新しい情報に更新
していくことも可能になります。

　民間団体や民間企業においても、ＣＳＲ活動（企業の社

会的責任を果たすための活動）の一環として、学校教育へ

のサポートを始める企業が多くなっています。職場体験や

インターンシップの受け入れは、企業にとっても、普段の

仕事を見直す機会、職場の活性化、社員の意識向上などの

波及効果につながります。

№

住所： 

電話： 

 http:// 

担当課・担当者 

職場体験受入先・体験の内容 詳細な情報・連絡先

対象：小(高学年)以上 

日数：１～５日(できれば平日) 

仕事内容：美容師の仕事見学、仕事の説明やインタビュー、

　　　　　 店内の清掃、パーマの準備、接客、洗髪等見習い体験

教育資源活用リスト編（Ｈ２４．３ 発行予定）

１　パーマサロン・おおだて

　　☆技が光る！全国カットコンテスト１位の美容師がいるお店  

休業日（月曜日）営業時間(      ～      )

創業３２年     　　 従業員数   ７名  

理容・美容

冊子やデータは、教師や子ども

たちが企業の情報を知るだけ

でなく、企業の特徴をＰＲする

ツールにもなります。 

データ化
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【職場体験等に対する意見、メッセージの中から】

○自由な立場の今の段階で、たくさんの分野を見ることはプラスになる。

○色々な仕事を体験したり見たりして、自分の身近にこんなに頑張っている仕事や、職業があるのだという

ことを知ってもらいたい。

○地元企業の頑張りを知ってもらえる機会として、できるだけ協力したい。

○期間は長いほうがいい。本来の姿を見てもらいたい。

○年齢に合わせて、受入プログラムを設けている。

○インターンシップ経験者が働いている。

▲日程について、事前に打ち合わせがしたい。

▲複数校が重なる場合もあるので、調整が大変。

▲何を学ばせたいのかをはっきり伝えてほしい。

▲会社や、職場体験についての事前学習をしてほしい。

▲職場体験によって、業務に対するマイナスイメージ

を持たれることが心配。

◎学校で学んだことを実際に体験することで身に付い

たものになると思う。

◎子どもたちが目やメディアを通じて知っている職業

はほんの一握りにすぎない。自分がなりたい職業を

見つけ勉強を頑張れば、きっと将来必要とされる人

になれると思う。

企業は、キャリア教育についてどのような考えをもっているの？

　おおだて発人間力創造コンソーシアムでは、平成23年度に企業及び教育機関に
対し、キャリア教育に係る「職場体験等に関するアンケート調査」を実施しました。

　市内の約４００の企業や役所、団体、教育機関にアンケートを依頼し、半数から回答を得ま
した。子どもたちへのメッセージには、各企業の誇りやスタンス、子どもたちへの期待が感じ
られました。

Ｑ．職場体験等に対する考えやイメージは？

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１）業務内容性質上の問題

２）業務多忙のため

３）人員が少ないため

４）安全面の理由から

５）その他

無回答

Ｑ．受け入れなかった理由は？

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

（１）従業員が刺激され、社内の活性化や人材育成に役立つ

（２）最近の子供たちの考え方に触れることができる

（３）子供たちが働くことに関心を持つ機会になる

（４）地元企業のよさを伝えることができる

（５）後継者・担い手が育つきっかけになる

（６）子どもたちが、社会生活のルールやマナーを知ることができる

（７）企業としてのＣＳＲ・地域貢献ができる

（８）どのような体験内容が望ましいかわからない

（９）日程・段取り調整が困難

（１０）児童・生徒の安全面に気を使う

（１１）受け入れにあたる人材がいない

（１２）事前準備が大変そう

無回答

　アンケート結果から、企業は職場

体験・職場見学・インターンシップ

が、子どもにとっても企業にとって

も、大切だと考えていることがよく

分かります。

　一方では、受入に当たっては、改

善すべき課題もあると考えているよ

うです。
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大館商工会議所青年部「ジュニア・エコノミー・カレッジ」
 〜社会との関わりや起業家精神を養い、未来の地域と
 　経済を担う人材育成

　◆株式会社の設立

　◆商品開発

　◆販売実践～アメッコ市での販売体験

　◆決算発表会・表彰

子どもたちの

願いやアイディアを

実現するチャンス

があるわけね

大館市の「教育資源」と「ふるさと・キャリア教育」をどのようにつなぐの？

　地域から多様な提案がなされています。それぞれの思いを具体的な行動
や実践に結び付けることで、手応えを実感できる学びが実現します。

　各関係機関の教育支援を活用することで、体験や調査を新聞にまとめるだけで
なく、地域と共に活動する、地域のために活動する実践型キャリア教育が可能に
なります。

ＯＰＥＮ「おおだてプロモーション
　　&エンカレッジメント・ネットワーク」
◆埋もれた地域資源を発掘し、おおだて映像計画
LLP（有限責任事業組合）と連携して映像化

◆地域資源をビジネス化に結び付ける取組

◆地域の良さを発掘して製作された映画や地域
プロモーションビデオは、ふるさと学習やまち
興しの展開例としても注目

大館市生涯学習課「社会教育中期計画」

◆豊かな体験や知識・技術・特技を活かす場の拡充

◆家庭教育の充実

◆青年層の生涯学習ボランティア活動の推進

◆学校地域支援本部事業の拡充

◆人材の発掘と積極的な活用

◆伝統文化・伝統芸能の継承

◆教育資料の収集、保存、活用の拡充

大館市産業部商工観光課「観光振興の推進計画」
ウエルカム大館プラン 〜市民参加型のおもてなし

◆既存の観光の磨き上げと新たな資源開発

◆大館ならではの観光地の整備と観光ルートの形成

◆市民参画型観光の推進、まちぐるみの受入体制整備

◆国内外における情報発信、ＰＲの展·開

◆ＤＣ観光キャンペーン（H25年度開催）
　　　子どもや地域住民による観光ガイドの推進など

　教育課程内の職場体験やボランティアだけではなく、放

課後や休業中を利用して、自分からボランティア、イベン

ト運営参画や補助、職場体験をする「キャリア・ボランティ

ア」を推進します。キャリア教育コーディネーターや学校

支援地域本部事業コーディネーターが地域からの要請や情

報を提供し、子どもたちが自主的に参加できるよう働きか

けます。

起業・経済

まちづくり・起業

人材・伝統文化

観光・商品開発
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秋田職業能力開発短期大学校
　◆キャリア教育支援

中・高校生に対するキャリア教育支援

支援例１．キャリア・インサイト（職業適性診断システム）

による職業適性診断

支援例２．模擬授業により職業の疑似体験を通した仕事理

解を深める

・３次元CADによるモデリング体験

・プログラム開発をしてみよう～電光掲示板を

使ったシステム開発を体験～

・錯視効果を体験しよう

支援例３．職業講話（働くために秋田の現状や地元を知る

ため、統計グラフや「ここがすごい地元企業」

を使った講話を行う。）

小学生に対するキャリア教育支援

　「ここがすごい地元企業」をもとにした講座を実施。

大館の大人達は、すばらしい技術を持ち活躍しているこ

とを伝え、将来の仕事に夢と希望を見出してほしいとい

う願いから実施。

　◆「ここがすごい地元企業」の発行

　北鹿地域の企業を紹介することで「仕事の面白さと社会

貢献の意義」を若者に伝えるため、平成20～22年にかけ

て北鹿新聞に掲載された連載コラム。

　コラムの作成及び取材は同校の教職員が行っており、分

かりやすい技術力紹介が好評を得た。３年間で掲載された

企業数は56社で、冊子化されておりキャリア教育支援に

おける職業理解に活用できる。

おおだて発人間力創造コンソーシアム

◆キャリア・パスポートの発行

◆教育支援のための資料作成

◆職場体験受入に関する戸別訪問調査・分析（230社）

◆教育機関への職場体験に関するアンケート（40校）

◆大館圏域産業祭への産業教育展実施

◆キャリア教育セミナーの実施

◆外部人材と協働するための連絡・調整

　地域の教育資源を最大限に活用しながらふるさと・キャリア教育

を推進していくために、「おおだて発人間力創造コンソーシアム」が

教育機関、企業、行政等のネットワークをつくり、課題や今後の方

向性などを協議するなど、各関係機関の連携を強化します。また、

各関係機関の組織力を活用することで、ネットワークはさらに広が

ることが期待されます。

ネットワーク・推進

事前事後指導・
ものづくりの模擬体験

「ここがすごい地元企業」の講話
（有浦小の夢講座）
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実践紹介編

大館
ふるさと・キャリア教育Ⅲ

学び
の手応

えと自立の
気概を未来につなぐ（仮）

　ハチ公をテーマに体験活動をつなぐこともできます。

　　幼稚園・保育園～秋田犬に親しみを持つ、ハチ公の物語や歌に親しむ

　　小学校～探検や調べ学習で、ハチ公や秋田犬への知識や理解、愛着を深める

　　中学校～観光パンフレットなどＰＲづくり、観光ガイドボランティアとして「ハチ公のふるさと」を発信

　それぞれの発達段階や特性に応じた活動のつながりがあります。

　　向陽幼稚園～児童と一緒に園内にひまわりの種植え

　　第二中学校～ひまわり油のお歳暮用の包装紙の作成

　　大館鳳鳴高等学校写真部～ひまわり写真コンテストの審査

　また、学校・企業・農家等がそれぞれ役割を担い、有機的連携

が図られており、地域が一体となった取組になっています。

　毎年、機械科の生徒がものづくりの先生として、小学生に技術指導に来

ています。小学生からは、高校へ強歩大会に向けての応援メッセージを送

るなどの交流があります。

　　３年生～図工（釘打ち）　　　　４年生～理科（電池の仕組み）

　　５年生～図工（糸のこぎり）　　６年生～社会（大仏の製造法・鋳造）

　大館市のために役立つことを話し合って各校で実践したり、市民に呼び

掛けたりします。各学校区で挨拶運動を展開したり、ペットボトルキャッ

プを回収し、再生品（Ｍウッドのベンチ）を市内に寄贈しています。自分

たちの提案を自分たちの手で目に見える形に実現していきます。

実践　市内全小・中校の児童会・生徒会代表
　　市民へ提言、協働「大館市子どもサミット」

実践　大館市立城西小学校
　　大館工業高校生との交流「出前授業」

実践　大館市立釈迦内小学校
　　異校種間、地域との協同『ひまわりプロジェクト』

例　学区の幼保・小・中学校
　　異校種間での接続カリキュラム『ふるさと自慢プログラム』

校種間でどのように連携するの？

　各園、各校の「ふるさと・キャリア教育」の実践を紹介します。地域ご
との特色ある取組や教育資源を情報共有するとともに、交流やカリキュラ
ム連携などの糸口を見い出し、連携を進めます。

　互いの実践を知ることから始まり、互いの活動を連動させた
り、教育力を活用したりすることで、子どもにとっては、反応や
手応えを実感しやすく、より目的意識のある学びとなります。
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子ども一人一人の「キャリア発達」をどうつなぐの？

　発達段階に応じたキャリア発達を記録し、進学先へ引き継いでいく「キャ
リア・パスポート」を作成し、学校や地域の中で活用します。

　「キャリア・パスポート」は、学校の学習や体験によって得られ
た「学び」や「気付き」、地域でのキャリア・ボランティアの記録
を子どもたちが自ら記入し、年度や校種を越えて蓄積していくもの
です。
　子どもたちの発達に応じて「おしごと先生はっけんカード」「未
来への履歴書」「職場体験シート」「キャリア・ボランティアの記録」
などのシートに記入することで、記憶の定着を図ったり、自己理解
を深めたりするのに有効です。

　キャリア・パスポートは、教育関係者にとっても、次年度の「ふるさと・キャリア教育」を

有効なものにするための仕組みとなります。

データを教育委員会のＨＰからダウンロードすることで、各学校が取組に合わせて自由に加工

して活用することも可能になります。

ふるさと大館名所手帳（大館市校長会）

　末尾には、大館の史跡や名所を訪れた記録、感想を

記入するページもあります。小学４年生全員に配付さ

れているこの手帳は、中学３年生まで活用して記録を

残していきます。

5

4
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＜地域と連携した指導・体験学習＞

・同窓生や社会人講師、高等教育機関による職業講話

・企業見学・インターンシップ（２週間程度）

・研究施設・大学研究室訪問

・挨拶、マナー、話し方講習会

○専門性を生かした技術ボランティア

○小学校への出前授業

○クリーンアップ、祭りのボランティア

○地域行事への参加

○環境保護活動

　高等教育機関である短期大学校、大学、
専門学校でも、技能・技術など専門性の
習得はもちろん、地域の協力を得ての就
労体験（企業委託実習、インターンシップ）
が行われています。また、地域貢献となる
活動への参加にも力を入れています。

高等学校や高等教育機関では、どのような取組がなされるの？

すべての高等学校でキャリア教育を推進することが平成２２年度から先行
実施されている新しい学習指導要領に明示されています。

　職業選択や進学に直接つながる高等学
校では、「中期ビジョン」の中で、「地域・
日本を自分が支えるという気概を持ち、グ
ローバルな視点で多様な見方・考え方の
できる生徒の育成」（大館鳳鳴高等学校）、
「地域社会と一体感を持って貢献できる生
徒の育成」（大館高等学校）など地域の実
態に応じた特色ある取組、目指す方向性を
示しています。

　また、文部科学省は高等学校のキャリア発達課題として、次の
視点を掲げています。

１　社会的・職業的に自立するために必要な基盤となる能力や態
度を育成する

２　キャリアを積み重ねていく上で必要な知識等を、教科・科目
等を通じて理解させる

３　体験的な学習の機会を設ける

４　生徒が自ら価値観を形成し、とりわけ勤労観・職業観を確立
できるようにする

　近い将来、自らを生かしながら社会に参画し、そこで自己の立場に応じた様々な役割を果た

しつつ自立できる力の育成を目指して、今までの取組のさらなる拡充・深化が求められています。

　高校教育、高等教育の中でもふるさとを愛し、ふるさとに根ざしながら中央や世界を相手に

活躍する人材、ふるさとを離れてもふるさとを思い、ふるさとを支える人材を育てていくため

の積極的な取組がなされていきます。

＜地域と連携した指導・体験学習＞

・就職ガイダンス、ジョブ・カード面談会

・卒業生による職業講話、就職講話

・企業見学・インターンシップ（２週間）

・コミュニケーション・ビジネスマナー

○地域イベントの運営補助

○クリーンアップ、祭り等のボランティア

高等学校

高等教育機関
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　休日を利用して、家族で「ふるさと大館名所

手帳」に紹介されている史跡や名所巡りをする

ことは、大館のよさを自ら発見することにつな

がります。

　子どもと一緒に、公民館の活動や地域行事、

ボランティアに参加することは、大変さととも

に、地域とのとながり、充実感や達成感を実感

させることができる貴重な機会にもなります。

　矢立中学区、田代中学区で実践している「自

立プラン」のように、就学前から中学校まで発

達段階に応じて育てたい生活習慣（お手伝い、

挨拶、生活リズム、家庭学習、食育など）を地域

や学校と連携して進めている取組もあります。

☆社会の一員としての自覚と
参画、保護者や身近な大人
の生き方の理解を通して、
将来の生き方と当面する進
路の明確化とその実現への
努力を援助する。

☆子どもとの触れ合いや家族
での様々な体験を大切にし
て、人や物事に積極的にか
かわろうとする意欲・態度
を養う。

☆“将来の夢”などについて
の家庭での会話や家事の手
伝いなどを通して、将来の
夢や希望を育むとともに、
集団生活に参加しようとす
る意欲・態度を養う。

☆家庭での役割の理解と遂行、
保護者や身近な大人の職業
等の理解を通して、社会の
一員としての自覚を高める
とともに、将来の生き方や
進路への希望を育む。

　最も身近な大人である保護者が地域の中で子どもと一緒に活動をし、大館のよさを実感したり、

感動を共有したりすることは、子どもの人格形成や心身の発達に大きな影響を与えます。何より

も保護者自身が、地域の一員として貢献する姿、職業人として働く姿を子どもに見せたり、働く

ことの大切さを語ったりすることで、子どもは「働くこと」「生きること」を学んでいくのです。

では、「ふるさと・キャリア教育」を家庭ではどのように実践するの？

　子どもとの日々の触れ合いやしつけなど家庭教育の在り方、働くことへ
の保護者の考え方や態度が、子どもの生き方につながっていくことを自覚
し、地域や学校と一体になって取り組むことが大切です。

　乳児期に家族など特定の大人との信頼関係が形成
され、安定した情緒の下に好奇心や主体性、人やもの
と関わる力が芽生えていきます。その後、人間関係や
生活体験を通して、基本的な生活習慣や生活能力、豊
かな情操、規範意識、自立心や自制心などを身に付け
ていきます。子どもたちは家庭を基盤に、自分の個性
や持ち味を発揮して成長していきます。

高 校 生

中 学 生

小 学 生

就 学 前

　大館少年自然の家では、自然体験や勤労体験、

ふるさとを知る体験を提供しています。親子で

感動を共有したり、共に汗を流したりすること

で家族としての絆が深まります。

（文部科学省）
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　　なぜキャリア教育支援に取り組むか
東北職業能力開発大学校/秋田校　　

校長　木　村　陽　一　

　東北職業能力開発大学校/秋田校（秋田職能短大）は厚生労働省所管の教育訓練施設で高卒２年
間の専門課程を営んでいます。高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技能者を養成し、平成
５年の設立以来1700名もの卒業生を世に送り出して来ました。卒業生の1/4～1/2は東北職業能力
開発大学校（宮城県築館市）に進学し、残りの学生が就職で、進路決定率は毎年ほぼ100％です。
卒業生の多くは今では工場長、部長、課長となり北鹿企業だけでなく日本全国で活躍しています。

　こういった中ではありますが、近年の傾向として残念ながら、「入学の動機が明確でない、就職
意欲が脆弱である」等々によって、就学状況や就職活動が円滑でない等、課題が浮かび上がって
きました。この対策として近隣高校と連携を図り、職業教育を実施するなどして入学動機の明確
化を図った結果、就学状況（退学者の減少、就職率の向上）も好転するなど一定の成果を得てい
ます。また職業意識・ものづくり意識涵養に係る地域連携が進む中で、中学生、高校生を対象に
した就職支援ツール（キャリアインサイト等）を活用した職業教育・キャリア教育も実施し、好
評を得ています。産業と直結した職業訓練を実施し、企業での従業員の働き方、組織内での役割
の果たし方を知っている本校の強みを活かした支援であると自負してもいます。

　一方、産業教育や本校の教育訓練の重要性・必要性について地域から理解を得るため、平成19
年から産業教育展を大館圏域産業祭の中で実施してきました。この経験から大館市内の教育機関・
企業・官公庁と連携することの重要性を学び、平成21年度には産官学連携による「おおだて発人
間力創造コンソーシアム」（以下“コンソーシアム”という）を発足させました。コンソーシアム
は有志の会ではありますが、市内小・中・高校、専門学校、当短大、看護福祉大、大館市役所、
商工会議所、企業、秋田県庁、市教育委員会等多くの関係者に集まっていただきました。本校は
コンソーシアムの事務局として、産業教育展のほか、キャリア教育に関する情報収集、キャリア
パスポートの発行を目指した活動などを行っています。キャリア教育・職業教育の充実は、労働、
文部科学及び経済産業行政の共通課題と位置づけられていて（H19「若者自立・挑戦プラン」、「キャ
リア教育等推進プラン」）、本校及びコンソーシアムの活動は、厚生労働省の研究会でも先進事例
として紹介されています（H22キャリア・コンサルティング研究会報告書）。本校の第1義的な設立
目的は技術者養成ですが、地域の職業教育・産業教育を支えるという地域貢献を意識した事務局
としての取組です。

　現在、コンソーシアムはキャリア教育に係る関係機関の有するノウハウを交換し、情報収集す
るなど、手探りではありますが動き出しています。今後は学校関係者、地域及び企業の方々に活
動が認知され、多くの力がコンソーシアムに結集されることで、地域産業の発展への道筋が明ら
かになればと考えています。地域が地域の子どもを育てるこの取組に一人でも多くの力が集まる
ことを期待しています。本校はこれまでに培った職業教育のノウハウをできる範囲で地域に提供
するとともに、事務局を担当することでキャリア教育支援の道筋が太く、力強く前に進むための
縁の下の力持ちを担うこととしています。これも、「働くこと、生きることを見つめなおし、ふる
さとを元気づける」というコンソーシアムを支えることが、ここ大館に立地させてもらっている
我々の役割だと認識しているからです。
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