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独立行政法人国立青年の家　国立能登青年の家（NOTO National Youth House）

Ⅰ　はじめに

近年，フリーター，ニートの増加が大きな

社会問題となっている。厚生労働省の調査

（2003年）によるとフリーター213万人，ニー

ト52万人となっている。フリーターは，1992

年の同調査に比べて倍増している。これを受

け文部科学省をはじめとする関係府省で，平

成15年６月に「若者自立・挑戦プラン」を取

りまとめ，将来を担う若年者層の勤労・職業

意識を高めようと取り組んでいる。また，平

成16年からは，「新キャリア教育プラン推進

事業」を小・中・高校及び全国の推進地域を

指定して，全国展開を行っている。

学校現場においてもインターンシップ事業

として職場体験や学校に講師を招いて講話を

聞く機会をもっている。しかし，職場体験で

は校区の中の依頼しやすい職種に限られたも

のとなっており，必ずしも生徒のニーズに合

ったものとなっているとは言えない。学校に

招く講師についても同様である。また，青少

年教育施設においてもどのような事業ができ

るか，模索している。そこで，当青年の家で

は国の施策を受け，青少年教育施設における
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先導的事業として企画した。

普段ふれることが少ないが生徒の関心の高

い職業人を講師として招き，その職業につい

ての話を聞き，体験談やその職業に就くまで

の努力を知ることは，次世代を担う中学・高

校生にとって大変有意義なものになると考え

る。

そして，この事業を通して職業への関心や

理解，働くことへの意欲や態度，目的意識の

向上をはじめ，望ましい職業観・勤労観や自

らの進路を主体的に選択できる力の育成を目

指したいと考えている。

Ⅱ　質問紙調査結果から見える中・高校生

の職業に関する意識

本事業実施に際し，中学・高校生の職業に

関する意識を調査するため質問紙調査を実施

した。中学，高等学校長会を通じ，各校に職

業観についての質問紙調査を依頼した。そし

て，将来就きたい職業や，話を聞いてみたい

職業など中学・高校生の職業に対するニーズ

を探った。以下，質問紙調査結果から見える

中学・高校生の職業意識について考えてみる。

１　質問紙調査実施対象

中学生については，近隣の中学校の２年生

を対象に実施した。２年生を対象に行ったの

は，２年生で職場体験を行っており，職業に

ついての関心が比較的高いと思われたからで

ある。その結果，男子245名，女子241名，計

486名から回答を得た。

高校生については，石川県内の全高等学校

の１・２年生の中から，任意に各学校男子４

名，女子４名，計８名を依頼し，171名の回

答を得た。

２　「将来の職業について考えたことがある

か？」という質問に対して（図１～４）

図２　将来の職業について考えたことがある
か？（中学女子）

図１　将来の職業について考えたことがある
か？（中学男子）

図４　将来の職業について考えたことがある
か？（高校女子）

図３　将来の職業について考えたことがある
か？（高校男子）
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まず，校種別に比較してみると，大学，専

門学校への進学，就職と人生の大きな岐路を

目前に控えている高校生の方が中学生より将

来の職業に対する意識が高い。男女別に比較

すると女子の方が男子よりも真剣に将来の職

業について考えている。

高校生については「よく考える」という割

合がもう少し多いと思っていたが，意外と低

かった。質問紙調査の自由記述欄に「将来就

きたい職業が，あまりない」，「なりたい職業

についてはこれから考えてみる。自分のした

い職業に就けないなら，フリーターでもよい」

などの記述が見られた。雇用情勢の悪化だけ

でなく，漠然とした職業意識しかないことが

フリーター，ニートの増加につながる一つの

要因になっているように思われる。

３「将来なりたい職業は？」という質問に対

して　

中学男子の「スポーツ選手」のように，も

っと夢のある花形の職業を希望する者が多い

と思っていたが，中学・高校生とも現実的な

希望にとどまっていた。希望の多い職業は，

身近にその職業に就いている人が多い職業で

あり，中学生，高校生とも同じ傾向を示して

いる。

４「話を聞きたい職業人は？」という質問に

対して　表３，４

表１，２

弁護士や医師，アナウンサーなど，なりた

い職業とは異なる希望が上位に入った。これ

は，校種，男女を問わず同じ傾向である。

この結果から次のようなことが推測できる。

（1）弁護士や医師，アナウンサー，客室

乗務員といった職業については知って

いても，その職業人と直接話した経験

がなく，興味・関心が高い。

（2）できればその職業に就きたいという

あこがれがある。

上記のような職業人から次世代を担う，

中・高校生が話を聞く，相互に話し合える場

を作ることが必要だとも言える。

５「フリーターについてどう思うか？」とい

う質問に対して

質問の中に「フリーターについてどう思う

か？」という自由記述欄を設けた。回答の内

容を見ると，中学・高校生ともに約80％は

「フリーターはよくない。きちんと仕事に就

いて働く必要がある」と答えている。しかし，

中には「いろいろな経験ができていい」「自

分のやりたいことが見つかるまでならしても

いい」など，肯定的な意見もあった。

以上の結果を基に，希望が多い職業，学校

や地域で体験できないような職業を精選し事

業に臨んだ。

表１　＜将来なりたい職業ベスト５（中学生）＞

1
2
3
4
5

男　　子
スポーツ選手
公務員
建築士

システムエンジニア
調理師

割 合
21.2%
14.5%
10.6%
05.1%
03.9%

女　　子
保育士
公務員
美容師
看護師
栄養士

割 合
21.2%
14.5%
10.6%
05.1%
03.9%

表２　＜将来なりたい職業ベスト５（高校生）＞

1
2
3
4
5

男　　子
公務員
商社関係
建築士

スポーツ選手
システムエンジニア

割 合
21.3%
12.0%
10.0%
07.3%
06.0%

女　　子
公務員
看護師
保育士
教　師

CGデザイナー

割 合
10.0%
08.5%
08.2%
05.3%
04.0%

表４ ＜話を聞きたい職業人ベスト５（高校生）＞

1
2
3
4

5

男　　子
建築士

システムエンジニア
公務員
弁護士

アナウンサー
医師･整備士

割 合
11.4%
09.1%
07.8%
07.3%

05.9%

女　　子
保育士
美容師
看護師
弁護士

アナウンサー

割合
11.4%
08.5%
08.1%
06.8%

06.4%

表３ ＜話を聞きたい職業人ベスト５（中学生）＞

1
2
3
4
5

男　　子
スポーツ選手
弁護士
建築士
教　員

医師･アナウンサー

割 合
18.5%
11.3%
10.5%
09.5%
05.8%

女　　子
保育士
看護師

アナウンサー
客室乗務員
弁護士

割 合
11.4%
10.9%
10.2%
07.8%
07.1%
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Ⅲ　事業の概要

１　目的

本事業の主たる目的は，職業への関心や理

解を深め，望ましい職業観・勤労観や自らの

進路を主体的に選択できる力の育成を図るこ

とである。

普段ふれることの少ない，生徒の関心の高

い職業人を講師として招き，その職業につい

ての話を聞いたり，体験談やその職業に就く

までの努力を知ったりすることは，次世代を

担う中学・高校生にとって大変有意義なもの

である。

２　事業内容について

事業を企画するに当たって，まず最初に職

業に関する質問紙調査を行い，中学・高生の

職業意識を探った。この結果を受け，生徒の

希望が多い職種の中で学校現場において依頼

することの少ない，あるいは依頼したくても

予算的に依頼することができない職業人を講

師として招いた。事業期間は，１泊２日とし

た。

初日には，各講師からその職業に就くまで

の過程や職業の魅力，苦労話を聞き，夜はハ

ローワークの所長から，現在の雇用状況，社

会が求める人材について話を聞いた。二日目

には，各職業の一端を模擬体験し，職業への

理解を深めた。体験内容については各講師と

十分に話し合い，施設内で活動でき，なおか

つその職業の魅力や内容が少しでも体験でき

る内容とした。

３　募集方法

中学生対象事業では，石川県内の全104校

及び富山県内の一部の中学６校に開催要項を

送付するとともにホームページにも掲載した。

また，マスコミを通じても広報を行った。

高校生対象事業では，石川県内の46校及び

富山県内20校，福井県内19校に開催要項を送

付するとともにホームページにも掲載した。

また，マスコミを通じても広報を行った。

４　スタッフ

講師には，各職業において第一線で活躍す

る人を招いた。

（1）中学生対象事業

講師６名（弁護士，アナウンサー，元客

室乗務員（航空会社接遇指導

員），ハローワーク所長，高等

学校放送部顧問，国際交流員）

青年の家職員４名

（2）高校生対象事業

講師10名（弁護士４名，アナウンサー，

建築士，システムエンジニア，

漆工芸家，ハローワーク所長，

高等学校放送部顧問）

青年の家職員４名

Ⅳ　事業の具体的内容

１　中学生対象事業（平成16年度試行的に実

施）

本事業では，弁護士，客室乗務員，アナウ

ンサーの３コースを設定した。また，地元ハ

ローワーク所長を全体講話の講師として招い

た。

（1）弁護士コース　

将来弁護士を目指している生徒，弁護

士という職業に興味・関心のある生徒22

名（男子１名　女子21名）が参加した。

初日には，弁護士になるためにどのよ

うな過程をとらなければならないか，弁

写真１

写真１
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護士の仕事の内容，講師の中学・高生時

代の様子，弁護士を目指したきっかけな

どの話を聞いた。生徒にとって遠い存在

としてとらえていた弁護士という職業を，

少し身近に感じることができたようであ

る。事業後の感想から，今まで単に興

味・関心にとどまっていた弁護士という

職業を，将来の職業の選択肢の中に入れ

ようとする生徒もいた。

二日目には，交通事故など，比較的身

近な事例を通して，双方の過失責任につ

いて考えるワークショップを行った。生

徒は社会通念や経験から考えていたが，

予想とはかなり異なる例もあり，弁護士

の仕事の重さと大変さを体感することが

できたようである。

（2）客室乗務員コース　

航空会社接遇指導員（元客室乗務員），

地元教育委員会国際交流員を講師に招い

た。航空会社接遇指導員は初日の講義を，

国際交流員は二日目の体験活動を担当し

た。

本コースには，19名の女子生徒が参加

した。初日の講義では，客室乗務員にな

るまでの過程，魅力，国際線乗務時のエ

ピソード等を聞いた。大学を卒業し一度

は他の職業に就いたが，客室乗務員にな

る夢を忘れられず途中退社し，専門学校

に通って学習したこと，体力をつけるた

写真２

めにスポーツジムでトレーニングを積ん

だという話は，参加者の心に残ったよう

である。また，会釈の仕方など接遇の基

本についても指導を受け，客室乗務員の

訓練の一端を身をもって体験した。

二日目には，国際交流員から機内での

対応で使用する基本的な会話について直

接指導を受けた。

（3）アナウンサーコース　

地元テレビ局のアナウンサー，高等学

校の放送部顧問を講師に，22名の生徒が

研修に取り組んだ。

初日は，アナウンサーから仕事の内容，

魅力，大変さについて話を聞いた。生徒

は，短い番組でも何度もスタッフと打ち

合わせしたり，取材したりと報道されな

い裏の苦労を知った。また，生徒は１分

間を目標に自己紹介を行い，１分間とい

う短い時間でもまとまった話をすると，

かなりのことが伝えられることが分かっ

た。最後に，「その時その時を精一杯生き

ることが自分の夢の実現につながる」と

いう講師からの話は，生徒の心に残った

ようである。

二日目には，アナウンスの基本となる

発音の練習を行った。自分では正確に話

しているつもりでも，講師の発音と比べ

ると違いの大きさに驚いていた。また，

表情の大切さについても指導を受けた。

写真３

写真２ 写真３
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（4）講話

地元ハローワーク所長から，就職率の

現状や企業が求める人材についての話を

聞いた。景気が高揚しないため，依然就

職内定率が低いこと，せっかく就職して

も離職してしまう人が多いことを聞いた。

事業の感想で「中学生は自分が一生やり

がいを持って取り組める仕事を見つける

ための準備期間」という話が一番心に残

ったと答えている生徒が多かった。

２　高校生対象事業（平成17年度実施）

平成16年度の中学生を対象とした事業をも

とに，平成17年度は高校生を対象に事業を実

施した。

（1）コースの設定

各コースとも１日目は，講義と質疑応

答とし，２日目はワークショップを取り

入れ，職業体験ができる内容とした。

・弁護士コース

若手弁護士による模擬裁判

・アナウンサーコース

地元テレビ局の若手アナウンサーによる

発声練習と話し方

・システムエンジニアコース

ソフト開発に携わる研究員によるマーケ

ティング演習

・建築士コース

一級建築士による，別荘を設計する建築

設計演習

（2）弁護士コース　

１日目は，まずはじめに，コースの生

徒同士の自己紹介をした。講師からは，

自己紹介とこの職業に就こうとした動機

や自分の高校生時代について話があった。

その中に，「皆さんは，弁護士の印象とし

て学生時代から勉強だけやっていたよう

に思われますが，高校時代は皆さんのよ

うに部活動もしていました。だから，部

活動が忙しくて勉強が出来ないと言うこ

写真４

とはないです。」と両立が大切という話が

あった。その後，プレゼンテーションで

弁護士の職に就くための進学や試験につ

いて説明があった。内容は司法試験が改

正され，今までよりも受験しやすくなっ

たことの紹介や，司法試験の合格後に裁

判官，検察官，弁護士に進路を選択する

ことなど詳しく説明があった。最後に，

弁護士の仕事や役割，この仕事について

の自分の考えの話があり，１日目を終え

た。

２日目は，新たに３名の若手弁護士が

加わり，模擬裁判を体験した。まず始め

に，趣旨説明があり事例を確認し，原告

弁護団，被告弁護団，陪審団に別れた。

それぞれの団に一人ずつ弁護士が付き，

事例に基づきそれぞれの団の原告・被告の

主張を考え，ディベートを取り入れなが

ら模擬法廷でお互いに質問や反論を繰り

返した。そして，それぞれの最終意見表

明後，陪審団による評決で模擬裁判を終

えた。終了後は，体験したことについて，

質疑応答をもちワークショップを終えた。

生徒の声に「貴重な体験ができてよか

った。特に的を絞って主張することの難

しさや，裁判の仕組みがわかった。」とあ

った。

（3）アナウンサーコース　

１日目は，高校の放送部を指導する顧問

の先生を講師に迎えアナウンス演習を行っ

写真５

写真４
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た。まず始めに，生徒がこのコースを選ん

だ理由を交えながら自己紹介をした。次に，

アナウンスの基本である，発声練習として

と母音，子音の発音と口を開いた発声の練

習をして，滑舌の練習に入った。また，実

際のアナウンスで，伝えたい文章の中で，

「何が重要なのか」，「何を伝えたいか」に

よって，文章をどこで切るか，アクセント

をどうしたらよいかなどを演習した。

２日目は，地元テレビ局のアナウンサー

から，この職業に就いた動機や，自分の学

生時代を振り返ってそのころの職業に対す

る考え方などを聞いた。そして，アナウン

サーになるために，テレビ局の採用試験を

いくつも受験して回ったことや試験の内

容，また，次試験で自分を覚えてもらうた

めの工夫など，自分がしてきたことを聞い

た。

アナウンサーの仕事とは，「自分の言い

たいこと，伝えたいことを相手にきちんと

伝えること」が大切だと聞き，その後，体

験活動として呼吸法や発声練習，標準語や

正しいアクセントについて屋外に出て練習

をした。最後に，まとめとして１分間スピ

ーチで自己ピーアールをした。これは，１

分間という時間感覚を身につけること，自

分の言いたいこと，他人に伝えたいことを

はっきり言えることを目的として一人ずつ

行った。

（4）建築士コース　

１日目は，講師が作成した自己紹介シー

トに生徒が記入した。内容は，「このコー

スを選んだ理由」，「自分はどのような仕事

が向いているか」，「どのような仕事をすれ

ば幸せと感じることができるか」などであ

る。そのシートを活用して，お互いの自己

紹介の後，講師から建築士の仕事について

の内容，講師の持っている仕事観について

話があった。また，学生時代からこの職業

に就くまでのことや，この職に就こうとし

た動機，資格取得までの努力や勉強につい

て，質疑応答を交えながら話があった。

２日目は，「もう一つの家，別荘を造ろ

う」をテーマに，別荘の設計演習を行った。

まず始めに，設計図の書き方について，窓

やドアなどそれぞれの標示の仕方の説明が

あり，課題として，土地の平面図と設計す

る一画，東西南北の背景が与えられた。生

徒は，建物の名称やコンセプト，セールス

ポイントを考えながら設計した。完成後は，

一人一人作品を発表し，評価を受けて演習

を終えた。

（5）システムエンジニアコース　

１日目は，まず始めに，コースの参加者

同士の自己紹介をした。講師からは，自己

紹介とこの職業に就こうとした動機や自分

の高校生活について話があった。その後，

システムエンジニアの仕事についてプログ

写真７

写真６

写真５ 写真６



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年236

ラマーとの違いや，仕事の幅の広さ，社会

との関わりについて話があった。講師から

「ただ単に，コンピュータ相手に仕事をし

ているのではなく，依頼者の要求を聞き出

し，それに合ったものを作らなければなら

ない」と，コミュニケーションの大切さに

ついて話があった。

２日目は，実習としてプログラムの３要

素，順接・選択・反復について，ＡＮＤと

ＯＲの論理的な考え方についての実習に入

った。また，コミュニケーションの重要さ

として，相手にどうやって伝えるか，相手

の伝えようとしていることをどうやって捉

えるかを，色紙で作ったいろんな三角形を

使って実践した。伝えたい側，受け取る側，

お互いにコミュニケーションの重要性と難

しさを生徒自身が体験した。

（6）講話Ⅰ（羽咋公共職業安定所　所長）

「これからの職業人に求められるもの」

と題し，これからの職業選択にあたって，

次の様に話があった。

「誰もが，学校を卒業と同時に職業に就

き，社会人として「自立」の道を歩むこと

になる。これからの人生の中で，仕事に就

いている時間を長く過ごすことになり，こ

のため，自分にとってやりがいのある職業

を選択することが何よりも大切である。そ

して，人生を生き生き過ごすことができれ

ば，それは最高なことである。」と話があ

った。また，高校卒業者と大学卒業者とで

は，職業選択の幅が違うことや，現代的課

題となっている，ニートやフリーターの定

義や人数と社会状態，仕事は何のためにす

るかについても興味深く聞いた。

（7）講話Ⅱ（日本工芸会　漆芸家）

「漆と私」と題し，若者に人気のない職

種であるが，日本の伝統工芸の魅力や漆工

芸の道を選び漆工芸家を目指した理由につ

いて，自身の歩んできた道を振り返りなが

ら話をされた。また，自分が制作した漆器

を展示し，漆芸の種類や材料についても詳

しく解説され，参加者も手にとって見るこ

とができた。最後に，自分の体験から，仕

事に就くことがゴールではなく，仕事をし

ながら自分を磨いていくことが重要だと話

をしめた。

Ⅴ　成果と課題

本事業参加者の職業に対する意識は，参加

しない中学・高校生よりかなり高いものと思

われたが，事業開始前に行った質問紙調査結

果では，事前に学校を通して行った質問紙調

査結果と比べても決して高いものではなかっ

た。

事業に参加した中学生は、１名を除いて２

年生であり、自分の進路や職業は３年生ある

いは高校生になってから考える，参加高校生

は1・2年生が中心であり，自分の進路や職業
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は３年生になってから真剣に考えればよいと

する傾向と思われる。

今日，中学・高校生は下校後塾通いが多く，

家業などを手伝う機会が減り，日常的に身近

な場所で職業に触れ，考える機会が減少して

いると思われる。働くことの意義や職業観が

養われないまま，高校や大学を卒業すると流

れに任せて職についている現状が，離職者の

増加やニート，フリーターを増加させる一つ

の要因と考えられる。

本事業を通して，参加者は弁護士，アナウ

ンサー，建築士などを講師として，各講師が

抱く職業に対する価値観や体験談，実習を通

して職業の一端を体験した。この結果，事業

前と比べ意識に変容が見られた。事業後，高

校生に行った質問紙調査では，図５、図６か

ら分かるように「職業につかないで自分の好

きなことだけをやっていたい」とい割合が減

少した。また，図７，図８から分かるように

「最初はどんな職業でもいいから就職して，

後でまた考えればよい」の項目で「非常に当

てはまる」の回答が減少し，職業に対する意

識がポジティブに向上し，職業観に変化が見

られた。

また，進学・就職を目前に控えている高校

生に対しては，ふだん接することが少ない各

講師からの直接のアドバイスや職業の模擬体

験を通して，自分の将来に対する生き方や職

業の世界を現実的なものとして捉える機会と

することができた。

学校教育においても，インターンシップや

職業教育が行われているところであるが，中

図６　できれば職業につかないで自分の好き
なことだけやっていたい（事業後　高
校生）

図５　できれば職業につかないで自分の好き
なことだけやっていたい（事業前　高
校生）

図８　最初はどんな職業でもいいから就職し
て，あとでまた考えればいい（事業後
高校生）

図７　最初はどんな職業でもいいから就職し
て，あとでまた考えればいい（事業前
高校生）
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学・高校生に対し，働くことの意義や責任，

仕事のやりがいや達成感などの体験により，

今後望ましい職業観や勤労観を育んでいくた

めには，青少年教育施設においてもキャリア

教育に関する事業の充実を図り，次代を担う

青少年の主体性や自立性を一層育んでいくこ

とが課題である。


