
平成 23年度文部科学省委託事業　復興教育支援事業

高校生の仕事学びプロジェクト
「ジョブスタ」
─じぶん×北いわて、再発見。─

東日本大震災を乗り越え、
これからの北いわてをつくっていくのは高校生たちです。

一人でも多くの北いわての子ども達が、
主体的に将来の仕事を考え、選択し、行動していける人に育つこと。
そして、北いわてに愛着をもって、地元のことを考え、
地元を愛し、地元のために尽くす人となっていくこと。
このことに取り組むことは、北いわての未来をつくることです。

学校、企業、行政、保護者、大学、NPO、地域のあらゆる団体が
手を取り合い、子どもを育ててまいりましょう。

レポート

「被災地における多様な主体による特色ある教育支援の取組や、今後必要となるカリキュラムや教育プログラムの作成を支援するとともに、これらの取組成果を広報するこ
とにより、被災地以外も含めた教育の参考に資する。」（文部科学省ホームページより）

事業の目的

実施要項と実施数

プログラムコンセプト

プログラム内容

震災を経験した岩手県北地域の高校生たちが、
・主体的にキャリア選択できる人材に育つこと
・地域への当事者意識をもつこと

●実施プログラム
これまで地域に支えられてきた自分が、今度は地域に貢献
する、その最初の一歩を動機付け、経験するためのワーク
ショップ型キャリア教育プログラム「ジョブスタ」
●プログラム実施要項
プログラム種類 : 企業実施版・学校実施版の 2 種

【対象】高校 1 年生〜 2 年生
【人数】（企業実施）1 事業所につき 3 名〜 9 名

　　　（学校実施）1 事業所につき 17 名〜 27 名
【場所】（企業実施）会議室、現場等

　　　（学校実施）教室、特別教室、ホールなど
【時間】約 6 時間
【進行】ファシリテーター　各事業所　1 名 /

アシスタントファシリテーター or サポーター　各事業所　1 名
【教材】ジョブスタワークシート
●実施数

【実施地域数】2 地域　（久慈地域・二戸地域）
【実施校数】4 校　29 箇所
【参加事業所数】22 事業所　
【実施人数】325 名　（高校 1 年生  265 名 / 高校 2 年生  60 名）

「じぶん×北いわて、再発見。」
じぶん  ＝ じぶんのすきなこと、関心があること。
北いわて＝ 地元を支える企業や地元で働くかっこいい大人
たち。
ふたつをかけあわせることで、「僕たちも、地元のために
できることがある。」という気づきをうながす

●プログラムの流れ● ●ねらい●

自己
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企業
理解
・
働くを
体感

アイディア
発信

１．じぶん、再発見
すきなものビンゴ

３．じぶん×北いわて、
再発見 
ミッション解決

・自分のすきなことや関心が
あることを知る。
・人のすきなことや関心があ
ることに違いがあり、優劣
がないことを学ぶ。

・ブレインストーミングの手
法から、意見を出しやすい
雰囲気作りや承認しあう関
係の大切さを学ぶ。
・地域社会に自分が貢献する
ことができるという気づき
を促す。

２．北いわて、再発見
企業プレゼンテーション
＆ミッション提示

ジョブシャドウイング
※学校実施版では実施なし

・地元で働くかっこいい大人
の生き方について学ぶ。
・製品が市場にでるまでには
様々な企業活動と働く人に
より支えられていることを
理解する。
・働くことや職業についてリ
アルに捉える。

◆プログラム体制図

◆プログラム開発・効果測定委員会

◆参加企業

◆実施校

◆事務局

◆スタッフ

◆県北地域復興教育支援事業推進委員

文部科学省

NPO法人キーパーソン21

ファシリテーター 岩手事務局

学校 協力企業

プログラム開発・効果測定検討委員会

県北地域復興教育支援事業推進会議

１．測定者
早稲田大学大学院教職研究科教授　三村隆男
２．測定方法
①自己効力（自己理解・進路情報・進路計画・進路選択・問題解決）
②進路理解力（自己理解・自己管理能力／地域理解力／人間関
係形成・社会形成能力／キャリアプランニング能力）※本プロ
グラム独自測定の２種について質問項目を設定。プログラム開
催前後に実施し、分散分析により効果を測定した。
３．結果
プログラム実施前と実施後で自己効力、進路理解力ともに有意
な数値の上昇がみられた。

■二戸地域
岩手県立伊保内高等学校（企業実施）
九戸村　【対象】1 年生 55 名
岩手県立福岡高等学校浄法寺校（企業実施） 
二戸市　【対象】1・2 年生　14 名

■久慈地域
岩手県立大野高等学校（企業実施）
洋野町　【対象】2 年生 58 名
岩手県立久慈東高等学校（学校実施）
久慈市　【対象】1 年生 198 名

川崎事務局（NPO 法人キーパーソン 21） 朝山あつこ／風間紗喜
岩手事務局（二戸地域雇用開発協会内） 馬淵貴尋／大崎礼子

ファシリテーター：22 名　NPO 法人いわてキャリアコンサルタント研究会

サポーター：10 名　岩手県立大学

・岩手県県北教育事務所
主任指導主事　中野善文

・岩手県立大学　学生支援本部
准教授　高瀬和実

・県北広域振興局
経営企画部産業振興課長　坊良英樹

・二戸市商工観光課 企業雇用推進室長
高瀬政広

・久慈公共職業安定所　所長　佐々木義彦
・二戸公共職業安定所　所長　高田徹
・久慈雇用開発協会　会長　森奥信孝
・二戸地域雇用開発協会　会長　久慈浩
・二戸市誘致企業等連絡協議会

会長　民部田千代治
・県北ものづくり産業ネットワーク

会長　大沢孫蔵
（順不同・敬称略）

■久慈地域
・株式会社岩手モリヤ（縫製業）
・久慈琥珀株式会社（宝飾製造）
・みちのく大寿会 久慈平荘（介護福祉）
・久慈衣料株式会社（縫製業）
・宮城建設株式会社（建設業）
・株式会社十文字チキンカンパニー 久慈工場（食肉加工）
・久慈市（自治体）
・県北広域振興局（自治体）
・有限会社マルヒ製材（製材業）
・北日本造船株式会社 久慈工場（造船業）
・株式会社岩本電機（機械組立）
・株式会社嵯峨商店（水産業）

■二戸地域
・株式会社三和ドレス（縫製業）
・株式会社ホンダカーズ岩手中央（自動車販売）
・有限会社カネキ パンダホーム（建設業）
・株式会社十文字チキンカンパニー 二戸工場（食肉加工）
・九戸村（自治体）
・有限会社志賀煎餅（菓子製造）
・SWS 東日本株式会社（機械組立）
・株式会社夢実耕望（食品製造）
・社会福祉法人共生会（介護福祉）
・株式会社二戸時計工業（機械組立）

早稲田大学大学院
教職研究科教授

三村  隆男

有限会社アイズプラス
代表取締役
池照  佳代

川崎市立川崎高等学校
定時制教諭
松本  智春
（順不同・敬称略）

高校生の仕事学びプロジェクト
「ジョブスタ」

東日本大震災を乗り越え、
これからの北いわてをつくっていくのは高校生たちです。

一人でも多くの北いわての子ども達が、
主体的に将来の仕事を考え、選択し、行動していける人に育つこと。
そして、北いわてに愛着をもって、地元のことを考え、
地元を愛し、地元のために尽くす人となっていくこと。
このことに取り組むことは、北いわての未来をつくることです。

学校、企業、行政、保護者、大学、NPO、地域のあらゆる団体が
手を取り合い、子どもを育ててまいりましょう。



「ジョブスタ」 じぶん×北いわて、再発見。は、
こんなふうに開催されました！

企業実施

学校実施

◆概要と流れ

久
慈
地
域

10
月
30
日（
火
）

県立大野高校

2年生　57名
　4人12チーム、
　3人3チーム
企業数10社
参加社員数22名
ファシリテーター　10名
アシスタントファシリテー
ター・サポーター 10名

二
戸
地
域

11
月
8
日（
木
）

県立伊保内高校 1年生55名 4人×13チー
ム、3人×1チーム

県立福岡高校
浄法寺校

1・2年生　14名
　4人×2チーム、
　3人×2チーム

久
慈
地
域

11
月
30
日（
金
）

県立久慈東高校

1年生201名
　4人×48チーム、
　3人×３チーム
企業数　８社８名
ファシリテーター 8名
アシスタントファシリテー
ター・サポーター 25名

自己理解

自己理解

企業理解・働くを体感

企業理解・働くを体感

アイデアの発信

アイデアの発信

1．じぶん、再発見プログラム
すきなものビンゴ

＜ねらい＞
●自分のすきなことや関心がある
ことを知る。

●人のすきなことや関心があるこ
とに違いがあり、優劣がないこ
とを学ぶ。

1．じぶん、再発見プログラム
すきなものビンゴ

＜ねらい＞
●自分のすきなことや関心がある
ことを知る。

●人のすきなことや関心があるこ
とに違いがあり、優劣がないこ
とを学ぶ。

2．北いわて、再発見プログラム
企業プレゼンテーション

●バリューチェーンを用いた企業紹介
●担当者の仕事やおもいの紹介
●今日のミッション発表
●ジョブシャドウイング
＜ねらい＞
●地元でかっこいい大人の生き方について学ぶ。
●製品が市場にでるまでには様々な企業活動
と働く人により支えられていることを理解
する。

●働くことや職業についてリアルに捉える。

2．北いわて、再発見プログラム
●バリューチェーンを用いた企業紹介
●担当者の仕事やおもいの紹介
●今日のミッション発表
＜ねらい＞
●地元でかっこいい大人の生き方につ
いて学ぶ。

●製品が市場にでるまでには様々な企
業活動と働く人により支えられてい
ることを理解する。

●働くことや職業についてリアルに捉
える。

3．じぶん×北いわて、再発見プログラム
ブレインストーミング
発表とフィードバック

＜ねらい＞
●ブレインストーミングの
手法から、意見を出しや
すい雰囲気作りや承認し
あう関係の大切さを学
ぶ。

●地域社会に自分が貢献す
ることができるという気づきを促す。

3．じぶん×北いわて、再発見プログラム
ブレインストーミング
発表とフィードバック

＜ねらい＞
●ブレインストーミングの手法
から、意見を出しやすい雰囲
気作りや承認しあう関係の大
切さを学ぶ。

●地域社会に自分が貢献するこ
とができるという気づきを促
す。

ミッションについての話し合いや施設
の見学がとてもおもしろかったし、一つ
の企業に様々な分野の人が働いているこ
とがわかりました。地域の仕事に今回深
く関わることができて良かったです。

色々な地区で協力しあってこの地域が
できていることを知って、自分も地域に
貢献できるような人になれると感じた。
これからの学校生活や大学に向けて頑張
りたい。

他校との合同が非常に良い。普段の環
境外の人との交流は生徒にとって刺激に
なる。物事を真剣に考え、伝えるという
緊張感が良かった。

自分の考えに自信がもてない生徒が多
いが、外部からの賞賛を得て、肯定感が
高まった。

ジョブスタは、学校教育では教えるこ
とができない部分を生徒は学ぶことがで
きたと思います。

自社を知ってもらうよい機会になった。
社員では思いつかない新鮮なアイデア

がもらえた。若い人の意見で会社を変え
ていく可能性を感じた。

自分の仕事の内容を再認識できた。社
員の人材育成になると思った。

社員の、自信になった。来年度も協力
したい。

生徒が地元の資産に気づくことができ
たと思う。

地元を自慢に思ったと思う。
生徒が何度も「すごい！」と言ったり、

驚いたりしている姿が印象的でした。プ
ログラムが終了した後にも、「楽しかっ
た！」と言っていたので自分もジョブス
タに参加することができて良かった。
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事例報告


