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－「デュアルシステム型現場実習の手引」の作成－
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即戦力を求める企業と就労を目指した生徒のマッチングは，就労支援において重要であ

る。実習しながらマッチングができ，生徒と企業の双方に利点があるとして注目されてい

るのが，デュアルシステム型現場実習である。しかし，先行事例は少なく教員による理解

も十分ではない。本研究では，実践校や受け入れ企業への調査を行い利点と課題を分析し，

障害者職業センターの協力の下で指導方法について検討を行った。デュアルシステム型現

場実習の取組による職業教育の充実を図ることを目的に，本研究を通して明らかになった

効果的な指導方法について整理し，教員が活用するための「手引」としてまとめた。
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Ⅰ 主題設定の理由

障害者雇用の促進等に関する法律と行政指導の強化により企業における障害者雇用の意識が高ま

り，平成25年度の全国の障害者雇用率は1.76％と過去最高を記録した。全体とすれば着実に進展し

ている障害者雇用だが，実態を詳細に見ると大企業と中小企業の格差や障害者雇用の経験企業と未

経験企業での格差等の二極化の構造が見られる。中小企業が90％以上を占める本県においては，雇

用率は1.67％と全国平均を下回っている。中小企業は障害者雇用のノウハウや専任人材の不足，職

域確保の難しさ等の問題を抱えており，雇用を拡大する上での課題とされている。

特別支援学校の高等部においては，一般企業への就労希望者が増え続けているものの，このよう

な状況から働く力を高めても就労に結び付けることが難しいというのが現状である。就労支援で大

切なことは，生徒と企業のマッチングである。生徒の働く力を高めるだけでなく，企業内の環境を

整えていくことが重要である。生徒と企業の双方に利点があり，マッチングに効果的であるとして

注目されているのが，デュアルシステム型現場実習（以下「デュアル実習」という）である。しか

し，デュアル実習は特別支援学校では，京都府の京都市立白河総合支援学校での取組が報告されて

いるものの先行事例が少なく教員による理解も十分ではないという課題がある。

本研究では，デュアル実習の利点と課題について明らかにする。また，実習での指導方法や環境

の整え方，振り返り学習のあり方について手引を作成し提案する。手引の活用を通してデュアル実

習が理解され実践が広がることは，職業教育の充実につながると考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究の目的

デュアル実習の利点と課題，効果的な指導方法について明らかにし「デュアルシステム型現場実習

の手引」として提案する。

Ⅲ 研究の内容と方法

「デュアルシステム型現場実習の手引」の作成に当たり，次の方法で研究を進めることとする。

・実践校の調査，分析を行って，デュアル実習の利点と課題について明らかにする。

・明らかになった課題に基づき実習での効果的な指導方法について，障害者職業センターの協力

の下で検討し整理する。

・研究を通して明らかになったことを整理し「手引（仮案）」を作成し，デュアル実習実践校，障

害者職業センター等に助言をもらい修正を加え完成させる。



Ⅳ 研究の実際

１ 「デュアルシステム型現場実習の手引」作成の構想

５月に秋田県内の知的障害を対象とする特別

支援学校に行った調査では，平成25年度に３校

がデュアル実習の実践をスタートすることが分

かった。また，他校の多くが今後のデュアル実

習の導入を検討していることも分かった。

しかし，これまで秋田県内の特別支援学校で

のデュアル実習の先行実践はなく，教員による

理解も十分ではない。職業教育を進める上で大

切なことは教員による共通理解である。教員間

の共通理解を図りデュアル実習を推進していく上 図１ 「手引（仮案）」の内容

で，「手引」を作成し各校での活用を促すことは有効な手段であると考える。「手引」の内容につい

ては，図１のように，デュアル実習の概要や推進のための効果的な指導方法，各校の実践紹介等の内

容で構成することとし，実践校への聞き取りや視察による調査を行うこととした。

２ 「デュアルシステム型現場実習」とは

デュアルシステムは，ドイツで始まった制度で，日本においては，文部科学省と厚生労働省によ

り「日本版デュアルシステム」として提唱され，専門高校や職業訓練校に導入されたのが始まりで

ある。デュアルシステムは，実習という企業における就労体験と学校の中での学習を組み合わせた

教育システムで「働きながら学ぶ，学びながら働く」ことができる点が大きな特徴である。秋田県

内では，平成16年から実践されており，平成25年度は能代市内の４つの高校が取り組んでいる。し

かし，高校では，教育課程上に位置付けることが難しく長期休業中の実施にとどまり，実習と学習

との関連付けや就労のためのマッチングでの課題が報告されている。

特別支援学校では，教育課程を弾力的に運用す

ることができることからデュアル実習を教育課程

上に位置付け，週に一日程度の実習を数週間繰り

返し実施することが可能である（図２）。特別支

援学校におけるデュアル実習の特徴は２点であ

る。１点目は，企業が求める力を分析し生徒のス

キルを高めることで，生徒と企業のマッチングを 図２ 特別支援学校でのデュアル実習のイメージ

図りながら就労につなげることができる。２点目は，長期の実習による企業との連携を通して，職

場の環境を整えることができ，職場定着が期待できることである。

３ 県内の特別支援学校におけるデュアルシステム型現場実習の取組

平成25年度デュアル実習の実践をスタートした 表１ 県内におけるデュアル実習の実施状況

特別支援学校３校に聞き取りや視察による調査を

行い実施状況について整理した（表１）。

３校では，水曜日や金曜日に教科「職業」や「作

業学習」として教育課程上に位置付けデュアル実

習を実施している。対象は，就労を希望する２，

３年生の生徒で，就労移行型と働く力の育成をね

らいとした職業訓練型の２種類のデュアル実習が

行われている。また，各校では，従来の連続した

実習も合わせて実施している。

各校の特色ある取組は次の通りである。



(1) 栗田養護学校の実践

①水曜日に実施

栗田養護学校は，「デュアル実習」という名称で実施している。平成25年度のデュアル実習の受け

入れ企業は10社で，雇用を前提とした就労移行型の実習と雇用とは別の職業訓練型の実習に取り組

んでいる。栗田養護学校では，水曜日にデュアル実習を実施しており，土日を挟むことなくすぐに

振り返り学習を実施することができるのが特徴である。

②職務分析と授業懇談会

生徒と企業のより適切なマッチングを行うために，職務分析や工程分析による仕事の内容や求めら

れる力の分析に取り組んでいる。また，授業改善のためにデュアル実習の受け入れ企業や労働局，障

害者職業センターによる授業懇談会を実施している。そこでは，「課題探しだけでなく，良いところ

も大事にしてほしい」「企業が大事にしていることを押さえた指導が必要」「週一回の実習は負担感が

少なく良い」等の意見が企業から得られ，授業改善や実習の在り方について考える機会となっている。

(2) 稲川養護学校の実践

①働く力の育成を目指した「金曜実習」

稲川養護学校では，「金曜実習」という名称で毎週金曜日にデュアル実習を実施している。平成25

年度のデュアル実習の受け入れ企業は６社で，「事務作業」「接客業」「老人介護」「製造業」と職種

は多岐にわたる。雇用を前提としない「働く力の育成」を目的とした職業訓練型のデュアル実習であ

る。就労に向けては，連続した１から４週間の実習を実施している。

②実習評価表と聞き取り

「金曜実習」では，月一回の実習評価表を企業に提出してもらうだけでなく，企業の担当者への聞

き取りも行っている。聞き取りも行うことで課題をより的確に把握することができ，それをもとに学

校と企業での支援方法について共通理解を図ることができる。企業からは，「生徒への支援方法が分

かってきた」「生徒の能力向上が見られる」等評価を得ている。

(3) 能代養護学校の実践

①教員による職場体験の実施

能代養護学校では，「長期・定期職場実習」という名称で毎週金曜日にデュアル実習を実施してい

る。平成25年度のデュアル実習の受け入れ企業は，「清掃業」「老人介護」「販売業」の３社で，就労

移行型のデュアル実習である。

能代養護学校の特色ある取組に，教員による事前の職場体験がある。今年度，試行的に行ったが同

じような取組をしている学校は県内ではない。実施した教員からは，「職場での仕事の内容や作業の

コツが分かった」「生徒へのより具体的な指導を行うことができた」という成果が聞かれている。

②課題解決学習

図３は，デュアル実習実施中の一週間の主な流れであ

る。金曜日は実習を行い，火曜日に学校で振り返り学習

に取り組んでいる。外部評価を活用しながら課題解決学

習を積み重ねることで生徒の自己理解が深まるよう工夫

している。学習では，ビデオを用いて実習の振り返りを

行い課題を整理し，付箋紙を用いてどうすればよいか改

善案について意見を出し合う。その中から，すぐにでき

る改善案を選び，ロールプレイも行うことで実習場面で

の課題解決に結びつけられるよう工夫している。 図３ デュアル実習の流れ

話を聞く態度や質問の仕方等について，振り返り学習を通しての課題解決が見られ実習先での評

価の向上が見られた。また，生徒からは「実習に行くのが楽しみだ」という言葉が聞かれている。



③外部評価の活用

振り返りでは，実習日誌や実習評価表等による外部評

価を活用している。自己評価と実習先の評価の違いや目

標への到達度を生徒が視覚的に理解できるように，数値

をレーダーチャート図に表して指導している（図４）。「次

は○○するように気を付ける」「がんばったのに評価が

良くないのはどうしてだろう」等生徒の気付きが見られ

るようになっている。評価の違いに気付き，課題意識を

もち実習を積み重ねていくことは，企業が求める働く力

の育成さらには，生徒と企業のマッチングによる雇用へ

とつなげていく上で極めて重要なことである。 図４ レーダーチャート図の活用

４ デュアル実習の利点と課題

デュアル実習実施校の担当教員と実習の受け入れ企業にアンケートや聞き取りによる調査を行い，

デュアル実習の利点と課題について整理した（表２）。

表２ デュアル実習の利点と課題

利 点 課 題

■生徒 ■生徒

・望ましい勤労観・職業観が育まれる ・得意なことや課題についての自己理解

・働く上での課題解決ができ，スキルが身に付く

・課題解決しながら実習することで自己肯定感がもてる ■企業

・就労への移行や職場への定着が期待できる ・生徒への対応や支援方法の理解

■企業

・育成した人材が雇用に結び付く可能性がある ■学校

・職場での具体的な支援の方法が分かる ・教員による職務理解が十分でない

・新たな職域の開発ができる ・支援ツールの開発と活用が十分でない

■学校 ・実習評価と課題設定が難しい

・学習の成果を評価，検証できる

・支援の内容や方法を検討する機会になる

・移行支援の目標が見えやすくなる

Ⅴ 考察

デュアル実習の実践を推進するために３校の実践で明らかになった課題への対応の検討が必要であ

ろう。課題へのアプローチとして，秋田障害者職業センターの障害者職業カウンセラーの菱川治氏か

らの情報提供や協力をいただき，効果的な指導方法についての検討を行った。また，評価と課題設定

については，栗田養護学校公開研究会での秋田大学の内海淳教授の指導助言を参考に整理した。

１ 教員による職務理解と支援ツールの開発・活用

デュアル実習では，長期にわたって同じ職場での実習を行うため生徒と職場の特性をうまく結び

付けていくための「ジョブマッチング」という視点が重要である。マッチングのためには，教員が

事前に職場見学や職場体験を行うことで「仕事や職場の特徴」を把握しておくことが大切である。

把握した職場での一日の仕事の流れについて職務分析表を作成したり，作業遂行のコツ等について

工程分析表を作成したりする過程を通して生徒に必要な支援の具体的な内容が見えてくるからであ

る。生徒の立場に立って考えることで，どこでつまずくか，休み時間はどう過ごせばいいかが見え，

生徒を知ることにもつながる。また，工程分析表等は，支援ツールとしても活用することができる。

教員が職務について把握し理解することは，企業における環境を整えるだけでなく，生徒や企業へ

の適切な指導や支援を行う上で重要である。能代養護学校の取組にあった「教員による事前の職場

体験」は，有効な手法であり今後取組が広がることが期待される。



２ 企業における対応や支援方法の共通理解

調査によると実習では，巡回による指導が一般的であり教員による付き添い指導は行われていない

という結果が出ている。しかし，従業員が障害のある生徒と接するのが初めての場合や実習で生徒

が同じミスを繰り返す場合は，付き添いによるジョブコーチ的指導が有効であると言われている。

このような場合，個人の経験やセンスによるのではなく，教えるための方法や技術として他人に伝

えられることが大切になる。分かりやすい教え方にジョブコーチが使うシステマティック・インス

トラクションがある。「手添え」「見本の提示」「ジェスチャー」「言語指示」の４つの階層からなり，

段階的に指導していく方法である。

分かりやすい教え方は，教員のためだけのものではない。企業が求める支援方法を教員がタイム

リーに示せることは，従業員の生徒への対応についての理解を促すだけでなく，教員が従業員との

信頼関係を築いていく上でも非常に重要である。実習では，企業と学校の信頼関係が鍵になる。

３ 自己理解を促す振り返り学習

デュアル実習で成果を上げるためには，生徒が

自分の得意なことや課題，目標を明確に理解した

上で実習に臨むことが大切である。これらの自己

理解が十分にできないままに実習を繰り返しても

期待通りの成果を得ることができないからである。

自己理解のための振り返り学習が重要である。

実習の振り返り学習は，生徒と教師１対１の指

導が必要な場合もあるが，集団の良さを活かした

指導の工夫が必要である。障害者職業センターの

「問題解決技能トレーニング」の手法を参考に集

団での「課題解決学習」の方法について整理した

（図５）。グループワークやペアでの学習を組み合

わせて行うことが効果的である。 図５ 課題解決学習の流れ

生徒は，実習で同じやり方で失敗を繰り返してしまう場合がある。しかし，グループワークを行

い多様な意見に触れることで新たな気付きが生まれることがある。教員がすぐに答えを出すのでは

なく，自分たちで考え解決策を出していく必要がある。また，分かったことを行動につなげるため

にグループワークの後は，ペアや個別でロールプレイを通してやってみることが肝要である。この

ように課題解決学習を繰り返し，実習場面での成功経験を積み重ねることで生徒の自己理解が深ま

ると考える。

４ 評価と課題設定の在り方

デュアル実習がより豊かで質の高い働く体験となるためには，生徒が「手応え」を感じること，つ

まり，結果に気付かせるための「評価」が重要だと考える。実習の評価の多くは，１から４段階の数

値による評価が行われているが，生徒はその数値の意味を理解し評価が２から３になるために何が必

要かについて学ぶことができているか吟味することが大切である。例えば，稲川養護学校の実習日誌

に見られるような「褒められたこと」「教えてもらったこと」という項目を設けるという工夫が考え

られる。生徒が「手応え」を感じ「また行きたい」「○○さんのようになりたい」と思えるような生

徒の内面に迫るための工夫が求められる。

また，課題の設定では，「頑張る」という漠然とした課題設定になっていないかを見直す必要があ

る。自己評価と他者評価が異なることは課題設定の一つの観点となる。「なぜ評価が異なるのか」「ど

うすれば良いか」に迫ることで具体的な課題が見えてくる。多様な評価と評価を積み重ねていくこと

は，具体的な課題設定につながるだけでなく生徒の「手応え」となり，働くことに対する意欲や自己

肯定感を育むことにつながると考える。



Ⅵ 研究のまとめ

１ 成果

(1) デュアル実習の利点と課題の明確化

デュアル実習実践校３校の聞き取りや訪問による調査，公開研究会への参加を通して得た情報や資

料をもとに，デュアル実習の実施状況や各校の特色ある取組について整理することができた。また，

各校の担当教員やデュアル実習受け入れ企業への聞き取りやアンケート調査の実施，栗田養護学校の

授業懇談会への参加を通して，デュアル実習の利点と課題について明らかにすることができた。

(2) 効果的な指導方法の提案

デュアル実習を通して，生徒と企業のマッチングを進めていくための効果的な指導方法として，障

害者職業センターの「問題解決技能トレーニング」の技法を取り入れた振り返り学習の在り方や「ジ

ョブコーチ」の技法を取り入れた実習場面での指導方法，「職務分析」の技法による環境の整え方に

ついて「手引」の中で提示することができた。

(3) 「デュアルシステム型現場実習の手引」の完成

本研究を通して作成した「手引（仮案）」は，デュアル実習実践校，障害者職業センターに協力を

お願いして助言をもらい，企業向けの「Ｑ＆Ａ」や各校で作成し活用した実習日誌等の「資料」，「支

援ツールの具体例」，「受け入れ企業の声」を加えて完成させることができた。

今後，完成した「デュアルシステム型現場実習の手引」は，総合教育センター及び能代養護学校の

ホームページ上で公開し活用できるようにする。

２ 今後に向けて

(1) システムとしての組織体制の整備

デュアル実習を進路決定や就労に結び付けるためには，教員が職場体験や工程分析等のジョブコー

チ的支援を行うことで企業における環境を調整していくことが有効である。そのためには，校長，副

校長，教頭の指導のもと全教職員の共通理解を図るとともに進路指導主事を中心とした校内の組織体

制を整備し，学校全体として協力していくことが重要である。また，職業教育においては専門性が求

められることから資質の向上を図るために情報交換だけでなく事例を通した検討会を実施したり，障

害者職業センターと連携したジョブコーチ研修会を実施したりする等の取組が求められる。

(2) 自己理解を深めるための指導の充実

職業教育というと知識やスキルに目がいきがち

であるが，就労支援においては自己理解を深める

ことが鍵となる。自己理解を深めるために高等部

の３年間では，実習での体験を通し「自分は何が

できるか」を知ることで自己肯定感をもてるよう

に，図６のように系統的にデュアル実習を実施し

ていくことが大切である。

また，デュアル実習は，学校での学習が実習場

面で役立っているか，実習での課題を学校での学

習にフィードバックし指導しているかどうかを検

証する場でもある。実習をいくら重ねても学校での 図６ デュアル実習の実施方法

学習が充実していなければ期待通りの成果を得ることは難しい。学校での学習においても地域との関

係性を視野に入れ自己理解を深められるように，仲間同士だけでなく企業や関係機関からも評価や助

言をもらう学習場面を設定し指導していく必要がある。
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