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はじめに
沖縄県は豊かな自然を持ち、かつて琉球と称した小さな邦は、悠久の時代から日本、中

国をはじめとしたアジア諸国との交易で独自の文化を育み、積極的な外交で栄えた歴史を
持っています。現在でも急成長を遂げているアジアのハブとなる有利な立地や人口の自然
増加率、企業進出率などから、将来に向けた経済成長率の予測が高いと期待される「夢」
が溢れ「可能性」を秘めた島嶼地域、それが私たちの沖縄県です。
一方、1972 年（昭和 47 年）に、施政権が日本政府に返還されて以降、全国平均を上回る
失業率が常態的に高く、県の政策課題となっています。特に若年者の失業率、無業者率お
よび早期離職者率が、1990 年以降高い数値を推移していることが沖縄県の雇用課題の大き
な特徴です。
沖縄県民が望む沖縄県の将来あるべき姿を描いた基本構想「沖縄 21 世紀ビジョン」1。2008
年（平成 20 年）から、県民アンケートや高校生による作文コンクールなどの意見を基に策
定された初めての長期構想です。その基本理念は、
「21 世紀に求められる人権尊重と共生の
精神を基に、
“時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな「美ら島」お
きなわ”を創造する」とあります。概ね 2030 年の実現に向けたビジョンであり、その頃沖
縄の社会の中核を担うのは、今の若年者、目の前にいる子ども達です。先述の若年者雇用
問題は、今だけの問題ではなく、将来の沖縄を揺るがし得ない重要かつ喫緊に解決しなく
てはならない課題です。いかに経済振興、地域振興を謳っても核となる人材が「人財」に
ならなければ、儚い夢に終わりかねません。
沖縄県では 2007 年（平成 19 年）より、沖縄県の雇用情勢を全国並みに改善するために、
“県民一人ひとりや各主体が参画意識を持って沖縄県の未来を切り開くための県民運動”
沖縄県産業・雇用拡大県民運動、通称「みんなでグッジョブ運動」2を、今できる取組みと
して展開しています。運動の要石には将来の沖縄を担う子ども達を据え、キャリア教育を
柱に、大人のキャリア形成にもつながる取組みとして、
「沖縄型ジョブシャドウイング」を
8 年間にわたり推進してきました。
「連携」をキーワードに、県内各地域で展開されてきた
本取組みは、今年（2015 年）1 月に、文部科学省と経済産業省の共同表彰制度による「キ
ャリア教育推進連携表彰」3の優秀賞を受賞し、沖縄発の地域連携型キャリア教育の仕組み
構築のロールモデルに値するとして全国に紹介される運びとなりました。

1

沖縄 21 世紀ビジョン

2

みんなでグッジョブ運動 WEB サイト http://www.goodjob-okinawa.info/

3

文部科学省キャリア教育推進連携 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1354888.htm
受賞団体による取組概要 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1354888.htm

http://www.pref.okinawa.jp/21vision/index.html
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本文では、第 1 章として沖縄県の雇用情勢に触れながら、若年者の就業意識の向上に”
ジョブシャドウイング4“の期待される効果と、
「沖縄型ジョブシャドウイング」の定義づけ
と、それを受けて展開された事業の概要や目的についてご紹介します。第 2 章では、沖縄
型ジョブシャドウイング事業」の拠点地区に対する追跡調査をご紹介していきます。第 3
章では、地域や企業ならびに保護者に対するヒアリング内容と、対象となった児童生徒に
対するヒアリング内容を記しております。最後の第 4 章には、参加企業、保護者ならびに
児童生徒に対して行ったアンケート集計を載せております。
みんなでグッジョブ運動が開始された当初、目標に掲げた完全失業率 4 パーセント台へ
の改善は 2013 年（平成 25 年）6 月に達成されましたが、若年者無業率、若年者における早
期離職者率は、依然と全国平均より高いままです。沖縄県の雇用は“量”の確保から“質”
を重視した確保5へと変遷しつつあり、社会人基礎力6の育成に重きを置いたキャリア教育が
重要とされつつあります。
本報告書が、沖縄県におけるキャリア教育・職業教育に関わる関係者に活用されること、
沖縄県の若年者のキャリア形成支援の参考になれることを期待しつつ、沖縄発の地域連携
型キャリア教育の更なる拡大と進展につながる一助となれば幸いです。
末筆ではございますが、本報告書にご協力いただきました拠点地区の皆さま、これまで
本事業において受入のご協力をいただきました企業関係者の方々、実施校ならびに保護者
の皆さま、本モデル事業の対象者でありました児童生徒の追跡調査のために、ご尽力いた
だきました各市町村教育委員会ならびに沖縄県立向陽高等学校、沖縄県立八重山高等学校、
福岡県立筑紫中央高等学校の関係者の方々に、深く感謝の意を申し上げるとともに、皆さ
まの今後のご活躍を心よりお祈り申し上げて、お礼の言葉に代えさせていただきます。

4

ジョブシャドウイング＜Job Shadowing＞

5

平成 26 年 5 月に行われた沖縄県産業・雇用拡大県民運動推進会議で配布された資料 「雇用拡大・雇用の質の向上に
向けた各部局の対応方針及び取組内容等について」
http://www.goodjob-okinawa.info/wp-content/uploads/2014/05/be1d5593155754c0928ae64df8b1a611.pdf

6

社会人基礎力
経済産業省が 2006 年から提唱する「前に踏み出す力」
、
「考え抜く力」
、
「チームで働く力」の 3 つの
能力から構成されており、
「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」とされている。

アメリカ発のキャリア教育の手法 詳細は P.10～16 で述べる。
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第１章

沖縄県における若年者雇用現状と沖縄型ジョブシャドウイング事業

本章では、沖縄県の雇用情勢を背景に、平成 19 年度からスタートした「みんなでグッジ
ョブ運動」
（以下、
「みんなでグッジョブ運動」）の概要と、雇用課題の要因のひとつとして
考えられる若年者雇用問題を紹介するとともに、その解決のため提案された「沖縄型ジョ
ブシャドウイングモデル事業」
（以下、
「モデル事業」）の取組みと「沖縄型ジョブシャドウ
イング」が定義されるまでの経緯について説明します。

1.

沖縄県における若年者雇用状況とキャリア教育



みんなでグッジョブ運動の発足背景にある本県の雇用情勢
みんなでグッジョブ運動の概要を説明する前に、当時の本県の雇用情勢について触れて

おきます。2007 年（平成 19 年）沖縄県における完全失業率は全国平均 3.9 パーセントに対
して、本県は 7.4 パーセントと、全国平均より約 4 ポイント高い状態でした。重ねて 30 歳
未満の若年者の失業率は、全国平均 6.7 パーセントに対して、本県は 12.7 パーセントと非
常に高い数字でした。
図 1 県内の雇用情勢7
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本県の厳しい雇用情勢の要因として以下の 3 点が考えられると言われています。
1）雇用の場の不足
2）求人と求職のミスマッチ
3）若年者を取り巻く厳しい環境8



みんなでグッジョブ運動の概要
本県の雇用課題の要因が解決されないまま、雇用情勢の悪化が常態化すると、個人の将

来設計を不安定にするだけでなく、沖縄県にとって人的資源の蓄積が十分にされず、将来
の経済発展に悪影響を与えることが懸念されます。将来の子ども達に夢と希望のもてる社
7

平成 19 年は年平均値、平成 26 年の数値は 10 月現在の数値

8

みんなでグッジョブ運動の当初は「若年者等の就業意識の低さ」とされていたが、若年者自身だけの問題ではなく、
変化の激しい環境による事由も考えられるとの見解から、平成 24 年度から記述が変わった。

4

会を築くために、平成 19 年度から、産業・雇用の拡大につながる施策を推進することを県
政重要課題と位置づけ取組むことにしました。
その施策が効果的なものとなるためには、行政の施策実施と併せて、県民各層が主体的
に行動を促すような県民運動として展開することが必要とされ、県内主要 60 団体が賛同・
結集し、みんなでグッジョブ運動をスタートすることになりました。
図 2

沖縄県産業・雇用拡大県民運動とは

みんなでグッジョブ運動

本県民運動の下、県内企業・経済

県民一人ひとりが「働くこと」について、真摯に
向き合い、働くことの大切さを常に考え、子どもた
ちに伝えていく。そして、県民みんなが働くことに
生きがいを感じられるような「働く夢」を広げてい
く、このように県民が一丸となって就業意識向上を
目指し取り組む県民運動である。

図 3

団体、学校、教育機関、行政機関
そして地域・家庭が、それぞれの
役割の下で相互に「連携・協力」
しながら、本県の雇用情勢の改善
を目指して取組みを展開すること
になりました。

雇用課題の解決にむけて「連携」

当時（2007 年）の沖縄県の
労働市場の特色として、産業
構造上の問題もあり、求人数
の絶対的な不足による恒常的
な失業率の高さが強調されて
いましたが、景気の如何に関
わらない若年者の失業率の高
さも深刻な問題でした。
本運動を推進していくにあたり、本章冒頭に記載しました平成 26 年の月別完全失業率で
は9、当初目標値である 4 パーセント台に改善し、全国とも 1 ポイントの差まで縮めること
ができましたが、若年者完全失業率は、依然、全国と 4 ポイントの開きがあります。10

9

本報告書の P.4 で掲載した図 1

10

労働力調査局 全国：総務省 沖縄：沖縄県労働局
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自立が大きな課題となる沖縄の若年者
若年者失業率の高さは前述のとおりですが、この問題を深刻にしているのは、本県の若

者が全国と比較して、経済的自立や精神的自立が難しいことから、就労の機会が遅れ就職
できない、更に健全なキャリア形成や社会形成能力が不全の状況に置かれる危険性がある
と言われています。この問題は 3 つの側面から鑑みる事ができると思われます。
1 つ目は若年者の早期離職者率です。沖縄県における平成 23 年 3 月卒業者における新規
学卒者の離職状況は、就職後 1 年以内の離職者は、高卒者 33.8 パーセント、大卒者 26.2
パーセントとなり、3 年以内の離職率になると、高卒者 61.7 パーセント、大卒者 48.9 パー
セントと、新卒入社をした 2 人に 1 人が、3 年後には会社を離れていることになります。
図 4

平成 27 年 新規学卒者の離職状況 ＜平成 23 年 3 月卒業者＞11

特に深刻なのは、入社 1 年以
内の離職率が、高卒ならびに大
卒ともに、全国平均と比べて 2
倍の数字になっており、更に 3
年以内の離職率の過半数が 1 年
目離職になっているということ
です。この傾向は、本県民運動
の当初から依然として変わらな
い状況です。
図 5

平成 19 年 新規学卒者の離職状況＜平成 16 年卒＞12

2 つ目は、世帯主続柄別完全失業率から見える問題点です。平成 26 年度末の世帯主続柄
別完全失業率では、
「その他の家族」が、全国平均 6.7 パーセントと比較して 11.3 パーセ
ントとかなり高いことから、親と同居する若年者失業者が多いことが推測されます。

11

沖縄県の新規学卒者の離職状況（平成 23 年 3 月卒業者の状況）沖縄労働局

12

平成 23 年 4 月に観光商工部産業政策課雇用創出戦略スタッフ室が発表した沖縄県雇用情勢関連データより引用。
出典:厚生労働省職業安定局労働市場センター業務室「新規学校卒業就職者の就職離職状況調査結果」

6

図 6

世帯主との続柄別 完全失業率（平成 26 年末）13
その裏付けとして、平成 26
年の年齢階層別完全失業率
から、自活できるだけの経
済的、精神的自立が困難で
あろう 15 歳から 29 歳まで
の年齢層の完全失業率が
35.4 パーセントと完全失業
率の 3 割強を占めているこ

と、併せて、新規学卒離職者の年齢層と重なっていることからも、衣食住といった生計の
ほとんどを親の庇護を受けながら就職活動、もしくはキャリアパスにつながらない短絡的
な労働を繰り返していると考えられます。
図 7

年齢層別完全失業率 ＜平成 26 年度末＞14

最後 3 つめは、新規学卒無業
者率です。本県の若年者の自立
化問題の中で最も深刻な部分だ
と思われます。平成 25 年 3 月に
県内の高校を卒業した者は
14,970 人、大学卒業者は 3,728
人となり、18,000 人余の若者が
新たな進路を踏み出しました。
その中の新規学卒無業者率は、
高校卒業者 15.2 パーセント、大学卒業者は 27.1 パーセントと、いずれも全国平均に比べ
て 10 ポイントも上回る高い数字で、約 3,200 人の若者が、自分の進路が決まらないまま卒
業していきました。
図 8 新規学卒無業者率 （平成 25 年 3 月卒業）15
沖縄県
新規学卒無業者＜高校＞
卒業者総数

全国との比較

15.2

％

4.9

％

+ 10.3 ポイント

27.1

％

13.6

％

+ 13.5 ポイント

14,970 名

新規学卒無業者＜大学＞
卒業者総数

全国

3,728 名

13

総務省「労働力調査」および沖縄県企画部統計課「沖縄県 労働力調査」

14

沖縄県企画部統計課 労働力調査平成 26 年 12 月分

15

文部科学省「学校基本調査」

7

更に深刻さを深めている事由として、県内の 15 歳～34 歳の非労働力人口、つまり就労し
ていない者のうち、世帯の中で家事を主に行っている者を除く、学校に行かず、職業訓練
もしていない若年無業者（ニート16）の数が、2014 年平均で 1 万 5 千人17に上り、前年比よ
り 1,000 人増と過去最多を更新しました。
図 9

沖縄県

ニート数の推移
進路とは将来の「自分の進
む道」を自ら追求し、情報を
集め、判断し、行動すること
です。彼らの多くは主体的な
進路選択が出来ずに、目の前
に迫った事柄にのみ焦点を
あてた短絡的な進路選択や、

新規学卒無業者が高卒より大卒が高いところから推測するに、進路意識や目的意識が希薄
なためにおこる先延ばし選択が要因と考えられます。
その根底には、自己肯定感と自己有用感の低下などから、長所を伸ばせないまま、将来
の生き方や自分に向いた職業を見いだせないのではないかと思われます。それは決して彼
らだけの問題ではなく、今日の変化の激しい社会情勢にあって、産業や経済及び雇用の構
造的変化の中では、自分の「夢」を思い描くことや、自分の 10 年後の姿でさえイメージす
ることが容易ではない時代であることも大きな要因だと考えます。



若年者における雇用課題とキャリア教育
若年者の雇用課題の解決には、
「学校と社会の移行」が、スムーズに行われることと「学

校での学びと仕事をつなぐ」という観点から、キャリア教育を充実させることが有効です。
キャリア教育とは、
“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”18と中央教育審議会19（以下、「中教審」
という）では定義されています。
「キャリア」とは“馬車の轍20”が語源で、乗り物の車輪の跡つまり「足跡21」を意味し
16

ニート

Not in Education, Employment or Training の頭文字をとり NEET と略した

17

総務省

労働力調査 2015 年

18

中央教育審議会が平成 23 年 1 月 31 日に「今後の学校におけるキャリア教育。職業教育の在り方について（答申）」
の中で定義された

19

文部科学大臣の諮問機関で，文部科学省に置かれている多数の審議会のうち最高の位置を占め，最も基本的な重要事
項を取り扱う。1952 年 6 月設置。

20

キャリア Career とは、Carrāria という中世ラテン語が語源とする。

21

足跡は、
「あしあと」と読めば人や動物が土、雪、ドロなどの上を歩いたあとに残る足の形の意。
「そくせき」と読め
ば人の経歴や業績などを指す言葉。

8

ます。キャリアを考えるとは、自分がこの世に誕生してから現在までに、どのような足跡
をつけてきたのか、今この瞬間からどのような足跡をつけていきたいのかを考えていくと
いうことを意味します。
それを踏まえて紐解くと、キャリア教育を充実させるとは、自分が今まで学んだことや
活動してきたこと、またどのような役割を担い、その責任を果たしてきたかなどを振り返
るとともに、将来に向けての道筋を考えるための機会を提供することです。この経験によ
って、自身の個性や適性を理解し、主体的に進路を選択する能力や態度が育まれ、併せて、
生涯にわたって追行する立場や役割を形成していくための必要な意欲・態度そして能力が
育まれていきます。この基礎的な能力が醸成されることで勤労観は培われ、その上に、興
味・関心等に基づく職業に関する技能を身につけさせることが、望ましい職業観の形成に
つながります。
図 10

キャリア発達22と進路選択

したがって、なるべく早い時期からの体系立てたキャリア教育を、発達段階に応じ取り
組むことで、
「なりたい自分」を見つけることができ、そこに至るための自発的な進路選択
へとつながっていきます。その過程で肯定的自己理解と自己有用感を得る経験を重ねてい
くこと、自分らしい生き方へとつなげていくことが必要です。
またキャリア教育には、学校単体だけでなく地域内外の各界各層の支援が必要で、支援の
輪が広がり、支援の層に厚みを持たせることこそキャリア教育の充実につながっていきま
す。

22

キャリア発達とは（中教審の定義によると）
「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」とされる。

9

2. 沖縄型ジョブシャドウイング事業の概要と経緯
平成 19 年度よりスタートしたみんなでグッジョブ運動23の一環として、平成 19 年度から
22 年度の 4 年間で「沖縄型ジョブシャドウイングモデル事業」
（以下、
「モデル事業」）が行
われ、平成 23 年度～26 年度「沖縄型ジョブシャドウイング事業」（以下、本事業とする）
が行われました。

図 11 沖縄型ジョブシャドウイングに関する事業全体図



ジョブシャドウイングの説明
本県の雇用課題の一因である「若年者を取り巻く厳しい環境」の改善を、島嶼県という

本県の地理的特徴や経済社会構造、本県の地域ならではの「絆の強さ」等といった特色を
鑑みながらも、県民運動の中で展開していくに相応しい取組みにする必要がありました。
そこで着目したのは、米国発のキャリア検索活動の一種の「ジョブシャドウイング」で
す。ジョブシャドウイングの紹介報告書24によると「米国では主に中学校高学年から高等学
校低学年を対象としており、高等学校の高学年でキャリアを専攻するうえで有効」とされ
ています。

23

本報告書 P4～P5 にて詳細説明

24

引用「ジョブシャドウイング～職場体験ジョブシャドウイングの事例～」（リクルートワークス研究所 2004）

10

ジョブシャドウイング（Job Shadowing）の特徴として、児童生徒が企業や事業所を訪れ、
そこで働く大人に『影』のように寄り添い、その仕事内容や仕事に取組む姿勢、職場での
様子を観察します。仕事をみせる大人は「メンター」と呼ばれ、その意味は指導者、師匠、
先輩を意味します。児童生徒は「見ている」だけでなく、メンターの言動やメンターの環
境を含めて、メモを取りながら“観察25”をします。観察時間は半日から 1 日程度の実施で
す。

図 12

ジョブシャドウイングの説明とインターンシップとの違い

本県民運動の中で展開される
モデル事業に、ジョブシャド
ウイングを取り入れた理由と
して次の 2 点が挙げられます。
1 点目は 1996 年マサチュー
セッツ州ボストン市にて地域
単位で一斉に同日実施した26
「ジョブシャドウ・デイ
（Job Shadow Day）
」をロール
モデルとし、全米に広がり、毎年 2 月に高校生を対象として行われたことです。
2 点目は、キャリア教育の充実のために企業が率先して発足した、全米ジョブシャドウイ
ング連盟等27が主体となって行われたことです。
また先述の報告書によると、当事者となる児童生徒、実施企業、従業員、3 者への波及効
果を次のように挙げています。
25

観察：対象の実態を知るために注意深く見ること。その様子を見て、その変化を記録すること。どれだけその変化を
見つけられるかが重要。

26

ボストン企業協議会が School to Work Opportunities Act の施策の一貫として実施

27

1998 年に America’s Promise、National School to Work Opportunities Office， Junior Achievement the American
Society of Association Executives が連合を組み、活動を全米に広げ、125,000 人の学生が参加。

11

図 13

ジョブシャドウイングのメリット

メリット
・学校での学習と仕事のつながりを認識できる。
・学習意欲が向上する
1）児童生徒メリット

・将来に向けて様々な職業の選択肢があることに気づく
・希望の職種に就くための様々な情報を得ることが出来る。
・企業イメージの向上
・従業員の士気が向上する

2）実施企業メリット

・地域に貢献できる
・未来の人材育成に貢献できる
・自分の仕事を見直すことが出来る

3）従業員メリット

・就業に対する意識が向上する
・地域に貢献できる

このように、ジョブシャドウイングの特徴や当事者へのメリットを踏まえて、次の 3 つ
の観点から本モデル事業は展開されることになりました。
1）若年者の就業意識を喚起できる。
2）各層各界の連携体制が強化される。
3）県民運動の浸透が図れる。



沖縄型ジョブシャドウイングの定義
平成 19 年度からスタートしたモデル事業は、平成 22 年までの 4 年間で、
「沖縄型ジョブ

シャドウイングの定義づけ」と「全県的な普及と各層各界の連携体制」を目指し、①沖縄
型ジョブシャドウイングの実施プログラム等の開発、②発達段階に応じた仮説的な教育目
的とカリキュラム策定、③普及・展開を見据えた実践・検討を行って参りました。
平成 20 年度から「沖縄型ジョブシャドウイングモデル事業推進検討委員会設置要項28」
に基づき、
「沖縄型ジョブシャドウイングモデル事業推進検討委員会29」（以下、「検討委員
会」
）を設置し、有識者にて広報事業との連携や、実践報告から成果や課題や事業効果など
を整理・検討し、県内各地での実施方法や普及促進方法等について熟議しながら、提案を
行いました。

28

沖縄型ジョブシャドウイングモデル事業推進検討委員会設置要項は平成 20 年 1 月 4 日に施行された。

29

委員構成は、有識者として教育研究機関 2 名、経済団体代表 1 名、県教育庁（県立学校教育課／義務教育課）、市町
村教育委員会代表 1 名にて、年 2 階開催された。

12

まず初めに、体系的なキャリア教育を推進する活動として捉え、各発達段階に応じたジ
ョブシャドウイングの目的を設定しました。本事業の目的と効果をたかめるための、検討
委員会にて定義された沖縄型ジョブシャドウイングは、次の通りとなります。
図 14

各発達段階におけるジョブシャドウイングの目的と特徴

沖縄県キャリア

教育推進プラン

小学校

中学校

高校

6 年生

2 年生

2 年生

職場見学

職場体験

インターンシップ

夢と希望を育む

生き方の自覚を深める

進路選択・決定

身近な人の働く姿を見る

地域の職場で職場体験する

地域の職場で就業体験する

沖縄型ジョブシャドウイングモデル事業

5 年生

1 年生

1 年生

ジョブシャドウイング

ジョブシャドウイング

ジョブシャドウイング
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めの仕事についての観察軸

に、仕事と自分を結びつけ

閉じた社会にいる生徒にチ

をつくる。

る。（自分の生き方と仕事に

ャンス設ける。



仕事のしくみを知る

ついて考える）





仕事って楽しそうと感



じられる





世の中には、努力すれ

一生懸命働く大人をみ

ば、
「自分の居場所があ

る

る」、「自分が活躍でき

働いている自分をイメ

る場所がある」という

ージできる

ことに気づく

今の自分がわかる（自



身近な「師」を知る

己理解）



急にはなれない、変わ

自分の魅力（良いとこ

れないが、日々の努力

ろ）に気づく

と目標を見失わなけれ

自己を客観的にみつめ

ば近づくことができる

る


自分に足りないモノに
気づく



前向きな思考で、理想
に向っていける

ジョブシャドウイング

インターンシップ
職場体験

職場見学

小学 5 年
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高校１年

高校２年

（1）沖縄型ジョブシャドウイング・プログラム
ジョブシャドウイング当日は、短時間（半日～1 日）の体験プログラムですが、児童生徒
への学習効果を高める目的として、①事前学習、②ジョブシャドウイング当日、③事後学
習、④発表会を行います。この流れを系統立て行うことが沖縄型ジョブシャドウイングの
目的と効果を果たすための不可欠な要素となります。
図 15

沖縄型ジョブシャドウイングの流れ
①事前学習
事前学習では、1）動機づけ、2）
情報収集能力、3）思考力を意識し
たカリキュラムで行います。
動機づけでは、
「仕事内容」を見る
だけではなく、「職業を選択する理
由」や「働く上で大切にしているも
の」など仕事に携わる人の内面に着
眼させるため、学習目的とメンター
を観察するポイントを重点的に進
めていきます。

併せて、事前学習を充実させる目的で、マナー学習や地域の職業人による講話を取り入
れています。マナー学習は実施のためだけでなく、
「挨拶の大切さ」を気づかせる工夫をし、
学校生活で行われていることが社会でも役に立つということを気づかせます。
他にもインターネットや本、企業パンフレットなどを活用して、受入企業や関連業界に
ついての調べ学習を行うことで、情報収集能力と児童生徒の興味関心を高めながら、観察
中の質問を考えさせるなど、思考力を高める工夫もしています。
図 16

ジョブシャドウイング：アメリカ型と沖縄型の相違点
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②実施当日
実施当日は、短時間（半日～1 日）のプログラムですが、事前学習で学んだ心構えや体得
したコミュニケーション力を存分に発揮し、メンターとの時間を過ごします。
③事後学習
事後学習では、実施で気づいたことや、メンターとの交流を通して得たものを振り返るこ
とと、ペアやグループまたはクラス全体で共有させることで、自分が体験したしたことだけ
でなく、人それぞれに働き方や働く想いがあることに気づかせていきます。
図 17 ジョブシャドウイングの児童生徒への目的と効果
手法として、個人ワークは、振
り返りシートや感想文を用い、グ
ループワークとしては意見交換
やファシリテーションを用いて
進めていきます。その後、個人ま
たはチームでの新聞作成や、スラ
イドプレゼンテーションソフト
を活用して、学んだ事を整理しな
がらアウトプットする力をつけ
る学習とします。これらの一連し
たプログラムで「気づき」を得て、社会と学校での学習がつながり、日々の学習への意
欲が高まることを期待しています。
④成果発表
成果発表会では、
児童生徒が学んだ事をプレゼンテーションする力を育成することを目的
に行います。手法として、1）作文やスライド資料を用いた体験発表、2）ポスターセッショ
ン、3）劇など学校が主体となって行っています。
発表内容は、仕事内容の紹介ではなく、働く人の想いや「働くこととは何か」や「働く
「今から自分ができること」を発表する
上で大切にしていること」など、将来に向かって、
場としています。

（2）沖縄型ジョブシャドウイングの特徴

＜相互作用＞

沖縄型ジョブシャドウイングの大きな特徴は「相互作用」です。メンターと児童生徒の
双方にとって「働く意義」について考える機会とし、質問を通して、互いに「伝える力」
をつけることを意識して行っているところです。

15

図 18

沖縄型ジョブシャドウイングの相互作用

児童生徒から、仕事内容や観察中に興味を持ったことや疑問に思ったことを質問という
形で伝え、メンターは自分の仕事を児童生徒に理解できるように伝えます。この質問を通
して、互いに伝える力の育成を目的としています。
また「仕事をしていて嬉しかったことはなんですか」「今まで仕事で困ったことはありま
すか。それをどのように乗り越えましたか」など内面に関わる質問もあり、互いに仕事の
やりがいや働く意義について考えることで、就業意識の向上を図ります。
本事業は児童生徒への効果だけではなく、メンターに対する効果も高く、メンターは仕
事に取組む姿勢を伝えるということを通して、自分の仕事を顧みながら、児童生徒に対し
「憧れの職業人」になろうとする自己啓発につながり、受入企業にとっても人材育成の効
果が期待できると考えます。

（3）地域連携の要としての役割
みんなでグッジョブ運動の中で展開される本事業は、各層各界をつなぎ、各主体が参画
意識をもって、次世代を担う子どもたちの未来を切り開くために「働くこと」の意義をみ
つめ、就業意識を高めていくための要の役割があります。
児童生徒のキャリア形成に関わる大人が、本事業の目的や到達イメージを共有する場を
持つことと、児童生徒のキャリア教育に直接関わることを通じて、各主体の役割を認識し
役目を果たすことで、地域で育むキャリア形成支援の輪が広がり、沖縄型ジョブシャドウ
イングの目的と効果を最大限に活かすことが出来ると考えます。
また児童生徒に対する本事業の効果や、各主体またはメンターが果たす役割の効果を実
感できる場として発表会があります。受入企業やメンター、保護者、地域住民に参観を促
すことで、地域人材育成に貢献している意識を高めるとともに、子ども達にとっても憧れ
のメンターが見てくれることで、発表にも一層力が入ります。発表会という場で、受入企
業や保護者、地域の方々とジョブシャドウイングの成果を共有することで、家庭や学校の
16

みならず地域社会全体で取組んでいくことに繋がるプログラムとして、各実施校が工夫を
こらし開催していることも沖縄型ジョブシャドウイングの大きな特徴といえます。



地域連携キャリア教育モデルの展開
本モデル事業は、平成 19 年度の高等学校 2 校の実施からスタートし、平成 20 年度には

小中学校へと対象者を若年者層に拡大し、発達段階における実施手法や、宮古・八重山地
区を含む地域で、それぞれの地域事情に応じた取組みを行ってきました。
図 19

地域連携モデルの定義づけまでの取組み内容

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

試行

地域・若年層（小中学校）拡大

バリエーション

地域連携モデルの展開

目

●県内でジョブシ

●高校の地域拡大（離島含む）

●高等学校の自立化支援

●産学官連携の展開

的

ャドウイングを試行

●実業系高等学校への展開

●小中学校の地域拡大

●地域主体への移行

●高等学校モデル

●若年層への展開（小・中学校）

●大規模実施

●特別支援学校への展開

高等学校（2 校）

高等学校（6 校）

高等学校（3 校）

高等学校（2 校）

高

・豊見城南高等学校

・真和志高等学校

・真和志高等学校
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等

・北中城高等学校

・美里高等学校

・嘉手納高等学校

・中部商業高等学校

学

・浦添商業高等学校

※上記 2 校合同：大規

・石川高等学校

校

・北部農林高等学校

模実施

【特別支援学校】（1 校）

・伊良部高等学校

・八重山商工高等学校

・泡瀬特別支援学校

・八重山商工高等学校

高等部

中学校（1 校）

中学校（2 校）

・興南中学校
中

中学校（4 校）

・真和志中学校

【名護地区】

・大原中学校

・名護中学校

学

【宮古地区】

校

・鏡原中学校
【八重山地区】
・白保中学校
・大原中学校
小学校（1 校）

小

小学校（2 校）

・垣花小学校

学
校

小学校（2 校）

・垣花小学校

【那覇地区】

・平良第一小学校

・識名小学校
【宮古地区】
・平良第一小学校
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平成 21 年度からは、キャリア教育を地域で自発的に取組んでいけるようなロールモデル
を確立するため、市町村行政、各学校、教育機関そして地域の経済団体および企業が連携
する取組みへと展開し、沖縄型地域連携キャリア教育の礎を構築することができました。
モデル事業の最終年度となった平成 22 年度は、前年度に構築した地域連携モデルを、地域
の実情や特性に合わせた様々な在り方で、連携モデルの展開を行うことができました。
尚、本事業の中でモデルとする地域連携型の取組みは、産学官の連携を意識し、地域の
経済団体や企業、自治体（市町村）
、学校・教育機関（教育事務所や教育委員会など）
、NPO
（非営利団体）
、自治会などが参画した地域連携の場となる協議会を設置し、ジョブシャド
ウイングを運営ならびに実施することを前提とします。

① 地域連携ロールモデル＜宮古島市＞
宮古地区では、市長発案のもと、教育機関、学校、企業、経済団体、行政による県内初
となる「宮古島市ジョブシャドウイング推進協議会」を立ち上げ、市内小学校におけるジ
ョブシャドウイングの運営実施を行いました。
この協議会は、地域で実施する本事業の周知広報、実施支援を目的に、各主体が役割を
担い、円滑な運営と受入体制の構築を行いました。この宮古島市の事例が各地域へ広がり、
各地で展開する地域主体型モデルを推進する力となりました。

② NPO による運営事務局モデル＜名護市＞
名護市では、ジョブシャドウイングの手法を活用して、若年者の就業意識の向上やニー
ト対策に役立てたいと、行政（名護市）
、教育機関、経済団体、NPO 団体等が連携し、平成
22 年 6 月に「名護市ジョブシャドウイング協議会」を設立しました。名護市と地元 NPO が
運営事務局を担い、地域と密着している NPO が中心となって、実施に至るまでの学校や企
業間の調整を行ないました。

③ 地域施策戦略モデル＜環金武湾地域＞
「環金武湾」とは、本島中北部の金武湾を囲む 3 つの市町村（うるま市、金武町、宜野
座村）からなる地域の総称です。環金武湾地域では、製造業などを中心に多くの企業が立
地し、企業周知や人材確保などの課題に取組んでいます。この地域の既存の協議会である
「環金武湾地域雇用創造協議会」の協力を得て、地域内の県立高等学校と中部エリアの専
門高校の 2 校合同で、環金武湾地域に立地する企業でジョブシャドウイングを実施しまし
た。本事業の周知や受入企業の開拓などでは、同協議会の事務局メンバーが中心となって
取組んでいきました。

④ 学校区モデル＜那覇市／繁多川・識名地域＞
那覇地区は、学校数、企業数とも多いため、地域の公民館や自治会などを拠点とした「地
域力」を活用したジョブシャドウイングに取組みました。繁多川・識名地区にある識名小
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学校を軸として「識名小ジョブシャドウイング運営委員会」を設置し、同校 PTA や地域の
公民館や NPO、自治会、近隣商店街組合、大学生ボランティアなど、地域に関わるさまざま
な人々との協働で実施を行いました。

⑤ 市町村連携モデル＜八重山地区＞
八重山地区においては、石垣市および竹富町の 2 自治体の連携のもと「産学官連絡調整
会議」を開催し、本事業を支援・実施しました。竹富町西表島内の中学校と石垣市内の中
学校の 2 校が合同で実施しました。また実施直後の 2 校合同事後学習会を企画・開催し、
八重山地区における他校との交流学習や他団体との連携を進めながら、今後、離島地域に
おける展開の参考となるように取組みました。



地域連携協議会の目的と各主体の役割
本事業での地域連携による取組みは、地理や文化、産業環境などの地域特性から、将来

的に「地域に貢献する人材」を育成する事を目的に協議会を設置しています。産学官・地
域で構成される協議会は、地域の雇用状況やキャリア教育に関する情報や課題の共有と、
目標達成に向けた課題解決の方策などの熟議を重ねる場です。
協議会を構成する各主体は参画意識を持って、実際にジョブシャドウイング等のキャリ
ア教育の実施にも関わり、その役割を果たしていきます。
図 20 地域連携協議会と各主体の役割

地域に育てられた子ども達は、地域に対して誇りを持ち、将来、地域の一員として産業
を支える人材、伝統文化を受け継ぐ人材、県外・海外のキャリアに挑戦する人材と、県内
外の産業をリードする人材へと自立していくと思われます。
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図 21 地域人材の還流
そして支えられた側が支える側へと
移行する人材の還流を起こすことで、若
年者にとって身近な存在となるロール
モデルが示され、それらを見聞きするこ
とで、働いている自分が具体的にイメー
ジにつながっていくと考えられます。
こうした取組みが県内の様々な地域
で行われていくことが、本県が抱える雇
用問題の解決と、
長期的な展望に立った人材育成の底上げにつながっていくものと考えます。
図 22



コーディネーターの役割

コーディネーターの役割
本事業の目指す地域連携の仕組み

構築には、各主体をつなぐ役割を担う
コーディネーターの存在は不可欠と
なります。
コーディネーターは、地元に精通し、
地元の要望に迅速に対応できる人物、
地域で活躍できる人材として位置づ
けられており、学校と産業、地域を結
び付ける結節点としての重要な役割
があります。
また、コーディネーターが地域にいることで、地域内の様々な情報の集約が行えること
や、地域内の児童生徒にとって効果的なキャリア教育の事例集積と発信が可能となります。
このようにコーディネーターが中心となり取組みを進めていくことで、地域が一丸とな
って人材育成を行うことが可能となり、各主体の連携の強化につながっていきます。
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第2章

沖縄型ジョブシャドウイング事業を活用した拠点地域への追跡調査

第 1 章で述べたように、平成 19 年度から 4 年間行われたみんなでグッジョブ運動の検証
結果と、モデル事業の総括から、
「中長期的な人材育成の視点でのキャリア教育」と「連携
による人材育成の基盤構築」の必要性と、その手法となる沖縄型ジョブシャドウイングの
定義が示されました。
本章では、これまでに本事業を実施した拠点地域の追跡調査の結果を報告いたします。
調査対象は、モデル事業も含め本事業を活用した前期拠点地区となった 5 地域に対して、
ヒアリング調査を行いました。

1. 沖縄型ジョブシャドウイング事業と地域型就業意識向上支援事業の説明
沖縄型ジョブシャドウイング事業は、モデル事業で培われた手法や、検討委員会で示さ
れた考え方を基本とし、産学官ならびに地域と家庭が連携した人材育成の基盤や仕組みを
構築するための支援事業です。
図 23

沖縄型ジョブシャドウイングのスキーム図30

モデル事業の検証結果からの方向性
1）産学官が連携した人材の育成
2）キャリア教育に関する意見交換の場
の設置
3）多くの県民が参加できる県民運動と
する
方向性を踏まえた今後の事業展開
1）「沖縄型ジョブシャドウイングモデル
事業」を活用する
2）産学官・地域・家庭が連携する仕組みづくりを行う
3）持続可能な連携体制と人材育成事業の展開を目指していく
今回ヒアリングを行った 5 地区は、本事業を活用して、産学官・地域連携の仕組みを構
築し、連携協議会のなかで話し合われた地域の雇用課題の解決や就業意識の向上に対する、
手立てを講じるために「地域型就業意識向上支援事業31」を活用しています。
30

本事業では、各拠点地区に対し、本部機能を担うグッジョブおきなわ推進事業局が、仕組み構築の支援と各地区の
各地域のコーディネーターの育成を行っています。

31

沖縄型産学官・地域連携グッジョブ事業の細事業で、平成 24 年度から実施している。「沖縄型産学官・地域連携グ
ッジョブ事業」とは「キャリア教育の効果的な推進、目的の達成のためには、幅広い関係者の連携が重要である」
という視点に立ち、地域に産学官・地域連携協議会の設置を推進するため、みんなでグッジョブ運動の一環として
創設した。
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2．地区別のヒアリング調査について
（1）宮古島市
沖縄本島から、南西約 300 キロメートル離れた宮古島は、池間島、来間島に続き、伊良
部島を結ぶ 3 つ目の大橋が、今年平成 27 年 1 月に完成しました。人口約 5 万人の宮古島市
は、平成 17 年の市町村合併により誕生した、市制 10 年目を迎える地域です。

①協議会発足の背景
宮古島の人口は、55 年間減少傾向にあり、雇用状況は慢性的な課題の 1 つに挙げられて
います。地域の中に高校までしかなく、高等教育を受けるには地域を離れなくてはならず、
地域で就職をする若年者の定着率が良くないことが課題となっています。

②協議会発足の経緯
宮古島市の近年の観光産業の発展と連動させて、将来を担う若い力を支援する人材育成
を積極的に行うために、早期からの人材育成に着手する必要がありました。
平成 21 年度、本モデル事業時に「宮古島市ジョブシャドウイング推進協議会」を立ち上
げ、市内小学校のキャリア教育の支援を産学官が連携して行いました。この宮古島市での
取組みが、沖縄における地域連携型キャリア教育のロールモデルとなりました。

図 24

宮古島グッジョブ連携協議会構成表（発足時）

③構成団体
本協議会は、宮古島市副市長を
会長とし、教育機関や経済団体を
中心に 11 団体で構成している。宮
古島市観光商工局商工物産交流課
に、コーディネーターと運営事務
局を置き役割を担っています。
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④構成団体名簿
図 25

宮古島グッジョブ連携協議会構成団体名簿（発足時）

⑤協議会発足から現在までの経緯
宮古島市グッジョブ連携協議会は、平成 23 年度、24 年度に沖縄型ジョブシャドウイング
事業に取組み、平成 24 年度からは宮古島地域就業意識向上事業を取組んでいます。平成 25
年度からは、キャリア教育から雇用対策事業までを包括的に連携していくため、
「宮古島地
域雇用創造協議会」にその役割及び体制が引き継がれました。
宮古島地域就業意識向上事業は、高校生と地域（大人・企業等）が密に連携し、
「職」に
触れ、改めて考える機会を作ることで、若年層の就業意識の向上を図ることを目的として
いる。市内小中学生に対するジョブシャドウイングや職業人講話も取組んでいるが、高校
卒業後、地域を離れることが多い宮古島市は、将来の宮古島を担う産業人材の輩出を目的
に、高校生に対する県外企業の見学ツアーや、商工会議所青年部が中心となって、高校生
と協働で店舗経営を行うなど、高校生への支援に力を注いでいます。
この取組みが実現できるのも、モデル事業からの 6 年間で、学校と企業がつながってい
く仕組み、
「絆」が構築できたからこそだと思われます。
⑥現在の活動状況
具体的な取組みとして、高校生に対する取組みは、実践型キャリア教育に重きを置き、
宮古島にはない企業、産業を学びに県外訪問体験など、工夫を凝らした取組みを展開して
います。
特筆すべき事例として、高校生が自分たちで立案運営し、土日祝日のみオープンする高
校生仕事クラブ「んまがぬ家」というカフェの開業している。開業にあたっては、地元商
工会議所の協力のもと、会計や経営のノウハウを学び、製造の工程、技術も学ぶなど、立
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案から開業まで実践的な体験学習を行っています。他にも県外の高校と交流や、宮古島の
特産品を県外のイベントで出店したりなど、高校生に対するキャリア教育の支援を、精力
的に行っています。
小中学生に対する支援も、ジョブシャドウイングは教育委員会から毎年、各学校へ向け
て公募をかけ実施校を選定して実施しています。他にも中学生の職場体験のマナー学習、
市内全小中学校に向けた職業人講話の調整業務など、児童生徒の職業観・就業観を高める
取組みを引き続き行っています。
地域の若年層に対する取組みとして、就業・起業しようとする若年層等を支えるため地
域体制の構築を目指して、各種フォーラム、勉強会等を開催しています。
⑦今後の展開
3 年目を迎える地域型事業は、平成 26 年度で事業終了年度を迎えますが、今後、この取
組みや事業継続について充分に協議し、宮古島市として実施を継続していく体制を模索し
ているところです。小中学生に対する支援は、これまでと変わらず行っていくつもりです
が、高校生に対する支援は、資金的な面をどうクリアするかが、課題となっています。
一方で、この宮古島地域就業意識向上支援事業に関わる高校生の人数は 413 名となり、
年々取組みが広がってきている。取組みに参加した高校生に対して行ったアンケートなど
から、就業意識が向上したと答えている生徒は全体の 51％におよび、地域住民、産業界の
双方から高い評価を得ています。
また高校生カフェや県外企業ツアー等に関わっている生徒が、コミュニケーション能力
やチームで動く力などの社会人基礎力が向上しているという声も聞かれています。詳細は
次章で述べるとします。この対象となる生徒たちは、モデル事業時のジョブシャドウイン
グの体験者も多く、6 年間におよぶ体系的なキャリア教育の効果と、地域連携型キャリア教
育の効果が、ロールモデル地域となった宮古島市で見られたことは、
「続けていく」ことの
大切さを教えてくれたものと思います。

（2）名護市
名護市は沖縄本島の北部に位置しており、北部地域の拠点都市としての役割を担っていま
す。平成 14 年に沖縄振興特別措置法による日本唯一の金融業務特別地区、また情報通信業
務特別地区の指定を受け、情報通信・金融関連企業の誘致を積極的に推進するなど地域経
済の活性化に取組んでいる地域です。
①協議会発足の背景
これまで名護市においては、情報通信・金融関連産業の集積を促し、国内唯一の金融業務
特別地区そして情報通信産業特別地区での企業誘致や産業振興の発展を目指した様々な施
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策に取組み、雇用の創出・拡大に取組んできた地域です。
②協議会発足の経緯
名護市はこれまで積極的に雇用施策を進めてきましたが、全国でも雇用状況の厳しい沖縄
県において完全失業率が県平均を上回っています。特に若年者の失業率や無業者率が非常
に高い状況にあり、将来を担う人材の育成が喫緊の課題となっています。
名護市の抱える雇用問題に対し、将来の名護市の担い手となる児童生徒の勤労観・職業観
の醸成と若年層の就業意識向上を図り、地域雇用力の向上を推進するために、産学官協働
でキャリア教育を実施することにしました。
モデル事業時に、名護市内中学校の実施を機に「名護市ジョブシャドウイング協議会」を
設立しました。平成 23 年度からは、ジョブシャドウイングだけではなく雇用対策事業を包
括的に連携していくため、
「名護市グッジョブ連携協議会」と名称を変え、その役割及び体
制が引き継がれました。
図 26

名護市グッジョブ連携協議会構成表（発足時）

③構成団体（発足時）
本協議会は、名護市産業部長を
会長とし、経済界、教育・行政機
関、NPO 法人等民間団体を含む 11
団体で構成し、名護市産業部商工
観光課と NPO 法人北部地域 IT ま
ちづくり協働機構が運営事務局
を担っています。

④構成団体名簿（発足時）
図 27 名護市グッジョブ連携協議会構成団体名簿（発足時）
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⑤協議会発足から現在までの経緯
名護市グッジョブ連携協議会では、モデル事業にて地域連携の仕組み構築の支援を受け、
平成 24 年度までの 3 年間で、沖縄県における地域連携型キャリア教育の先進事例地区とな
りました。その所以となるものは、NPO が事務局を担うなど地域が主体となって、各界各層
が連携した取組みになったことは、本事業が目指すキャリア教育の在り方です。
平成 24 年度より地域型支援事業を活用し、名護市における地域のプラットフォームとし
ての機能を発揮し、市内の就業体験に関する業務の窓口一本化や、キャリア教育に関する
研究会の発足などを精力的に行い、この取組みが、政府の表彰制度である「第 3 回キャリ
ア教育推進連携表彰32」奨励賞の受賞へとつながりました。
⑥現在の活動状況
ジョブシャドウイングを含む市内小中学校における就業体験に関する事務作業、企業開
拓の窓口一本化や受入れ事業所リスト化などを担い活動しています。平成 22 年度 中学校 1
校のみで行われたジョブシャドウイングが、平成 25 年度以降より市内全ての小学校で展開
され、年間の対象児童は 1,000 名を超えています。
また、地域連携の研究会を開催し、名護市におけるキャリア教育の在り方や、今後に向
けて熟議を重ねています。平成 25 年度には、研究会において「名護市キャリア教育に係わ
る行動計画（指針）骨子」が完成し、その実現に向けて具体的に取組みを開始しました。
具体的な取組み事例として、キャリアパスポート（キャリアアルバム33）の取組みを一部
の学校で開始しています。児童生徒が行った体験活動やボランティア活動等の記録を残す
ことで、自分が興味を持っていたもの、努力してきた事、得意だったことなど、キャリア
発達の過程が自分でわかり、そこから、自分では意識していなかった「自分の姿」に気づ
くことができることをねらいとして実施しています。
その他にも、キャリア教育に関するフォーラムの開催や、お仕事体験イベント「なご・
わくわくワーク」を行うなど、様々な取組みを展開しています。
⑦今後の展開
名護市におけるキャリア教育の関与に関して、企業との垣根がなくなった一方で、形骸
化の様子も出てきたことは否めないため、今後は質の向上に努めていく働きかけを考えて
います。手始めとして、児童生徒の変化が伺える発表会の参加を、今以上に促していきた
いと思います。

32
33

文部科学省キャリア教育推進連携

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1343865.htm

キャリア・ポートフォリオともいい、語義的には「紙ばさみ式のファイリングケース」を意味するが，キャリア教育
において用いられる場合には，キャリア発達を促すことにつながるさまざまな学習経験や活動の記録，特技・資格・
免許などの一覧をファイリングしてまとめたものを指す。
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未来の名護市を担う子ども達のキャリア発達がスムーズに行われ、社会に移行できるよ
うに、キャリアアルバムの活用を、市内の全学校で実施したいと思っています。その普及
方法や課題等を研究会で議論しながら浸透できる方法を見つけていきたいです。

（3）うるま市
うるま市は、具志川市、石川市、勝連町、与那城町の 4 市町が平成 17 年に合併し誕生し
た本県中部圏域の中核的な役割を担う地域です。うるま市が擁する国内唯一の特別自由貿
易地域は、中国・東南アジアに開かれた国際的な港であり、製造業も集積する加工交易型
産業の拠点としても期待されています。また情報通信技術関連産業の一大拠点としての「IT
津梁パーク」も立地しており、最先端の IT 関連産業が集積し、目覚ましい成長発展してい
る地域です。
①協議会発足の背景
うるま市の雇用情勢は、完全失業率が県内 11 市の中で最も高く、雇用状況の改善が大き
な課題となっています。特に 20 歳から 24 歳までの若年者の失業率は深刻な状況で、抜本
的な対策のひとつとして、キャリア教育の充実を図る必要がありました。うるま市の製造
業や IT 産業を含む誘致企業等の協力を得てキャリア教育を行うことで、地元企業への興味
関心を高め、児童生徒の進路に対する視野を広げ、将来を担う若年者の就業観・職業観を
高めることにつなげることが求められています。
図 28

うるま市グッジョブ連携協議会構成表（発足時）

②協議会発足の経緯
うるま市の雇用状況の改善の
為、将来のうるま市の担い手と
なる児童生徒の勤労観・職業観
の醸成を図るとともに、地域の
雇用問題の解決や、地域全体の
就業意識向上を図ることを目的
に、うるま市グッジョブ連携協
議会を発足しました。
平成 22 年度に、うるま市と雇用
向上・人材育成で連携を取って
いる環金武湾雇用創造協議会が「沖縄型ジョブシャドウイングモデル事業」を担い、平成
23 年度からはうるま市が主体的に実施しています。

③構成団体（発足時）
本協議会は、うるま市副市長を会長とし、教育機関や経済団体を中心に 9 団体で構成し
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ている。運営事務局として、うるま市経済部企業立地雇用推進課内に置いて、役割を担っ
ています。
④構成団体名簿（発足時）
図 29

うるま市グッジョブ連携協議会構成団体名簿（発足時）

⑤協議会発足から現在までの経緯
うるま市では、平成 23 年からの 2 年間に本事業を活用しながら、24 年度の 1 年間は地域
型事業を併用活用し、地域にあったキャリア教育の模索を行いました。事業に取組む中で、
学校、企業からヒアリングを重ね、課題や要望を抽出した結果、地域に合った事業内容に
するために、
「うるま市型ジョブシャドウイング事業」を開始しました。
うるま市型ジョブシャドウイング事業は、小学生に対するジョブシャドウイング事業等
の取組みと、中学生に対する職場体験へ向けたサポート事業からなり、うるま市グッジョ
ブ連携協議会は、うるま市うるうぇ～ぶ就活センター34に位置付けられ、取組みを展開して
います。
平成 26 年度からは、事業の企画運営を、民間団体である一般社団法人ジョブリッジ研究
所に委託して取組んでいます。このうるま市の自走の形は、本事業のロールモデルとなる
事例です。

⑥現在の活動状況
うるま市におけるキャリア教育の受入事業所は、現在 190 社の企業が受入企業として登
録しており、市内全小学校 18 校との連携が取れています。その内、14 校はうるま型ジョブ

34

うるま市うるえぇ～ぶ就活センターは、
“うるまの仕事人をつくる”
「うるま市地域雇用創造協議会」
、
“未来の仕事人
をつくる”
「うるま市グッジョブ連携協議会」
、
“仕事選びは生き方選び”
「就活サポートであえ～る」の 3 構成からな
る組織で、子どものキャリア形成支援から、働くまで・働いてからのサポートを行い、切れ目ない支援を実現してい
る。

28

シャドウイング事業を実施しています。
また、うるま市で特筆すべき取組みとして、チャレンジ JOB があります。うるま市内の
企業で実際の制服を着用し、スタッフとして仕事を体験することで、子ども達に働くこと
への興味をもってもらい『仕事の楽しさ・仕事の責任感』を伝える事を目的とした、お仕
事体験型事業です。選抜式で子ども達を選出し、保護者も参画する仕組みを作り取組んで
います。キッザニア35のように楽しみながら、一歩踏み込んだ実践型就業体験を目指してい
ます。
⑦今後の展開
今後、うるま市の全小学校 18 校にて、うるま市型ジョブシャドウイング事業ができるこ
とを目指し、更なる企業開拓に力を入れ、いずれは市内の全企業でキャリア教育が実施で
きることを目標にしています。
その実現のために、事業を委託している民間団体のネットワークと機動力で、地域の各
主体の連携をさらに深め、地域のプラットフォームの役割を拡充させていきたいと考えて
います。このような人材育成の取組みは、すぐに結果が出るわけではなく、評価が難しい
からこそ、そこに熱意を持ち取組む「人」がいることが何より大事だと考えています。市
としても、この取組みを推進するコーディネーターの存在を“地域の宝”と考え、彼らに
対する評価制度などを設けて支援する取組みを行いたいと考えています。

（4）豊見城市
豊見城市は、空の玄関である那覇空港に隣接し、人口の増加・企業誘致などの事業成果
を収め、村制から一気に町制を飛び越え、単独による市制施行は地方自治史上、稀なこと
だと注目をされ平成 14 年度に豊見城市となりました。その後も臨空を生かした観光関連産
業の誘致推進をはじめとし名実ともに「都市成長力日本一」と称されている地域です。
①協議会発足の背景
豊見城市の労働人口年齢構成は若年者が全体の半数を占めており、若年層の雇用情勢は
厳しい雇用情勢が続いています。このような就業構造の下、地域産業を担う若手人材の育
成と雇用開発の必要性が高まっています。
②協議会発足の経緯
豊見城市では、地域経済の活性化や雇用機会の創出のため地域再生の具体的取組と、雇
用創造効果を高める事業を「豊見城市地域雇用創造推進協議会」を立ち上げて取組んでい
ます。そこで地域の子どもたちの就業意識を育む仕組みを作る必要を捉え、キャリア教育
から雇用創出事業までを包括的に連携していくために、平成 23 年度から当協議会内に、一
部会として「豊見城市ジョブシャドウイング部会」を発足させました。
35

就学前 - 小学生程度（キッザニア東京は 3 歳 - 15 歳）の児童を対象としており、主要な 80 職種について職業を模
擬体験することができる施設。
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図 30

豊見城市地域雇用創造推進協議会構成表（発足時）

③構成団体（発足時）
豊見城市は、豊見城市企画部商
工観光課長を会長、構成員として
教育機関、経済団体等 8 団体にて
運営し、運営事務局は、豊見城市
企画部商工観光課内に設置しまし
た。

④構成団体名簿（発足時）
図 31

ジョブシャドウイング部会構成団体名簿（発足時）

⑤協議会発足から現在までの経緯
豊見城市は、平成 23 年度 24 年度と、沖縄型ジョブシャドウイング事業の拠点地区とし
て取組み、併せて平成 24 年度からは、キャリア教育充実を図る目的で、地域型就業向上事
業を活用して、市内小中学校の職業人講話などの支援を行っていました。
本事業が終了する平成 25 年度に、今後の方針に向けて話し合いを進めた結果、小中学校
に対するジョブシャドウイングによるキャリア教育支援はひとまず区切りを付け、豊見城
市地域雇用創造推進協議会の中に「ジョブシャドウイング部会」を残したまま、活動を休
止することにしましたが、今年度（平成 26 年）10 月に、母体となる地域雇用創造協議会が
解散となりました。現在は 25 年度に、市内の子どもたちを対象とした職業体験型イベント
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を機に立ち上がった「わくわくワーク協議会36」が、ジョブシャドウイング部会の趣旨を引
き継いだ形で、地域のキャリア教育にむけた取組みを行っています。
⑥現在の活動状況
わくわくワーク協議会は、ジョブシャドウイング部会の構成員に加え、PTA を中心とする
協議会で、平成 25 年と 26 年度の 2 回、
「グッジョブ☆とよみわくわくワーク」を実施し、
地域のキャリア教育の充実を図っています。一方で、本事業の 2 年間関わった学校と教育
委員会から、本事業で培ってきた地域人材を活用した学校のキャリア教育の支援に関する
強い要望を受け、沖縄県が展開する「未来の産業人材育成事業37」にて、市内の小学校 3 校
と中学校 3 校の全小中学校の支援を行っている。こちらの事業は、産業理解と学校での教
科を結びつけた取組みで、市内の企業も積極的に関わっていただき、地域産業の理解にも
つながっていると思われます。
また平成 25 年度まで、市において実施していました高校生に対する取組みも、今年度か
ら事業廃止となり、沖縄県の「みんなでグッジョブ運動推進事業38」の支援を受けて、就業
促進講演会を行いました。
⑦今後の展開
今後、雇用政策（特にキャリア教育）についてどのように取組むか、どのような予算を
獲得していくか検討が必要だと考えています。あと具体的には、事業を充実させるための
「人材配置」が肝要と思われます。講師謝金や消耗品費等の予算は確保できても、企業・
学校・各種団体との連携を図るコーディネーターの配置に係る予算が確保できないと事業
の展開は厳しいと認識しております。
コーディネーターが配置できなければ、民間企業への委託も視野に入れて検討していま
す。もし委託ができないのであれば、地域の企業が取組んでいるキャリア教育につながる
活動（体験・工場見学）等の情報提供を行うなどの取組みも考えていきます。今後「わく
わくワーク協議会」の中でも検討事項として話し合う予定としています。

（5）那覇市
那覇市は本県の政治・経済の中心であり、国際ハブ空港としても期待される那覇空港や、
県外や周辺離島とを結ぶ那覇港を擁することから、沖縄県の玄関口としての役割も担い、
また人口増加率も高い水準を推移していることから、2013 年に中核市に移行したこともあ
り、将来の経済成長率が高いと称される地域です。

36

みんなでグッジョブ運動推進事業の中で、地域の子どもたちと保護者に向けた体験型イベント「グッジョブスクール」
を企画運営を行い、地域の子どもたちの就業観・職業観の育成について話し合う場

37

平成 25 年度のモデル事業を経て、沖縄型産学官・地域連携グッジョブ事業で、26 年度より展開している事業。

38 みんなでグッジョブ運動を広く県民に周知する目的の事業。
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①協議会発足の背景
県都である那覇市は、大規模な学校が多く、子どもの教育や子育ての悩みを学校や親だ
けで完結する傾向があるなど、都市ならではの悩みを抱えています。都市地区における地
域連携の取組みは、主催者が取組みやすい学校区や公民館等を拠点とすることが、実現性
も高く、自治会や青年会などの地域団体の協力が仰ぎやすいと思われます。
那覇市は、1950 年代に現本庁所在地区に 2 市 1 村が併合し、今でも旧市村それぞれに支
所や公民館など地区ごとの行政サービスが充実しており、さらに新都心開発エリアを含む
と 5 地区が存在しています。
②協議会発足の経緯
都市地区での地区単位の取組みを派生させていくことが、都市地区での地域連携型キャ
リア教育を形成させていくことにつながっていくと思われます。
那覇地区の協議会は、モデル事業時に、市内小学校のジョブシャドウイングの実施のた
めに、学校区での運営委員会が発足されました。市教育委員会所管の公民館と、運営を委
託されている NPO が中心となり、地域自治会や PTA の協力を得て実施されました。地域の
産業界としては、那覇市まちなか振興課の協力の下、那覇市商店街事務連絡会39が傘下事業
所に呼びかけを行い、円滑な実施運営ができました。
学校区の連携の経験を持つ、先述の運営委員会の構成員を核として、今後、地区ごとの
展開を支えるための経済団体と、地区ごとの取組みを検証するブレーン的な機能も併せ持
つ必要があり、那覇地区では、大学が関わり連携する仕組みを構築することになりました。
図 32

なはグッジョブ連携協議会構成表（発足時）

③構成団体（発足時）
本協議会は、沖縄大学副学長を会
長とし、構成員として教育機関、行
政、経済団体、NPO 法人 3 団体を含
む 10 団体で構成し、
運営事務局は、
沖縄大学が運営事務局を担いまし
た。

39

那覇市商店街事務連絡会は、国際通りを中心とした隣接する商店街組合で組織されている。国際通り会や第一牧志公
設市場組合など、平成 22 年度当時、13 団体が加盟していた。
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④構成団体名簿（発足時）
図 33

なはグッジョブ連携協議会構成団体名簿（発足時）

⑤協議会発足から現在までの経緯
なはグッジョブ連携協議会は、平成 23 年度から 2 年間拠点地区として活動し、平成 24
年度からは地域型事業を活用し、市内のキャリア教育支援の充実に向けた取組みや、今後
の那覇市のキャリア教育を模索するために県外の先進事例調査事業や、教育委員会と共同
開催の県外講師を招聘してのキャリア教育講演会の開催などを行いました。
平成 26 年度からは、事務局を大学から民間企業に移行させ、学校を中心とした取組み、
那覇地区に特化した取組みへと深化している。現在、有限会社オーシャン 21 が、協議会の
運営事務局を担っています。
⑥現在の活動状況
過去 3 年間の取組みを経て、平成 26 年度は那覇地区を 3 つのエリアに分けて、それぞれ
に拠点を置いて取組んでいます。3 エリアとは、若狭エリア、那覇新都心エリア、繁多川エ
リアとしており、若狭・繁多川エリアは公民館、那覇新都心エリアは経済団体が、エリア
における実施主体を担っています。加えて、那覇地区のテーマは「自立」である。
「自立に
向けていかに運営資金を確保するか」、
「継続した取組みへと発展させるためにはどうした
らいいのか」などをエリアごとに検証し、協議会で話し合いを進めています。
「知ろう！学ぼう！キャリア
平成 25 年度は、那覇市商工会議所青年部の協力を受けて、
教育体験 in 若狭公民館」と題し、子どもたち向けにお仕事体験を実施しました。
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⑦今後の展開
本事業が今年度で終了するためコーディネーターの人件費や事務局運営費などが確保で
きないため、平成 27 年度以降は、協議会を続けていくが、事務局をどこが担うかはまだ決
まっていない状況です。平成 27 年度の第 1 回目協議会までは、現民間企業が事務局機能を
担い行う予定ですが、そこから先は、どの組織が、どのような関わりで担っていくかを協
議して決めていきたいと考えているところです。
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第3章

追跡調査から見えた成果と課題について

追跡調査の実施に当たり、ジョブシャドウイングに参加した児童生徒、学校、受入企業
の窓口となった方へアンケート調査を実施しました。また、支援した 5 地区に対してはヒ
アリングによる調査を行いました。そこから、成果と課題については①企業の視点、②保
護者の視点、③児童生徒の視点、④地域の視点の 4 つの視点から取りまとめることとしま
す。なお、本章ではアンケート集計結果からの考察も含まれますが、アンケート結果につ
いては第 4 章で総括しておりますので、そちらも合わせて参照いただければと思います。

1．企業の視点から
沖縄型ジョブシャドウイングを実施するうえで、児童生徒の受け入れ先となる企業の開
拓と、担当頂くメンターの役割理解は欠かせません。そのため、本事業実施に当たり、事
務局コーディネーターや拠点地区コーディネーターは、事業の主旨説明からメンターの役
割等について、事業所の都合も考慮しながら複数回に分けて説明を行うなど、力を注いて
きました。その結果、年々多くの企業の皆様にご協力を頂くことが出来、また継続して関
わっていただいている現状があり、この点は大きな成果であると言えます。
この間、参加頂いた企業側の意識には大きく 2 つの動きがみられました。一つは、本事
業活動当初は積極的に関わっていただけたものの、年数経過共に参画が後退していったパ
ターンです。もう一つは、年数経過とともにジョブシャドウイングの受入のみならず、職
場体験や職場見学といった取組みにも積極的に関わる動きが見られたパターンです。こう
した動きがなぜ生じているのでしょうか。
現在、社会貢献や地域貢献、業界理解や職種理解の一助として、受入を行っている企業
が多いと考えられます。ジョブシャドウイングの受入れが、業務改善やメンター社員にと
っての仕事理解が深まるという視点を捉えて取組める企業が増えれば、社会貢献だけでは
ない、社内の人材育成の観点から企業側にとって真にプラスとなることが伝わります。ジ
ョブシャドウイングを受け入れることでの効果を企業が実感し、理解するためには、メン
ターとなった社員の体験の共有が必要ですが、その点が十分に理解され、機能していない
ことが前文で述べた企業の 2 つの動きに関係していると考えています。
このことは、子ども達の何に驚いたのか、そのことがメンターとなった社員自身にどの
ような変化をもたらしたのか、そしてその変化をうけてどう行動するのかについて受入れ
企業側にファシリテート出来る人材（例えば職場の先輩や上司）がおり、それがしっかり
と機能しているのかという点と無関係ではないと考えています。現に、その点に気が付い
ている企業も一部には見受けられますが、組織的に関わっているというよりは、そうした
関わりが出来る社員個人の力に依存している可能性が否定できません。
企業の雇用の問題を考える際に、定着率は大きな指標となる。昨今の若年者の離職率を
考えると、ジョブシャドウイングのような自身の仕事が他者に「見らえる」体験というの
は、自身の仕事の進め方や意味づけを考えたり、整理するきっかけとし大変有効です。
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そこを個人的な体験で終わらせない仕組み作りが行えるなら、組織開発においての本ツ
ールの有用性が高まります。そのための事例等を多く提供できる仕組みや支援が今後必要
であり、求められると考えています。

2．保護者の視点から
沖縄型ジョブシャドウイングは、関わる大人全員が子どもたちのキャリア形成支援者と
して関わります。特に、保護者は主体的な職業選択や意思決定を行う際に支援者であり、
乗り越えるべき壁ともなります。保護者は子どもたちのキャリア形成に関心をもち、関わ
ることで子どもたちの発達段階を知り、適切な助言が行えることが大切です。そのため、
ジョブシャドウイングでは、企業への送迎や成果発表会等における保護者の関わりを大事
にしています。本事業実施に当たり、保護者を加えた地域連携の取組みがなされてきたの
は、大きな成果といえます。
保護者としては子どもたちにしっかりとした職業観や就労感を伝えて行く役割がありま
す。また、社会で必要となるマナーや行動規範といった生活面から育む必要性がある社会
に生きる人としての資質や素養を教育指導していくことも、学校のみならず家庭における
役割であり、決して小さなものではありません。子どもの成長と幸せを願い、しっかりと
した職業や経済的に安定している職業、就職先を考えない保護者はいないといえるでしょ
う。そのため、進路選択において、多くの保護者側が進学情報を必要としています。しか
し同時に、変化し続ける社会においては現時点で有望な就職先が、将来的にも安全かつ安
定しているとは言い難い状況があります。では子ども達の支援者として保護者はどうある
べきなのでしょうか。
一つは、沖縄の雇用の現状に関心を持ち、職業選択においてどのような職や企業がある
のかについて、保護者自身も情報収集を行う必要があります。次に、キャリア形成を行う
ためには多様な選択肢があり、家庭の経済的状況も踏まえて、どのようなルートをたどっ
ていくのかは、自ら情報を集め、判断する必要があることを親子共々よく話をする機会が
必要となります。そのために、キャリアの発達過程においては夢を広げる段階と、現実と
向き合って絞り込みを行う段階があること、今自身の子どもがどの段階にいるのかについ
て把握できるよう、様々な形で情報発信を行い、啓発していく必要性があると言えます。

3.

児童生徒の視点から

観察を通して職業理解が行えるジョブシャドウイングは、サービス産業を主体とする第 3
次産業や、体力的、技能的に子ども達に仕事体験をさせることが難しい業種において、大
変有用なツールとなっています。そのため、体験型では訪れることのできない企業や職場
を観る機会も多く、職業選択の視野を広げる観点から、大きな成果を上げています。
今回アンケート調査結果から、ジョブシャドウイング体験を通して、自分もあと数年し
たら、大人になり働くのだということを意識し将来について考えたり、興味をもった職業
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について調べたり、どうしたらその職業につけるのかを考え始めたり、仕事は誰かのため
になるということが分かったという「きっかけ体験」となったという声が多く見られまし
た。こうした点からも、子ども達の職業観を養い、就業観を高める取り組みとして一定の
成果を上げていると言えます。
また、今回の調査では進路決定時期としてジョブシャドウイングを行った小学校 6 年を
上げる生徒と、実際に就職を意識し始める高校 3 年を上げる生徒が多くいました。そうし
た意思決定に親や家族、自身のやりたいことが影響を与えていると多くの生徒が回答して
います。

一部実施したヒアリング調査を実施した球美中学校 2 年生と西中学校 3 年生においては、
進路選択の際にまずは自分でじっくりと考えてから相談すると答えている生徒が多数いま
した。このことは、主体的な進路選択に繋がっていると捉えることが出来る反面、経済的
な視点を含め現実を見据えた進路選択がどの程度行えているのかについては、更にヒアリ
ング等を重ねて、検証する必要があることを示しています。また、生徒達のアンケートや
ヒアリング結果からは、目標とする将来なりたい職業が、ジョブシャドウイングや職場体
験を通して、生徒の中で結びつけて考えることまでは出来ていますが、そのために、どの
ようなステップで目標を達成するのか、どういう方策が考えられるのかという視点がどの
程度豊かにあったかは把握できていないため、個人の気づきや、周囲にいる大人がどの程
度、多様な関わり方を行えたのかに大きくゆだねられている可能性を示しています。この
点についてはその後のミスマッチ防止やリアリティショックの解消といった雇用の質に繋
がる可能性が高く、今後さらに力をいれて取組む必要性がある部分と言えます。このこと
は事前、事後学習においてどこに力点を置いて伝える必要があるのかといった、対象とな
る子ども達の発達段階を的確に把握する難しさと共に、受け止める側である子ども達の意
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欲や意識をどのように喚起していくのかにつて、まだまだ多くの課題があることと同義で
あると言えます。

4．地域の視点から
地域連携をキーワードに取組まれてきた本事業は、活動を行う地域の特性を踏まえて多
様な取組み方が行われてきました。そのため、各地域の特色を踏まえて成果と課題につい
て考察していきます。
（１） 地域連携ロールモデル＜宮古島市＞
宮古島市は、他の地域に先駆けて地域連携のための協議会が発足し、その後の本事業の
地域展開の際のロールモデルとなった地域です。この仕組みを構築したことが最大の成果
と言えます。
地域連携の仕組みが構築できた最大のポイントは、経済団体や企業がジョブシャドウイ
ングの受入企業となることで地域貢献へのアピールができ、さらに経済団体や企業には保
護者がいるため、取組みが一気に島全体に波及する推進力となったことがあります。この
サイクルが循環した理由としては、取組み内容を絶えず企業や産業界側にフィードバック
することで、ジョブシャドウイング受入れが地域や学校への強力なアピールとして作用し
ていることを企業が意識し、更にこの取組みに参画することで、人財育成と確保ができる
ということが産業界と保護者の双方の共通認識として持てたことがあります。現在では、
更に高校生に対する取組みを強化しています。宮古島には高校までしかないため、高校卒
業後は島外、県外へと進学あるいは就職していくことになります。しかし、宮古島にいつ
かは戻ってきて働ける場所づくりが必要であり、そのためには若年層が魅力を感じる強い
地域経済、就業・起業しようとする若年者層の育成とその体制を支える地域体制の構築が
必要と考え、それを目指して高校生仕事クラブの立ち上げを並行して行うなどして取組み
を進めています。
その中でジョブシャドウイングの効果としは、次のようなエピソードが挙げられました
ので、引用してご紹介します。
エピソード①「ある高校生数名に調査を実施した所、目的意識がなく、将来のことを漠
然ととらえた進路選択・決定をする傾向が強かった生徒が多い中、ジョブシャドウイン
グを経験した生徒は、将来を見据えた自発的な進路選択が行えていることが分かった。
具体的には、家庭の事情で就職という道を選んだ生徒がいたが、宮古島のために働きた
いから市の職員になる、と、高卒で公務員試験を受け、見事合格した。ただ、漠然と公
務員職を選ぶのではなく、宮古島のために貢献できる人材になりたいと考え、進路選択・
決定をすることができたのは、小学生の内からジョブシャドウイングでの経験を通して、
働く事を考え、自分と向き合い、将来を考えた経験があったからこそ、進路選択決定を
迎える時期に、将来を見据えて考えることができたと感じている。このような人材が育
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ってきたことが、大きな成果であると感じた。」
エピソード②「今までの取組みを行ってきたことで、地域の経済団体がとても積極的。
ジョブシャドウイングの受入、メンターの協力、講師としての協力などを通して、地域
の取組みやキャリア教育への取組みに主体的に参画している。
」
現在、宮古島市においてはキャリア形成支援と就労支援とを協議会が担うことで、子ども
から大人まで切れ目のない支援を実現する体制が整えられました。しかし、現在予算の確
保が難しいという状況もあり、どのように取組むのかが課題となっているとのことです。
（２） ＮＰＯによる運営事務局モデル＜名護市＞
名護市では、NPO が運営事務局を担い、名護市における地域プラットフォームとしての機能
を発揮し、企業開拓の窓口 1 本化や小・中学校における就業体験に関する事務作業といっ
た活動を行っています。特筆すべきは、地域連携の研究会を開催して市独自のキャリア教
育の在り方について検討し、平成 25 年度には「名護市キャリア教育に関わる行動計画（指
針）骨子」が完成。その実現に向けて具体的に取組みを始めたことにあります。
それ以外にも、沖縄型ジョブシャドウイングを継続して取組むことも活動の大きな方針
となっており、そのために実施学年を統一（小学生では 6 学年、中学生では 1 学年）して
全小学校と希望する中学校で実施をサポートしています。1,000 人を超える実施規模となっ
ていますが、取組みが産業界に定着してきたこと、その結果として受入企業として協力い
ただける企業が毎年増え、平成 26 年度には、4 月の事業開始とともに行った企業開拓が、7
月には予定していた受入企業数に達し、無事に企業開拓を終了することが出来るまでにな
ったとのことです。関係団体先である商工会との連携がうまくいっており、産業界との協
力体制がしっかりと構築できていることは成果といえます。加えて、職場体験のための企
業開拓が行えるよう独自の企業データベースを構築して、学校、企業双方の負担の軽減を
段階的に目指す取組みにも着手しています。
企業が受入に慣れてきたことで、事業局からの説明を受けなくても企業主体で実施に向
けた準備や、当日の実施が行えるようになってきています。課題としては、中学校におけ
る職場体験とジョブシャドウイングとの目的や意図の違いがきちんと共有できていないま
ま取組みが進められている傾向が出てきているため、改めて手順やフロー、双方の役割分
担などをしっかりと確認し、きちんとしたものに再整理していく必要があります。
（３）地域施策戦略モデル＜うるま市＞
環金武湾地域を包括するうるま市では、製造業などを中心に多くの企業が立地しており、
IT 津梁パークなど情報産業の集積地域としても注目を集める地域です。そのため、他地域
に比べて企業周知や人材確保が大きな課題となっています。
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うるま市では平成 26 年度から、
よりうるま市に特化した取組みへと展開していくために、
従来実施していた沖縄型ジョブシャドウイング・プログラムを分割してパッケージ化した
「うるま市型ジョブシャドウイング事業」を開始し、事業の企画運営を民間に委託して取
組んでいます。
民間委託することで、情報発信、周知広報が飛躍的に拡大し、市内の様々な主体と事業
目的を共有することが出来るようになりました。加えて、民間のもつ幅広いネットワーク
による事業展開により、今までにない様々な手法があることを発見し、本事業を毎年進化
させていくことに繋げることが出来、取組みを開始した当初から、現在に至るまで、日々
変化し深化していく「うるま市型ジョブシャドウイング事業」となっていることが 1 つ目
の成果といえます。更に、保護者に対する取組みを強化するため、PTA との交流を積極的に
行っており、細かく設定された PTA 部会ごとに連携、周知を続け、その結果、保護者が本
事業に参画することが増え、保護者の意識改革へと繋げています。平成 26 年度のジョブシ
ャドウイングの送迎は全て、保護者が担当しました。さらに、企業と連携し、保護者もジ
ョブシャドウイング中の様子を観察できるようにしたことで、保護者のジョブシャドウイ
ングに対する意識も変わってきています。受入企業にとっても保護者と接点を持てること
は、企業 PR にも繋がるという観点から相乗効果を生む取組みへとつながっています。
また、うるま市の活動は、
“うるまの仕事人をつくる”「うるま市地域雇用創造協議会」、
“未来の仕事人をつくる”
「うるま市グッジョブ連携協議会」、
“仕事選びは生き方選び”
「就
活サポートであえ～る」の 3 構成からなる組織が、うるま市うるうぇ～ぶ就活センター内
で活動し、キャリア形成支援から就労支援まで切れ目ない支援体制を構築しています。う
るま市うるうぇ～ぶ就活センターにあるこの 3 機関が、月 2 回会議を開催し情報共有を図
り、それぞれの活動から見えた成果や課題を報告し共有することで、改善策を具体化する
ことに繋げる仕組みが整備されています。そこに行政担当者が加わることで、市として事
業化を進め予算を確保するなど、継続した取組みへと繋げていることが、2 つ目の成果とい
えます。
（４）学校区モデル＜那覇市＞
那覇市では、
過去の取組みを踏まえて平成 26 年度から那覇地区を 3 つのエリアに分けて、
それぞれに拠点を置いて取組んでいます。3 エリアは若狭エリア、那覇新都心エリア、繁多
川エリアであり、若狭・繁多川エリアは公民館が、那覇新都心エリアは経済団体が、各エ
リアにおける実施主体を担い活動を行っています。加えて、那覇地区の課題は「自立」と
なっており、今後の活動を見据えていかに運営資金を確保するか、継続した取組みへと発
展させるためにはどうしたらいいのかなど、各エリアごとに検証し、協議会で話し合いを
進めるスタイルとなっています。協議会の役割としては、情報のプラットフォームとして
各エリアの情報を集約・集積し、新たな取組みや内容を産み出していく母体としての機能
を担っています。
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自立ということに関しては、動きを見せたのが若狭エリアで、同エリアでは、
「子ども基
金」という活動を企画し、平成 27 年度から取組みを開始することになっています。都市部
である事から学校区単位での取組みの中で、公民館や自治体、商工会などを巻き込んだ地
域連携の在り方を常に模索していた同区において、こうした取組みがでてきたことは 1 つ
目の成果と言えます。この仕組みが定着すると、運営資金を作り出す、生み出す動きへと
繋がることから、自立に向けた一歩を動き出したことは 2 つ目の成果と言えます。こうし
た動きにつながったのは、実施主体を担ったことで、取組む内容や役割が明確になったた
め、具体的な動きへと繋がったと考えられます。今後は自立に向けて動き出す団体となる
よう、事務局は後方支援を行っていくことになっています。また、各エリアでの取組みを
他エリアへも波及させ、地域と地域をつなぐ役割を事務局として担っていく予定です。
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第4章

アンケート総括

アンケート集計結果
追跡調査の実施に当たり、ジョブシャドウイングに参加した児童生徒、学校、受入企業
の窓口となった方へアンケート調査を実施しました。調査実施の目的はジョブシャドウイ
ングをツールとした本事業が、産業人材育成にどのような効果をもたらしたのか、課題と
成果について把握するためです。

1．受入事業所
受入企業に対しては、今年度、天久小学校、興南中学校、沖縄女子短期大学、八重山商
工高等学校の受入企業へのヒアリングを行うこととしました。これは、沖縄本島において
は、モデル事業から那覇市を中心とする都市部での受入が行われてきた経緯があり、業種
が多種多様であること、本事業の主旨や意味の理解が進んでいるという点からサンプリン
グとして最適であると考えたためです。これに八重山商工の受け企業も加えてサンプリン
グ調査を行いました。離島地域においては、受入企業が限られているため、事業の理解に
関しては本島のそれと遜色がないことと、離島の特色を把握するという観点から実施しま
した。尚、石垣市内のサンプリング企業も、モデル事業から継続して受け入れを行ってい
ます。

（1）アンケート結果
企業向けに対しては、ジョブシャドウイングを受入れた際の効果を把握する目的で、受
入回数や受入後の変化等についてアンケートを実施しました。なお、受入企業においては、
通年を通してジョブシャドウイング等様々な就業体験受入を行っている事業所が多く、業
種は多用なものとなりました。
受入企業業種別

飲食店
4%

医療、福祉
4%

協同組合
4%
銀行
4%
建設業
4% 娯楽業
4%
情報サービス業
4%
専門サー
総合工事業
ビス
4%
4%
電気事業
4%
放送業
4%

その他のサービ
ス業
21%

その他の教育，
学習支援業
11%

運輸業
7%

公務
11%

小売業
11%

n=28

ジョブシャドウイングの受入回数ついて質問したところ、2 回以上の複数回と回答した
企業が全体の 75％を占めました。
複数回と答えた企業の受入回数

ジョブシャドウイング受入回数
2回

1.1回目
25%

2.複数回
75%

4回
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n=28

6回
無回答

2社、9.5%
2社、9.5%
6社、9.5%
1社、4.8%
3社、
14.3%

6社、
28.6%
5社、
23.8%

また、受入理由としては企業の 72％が地域貢献や社会貢献のためと回答しており、続い
て仕事理解・職業理解が 17％、社員が自らの仕事を顧みる機会としているが 7％となりま
した。
ジョブシャドウイングを受入れる企業側の

感想や今後の受入体制の共有について

メリットとして、担当した社員が自身の仕

3.無回答
1社、4%

事を顧みる機会でもあると説明しています
が、事前説明の際に「組織の活性化」や「実
施後に社内でどの程度情報を共有している

2.していな
い
11社、39%

のか」を質問したところ、4 割近くが共有を
行っていない。このことから、こうした取

1.した
16社、57%

組みがまだまだ社会貢献の一環としてとら
えられており、自社の社員育成の視点につ
いては弱いことが伺えました。
事前説明について質問したところ、とても
ジョブシャドウイング事前説明に
ついて

良かった、良かったと回答した企業が 75％と
高い割合を示しており、事前説明については
丁寧な対応が行われていることが分かりまし
3.普通
7社、25%

た。特に沖縄県の抱える雇用の問題といった

1.とても良
かった
4社、14%

実施の背景や、実施の目的、メンターの役割
などについて丁重に説明を行っている点が高
く評価されていました。

2.良かった
17社、61%

参加して良かった理由

ジョブシャドウイングの参加に関しては、
79％の企業が参加してとても良かった、良か
ったと回答しています。その理由について尋
ねたところ、45％に当たる担当者が自身の担
当している業務について、子ども達を通して
新たな視点から見つめなおし、子どもたちに
わかりやすく伝える工夫をしたことで、自身
が担当している業務を捉えなおし、改善につ
ながったと回答していました。
一方で、地域貢献や社会貢献、子どもたちに自分たちの仕事の内容や仕事に対する思い
について理解してくれたことを挙げた担当も 35％程度存在しました。
「子どもたちの変化、
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反応が分かった」と答えた 13％の企業については、回答が記述式のため、キーワードとな
る単語からの考察となりますが、自身の「伝えたい」と子どもたちの反応を見る過程で業
務改善や担当者の業務理解の視座を持てたことを挙げた企業と、職業理解や仕事理解をさ
せるための工夫につながったと回答した企業とがありました。
このことから、職業理解や社会貢献と業務見直しの境目にいるのがこの層であり、子ど
も達に自分達の伝えたいこと、例えば職業であったり、働き方といった情報を伝えたい企
業と、子ども達を受入れることで、社員自らが仕事について再考する機会であり、そこか
ら組織にいい変化をもたらしたいと子どもの素直な視点から学ぶという企業の境目にいる
と考えられます。

（2）アンケート考察
業務改善やメンター社員にとっての仕事理解が深まる企業が増えれば、社会貢献だけで
はなく、企業側にとって真にプラスである事が伝わると考えます。この点については、実
際に担当したメンター社員の体験や感想が社内に共有できていない事ともリンクしている
と考えることができます。社員からどのような感想を聞くのか、その点についてもヒント
や事例を与えられるようになれば、より多くの企業にとってメリットを感じてもらえるこ
とに繋がると考えられます。
現在、社会貢献や地域貢献、また業界理解や職種理解の一助として、受入れを行ってい
る企業は多いと考えられますが、ジョブシャドウイングを受入れることでの効果を企業が
理解するためには、メンター社員の体験の共有が必要であり、その際に、子ども達の何に
驚いたのか、そのことが自身にどのような変化をもたらしたのか、そしてその変化を受け
てどう行動するのかについてファシリテート出来る人材、例えば職場の先輩や上司がしっ
かりと機能するのであれば、組織活性に大きな力を発揮するものと考えます。現に、その
点に気が付いている企業も一部には見受けられるが、そうした関わりが出来る個人の力に
とどまっている可能性が否定はできません。企業の雇用の問題を考える際に、定着率は大
きな指標となります。昨今の若年者の離職率を考えると、ジョブシャドウイングのような
自身の仕事が他者に「見らえる」体験というのは、自身の仕事の進め方や意味づけを考え
たり、整理するきっかけとして有効です。そこを個人的な体験で終わらせない仕組み作り
が行えるなら、組織開発においても本ツールは有効であり、可能性を秘めていると言えま
す。

2．保護者
保護者アンケートに関しては、ジョブシャドウイングを体験した生徒の変化を保護者が
どのようにとらえたのか、特に中学卒業後の進学と絡めた際にどのような効果をもたらし
たのかを把握する目的で、進学先が限られる久米島地区と、進学先が多様となる琉球大学
附属小学校の保護者をサンプル事例として取り上げました。
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（1）アンケート結果
アンケート回答者については久米島出身がアンケート回答者の 6 割を、残りを琉球大
学附属小学校の保護者となっており、更に、県内中南部からである事が分かる。この差も
念頭にアンケート分析を行いました。
沖縄県,
13名, 8%

宜野湾市,
8名, 5%

お子さんの出身地
中城村,
7名, 4%
無回答,
18名, 11%

浦添市,
1名, 0%
県外,
6名, 3%
沖縄市,
1名, 1%

その他,
51名, 30%

西原町,
4名, 2%
那覇市,
5名, 3%

久米島町,
105名, 62%

南城市,
1名, 1%

n=169

アンケートでは、子ども達のキャリア形成に関して、大人がどのように関わっているの
かで違いがあるのかを測定することも目的としました。そのためジョブシャドウイング実
施の際にどのように親が関わったのかについても質問を行いました。
アンケートに回答した保護者の 1 割程

あなた自身に変化はあったか

度が実際にジョブシャドウイング実施の
無回答
3名、13%

当日に関わった経験を持っていました。

1.変化が
あった
8名、35%

関わった保護者に対して、自身に変化を
感じたかについて質問したところ、明確

3.分からな
い
6名、26%

に変化があったと回答した保護者は全体
の 35％、なかったと回答した保護者は
2.変化はな
かった
6名、26%

26％、わからないと回答した保護者も
26％とほぼ拮抗することが分かりました。

n=23

変化があったと回答した保護者の声としては「様々な職業がある事が分かった」
「仕事に就
くことの意味や、どんな情報が必要なのかについて知らなければと思った」
「これからは英
語が必須であると感じた」といった声が多く寄せられており、子どもの就職先に関する情
報を親があまり知らない事や、仕事に就くために必要な力、学力も含め何が必要なのかに
ついて高い関心を示しており、こうした情報に関してどの程度、どのように情報を伝えて
行く必要があるのかについて、情報を収集分析する必要があると考えられます。
一方、ジョブシャドウイングに参加した子ども達の変化について、保護者がどのように感
45

じたのかについても調査を行いました。
子ども達の変化に関しては 2 割近くの

ジョブシャドウイングに参加し変化は
あったか？

保護者が変化を明確に感じた一方、変化
が無かったと回答した保護者は 34％、わ

無回答
28名、17%

1.変化が
あった
33名、19%

からないと回答した保護者も 30％と高い
割合を示しました。
これは、ジョブシャドウイングに参加し

3.分からな
い
50名、30%

た保護者が少なかったことにも関連する
と考えられるが、小学校高学年において

2.変化はな
かった
58名、34%

は、子どもたちの自立が始まる時期でも

n=169

あり、心の動きや考えを仲間同士とは共

有しても親と共有することが減少してくる時期とも重なることも大きく影響してくると考
えられます。
子ども達に変化があったと回答した保護者には、具体的にどのような変化を感じたのか
を尋ねたところ、仕事のことについて話が多く出るようになったことが挙げられており、
その内容については「責任感」や「仕事の繋がり」
「どのような仕事なのか」など多岐にわ
たっています。そこから親の仕事について興味関心を示したり、自分にはどのような職業
が向いているのかといった夢を広げる作業がなされていることが挙げられています。中に
は、自身のスポーツ体験やなぜ勉強するのかの意味づけができ、改めて大学進学にむけて
勉強に取組む姿勢が強くなったという声や、お手伝いを自身の仕事と捉え、責任感をもっ
て取組む姿勢が見られたとの声も上がっています。
続いて、就職や進学に関して相談されたり、話をしたりすることについて調査したとこ
ろ沖縄本島と離島とでは回答の傾向が異なりました。
本島においては、高校の事より将来なりたい職についての話が多く上げられ、そこから
必要な資格取得についてや、そこに行くための進路選択という観点からの高校選択につい
て話題になっていました。一方、久米島においては、県外への進学や就職に関する声も多
く上がっていたことが分かりました。その影響か、子ども達と話す際に気を付けているこ
ととして、子どものやる気や夢を壊さないように配慮する声が本島よりも多く聞かれたの
は特徴と言えます。また、
「何事にもチャレンジすることで、やりたいことが見えてくる、
そのためにも今は勉学にしっかりと取組もう」と具体的に話している内容を回答した保護
者が離島に多かったのは印象的でした。
（2）アンケート考察
具体的に進学先選びとなった場合に本島を希望する子ども側と島内を勧める親として必
要となる情報が異なっています。子どもの夢を育み、選択肢として広げる取組みとして、
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ジョブシャドウイングの取組みに対して保護者の評価がある一方、経済的な理由から夢を
どう現実にするのかで、どのような情報を保護者や親の双方に情報収集させるのかは課題
であると言えます。
子どもの成長と幸せを願い、しっかりとした職業や経済的に安定している職業、就職先
を考えない保護者は少なくありません。そのため、進学に関わる保護者側が必要とする情
報を提供する必要性ももちろんありますが、変化し続ける社会においては自ら情報を集め、
判断する力が必要であることも周知のとおりです。現在、ジョブシャドウイングを通して
保護者としては子ども達にしっかりとした職業観や就労感を伝えて行く役割と、そのため
社会で必要となるマナーや行動規範といった生活面でのことに関しては、本事業の取組み
の中で伝え続けていることです。加えて、保護者に対しては沖縄の雇用の現状や職業選択
に対する考え方はもちろん情報提供していますが、今後は、どのように情報を集め判断す
るのかについても、啓発の必要性が示唆されています。

3．児童生徒
ジョブシャドウイングは観察型の体験学習です。観察を通して、仕事の意義や意味につ
いて子ども達自身が掴みとり、学んでいくため、観察する職種においても必ずしも本人の
興味関心がある分野にとらわれず行えることが特徴です。しかし、関わる大人からは直接
的な体験でない事や、希望する職種の観察を行わないことから、なかなかその効果につい
て理解得るのは難しい面がまだあります。
そのため、ジョブシャドウイングの実施を通して就労観や職業観についてどう変わった
のか、そのことが進路選択にどのような影響を与えているのかを把握する目的でアンケー
トを実施しました。
まず①ジョブシャドウイングを経験した場合とそうでない場合で何が違うのか

②ジョ

ブシャドウイングの実施から期間を開けて職場体験をした場合と期間を開けずに職場体験
した場合、気づきにどのような違いがあるのか、について明らかにする目的で、久米島町
教育委員会の協力の下、久米島全中学校に対してアンケートを実施しました。また、本島
のそれと比較検証する目的で、琉球大学附属小学校の卒業生でかつ現在琉球大学附属中学
校に進学した生徒に対してもアンケートを実施した。次に、ジョブシャドウイングの体験
を踏まえた生徒が実際に高校 3 年生になった際に、どのような進路選択行動を行っている
のかを把握する目的で、モデル事業の際に中学生だった大原中学校の出身者で、現在高校 3
年生となった生徒に対してもアンケートを実施しました。
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（1）アンケート結果（久米島）
久米島においては、西中学校の 1 年生から 3 年を、球美中学校の 1、2 年生を対象として
アンケートを行いました。その内訳は下表のとおりです。
西中学校

学校名

球美中学校

対象学年

1年

2年

3年

1年

2年

対象者数

44 名

45 名

38 名

46 名

16 名

職場体験

特になし

特になし

職場体験

出身校である

中 1：ジョブシ

中 1：ジョブシ

出身校である

久米島小学校

清水小学校、

ャドウイング

ャドウイング

仲里小学校、

6 年次におい

中 2：職場体験

久米島小学

てジョブシャ

校、大岳小学

校、美崎小学

ドウイング体

校において、6

校において 6

験あり。

年次にジョブ

年次にジョブ

シャドウイン

シャドウイン

グ体験あり。

グ体験あり。

H26 年
体験学習

ジョブシャド
ウイング

内容
備考

比屋定小学

まず、中学進学時に再度ジョブシャドウイングを行う西中学校 1 年生と 1 年生の時には
特に体験学習等を行わない球美中学校の 1 年次を比較しました。ジョブシャドウイングの
効果について下記のような差が見られました。
事後学習はどうだったか（西中1年）
無回答
4.悪かった 2%
2%

事前学習はどうだったか（球美中1年）

1.とても良
かった
4%

1.とても良
かった
28%

3.普通
31%

3.普通
55%

2.良かった
36%

2.良かった
37%

これは、中学 1 年次に再度ジョブシャドウイングを行い、2 年次に職場体験を行う西中学
校と、1 年次ではなく 2 年次に体験学習を行う珠美中学校では、学んだ内容を思い返す必然
性が異なるためと考えられます。このことは、2 年次のアンケート結果と比較すると顕著に
分かります。
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事前学習で良かったこととしては、マナー

事前学習はどうだったか（球美中2年）

や名刺交換、お辞儀の仕方などを挙げている
1.とても良
かった
14%

生徒が多く、そのことが具体的にジョブシャ
ドウイングで役立ったと回答しています。職
場体験を経験することで、記憶の整理ができ、
ジョブシャドウイングで学んだことと似て

2.良かった
86%

いる、同じだと感じる体験があったためと推
察できます。

ジョブシャドウイングに参加して良かったかを確認した際にも同じ傾向が見られました。
西中学校では小学 6 年でジョブシャドウイングを行い、中学校 1 年で再度ジョブシャド
ウイングを行った、調査時点で中学 1 年生と、中学校 1 年で初めてジョブシャドウイング
を体験し、
2 年で職場体験を行った中学 2 年生、同様に中学 1 年でジョブシャドウイングを、
中学 2 年で職場体験を行い、それを踏まえて 3 年生は進学先を決定しています。球美中学
校では小学校 6 年でジョブシャドウイングを体験し中学 2 年で職場体験を行った 2 年生と、
小学校 6 年で職場体験を行ったが中学 1 年では特に体験学習を行っていない 1 年生に対し
て調査を行っています。
西中学校の 3 年生と、球美中学校の 2 年生で共にジョブシャドウイングと職場体験を体
験した生徒へアンケートでは把握しにくいジョブシャドウイングが与えた効果を把握する
ため、インタビューを行っています。共に、ジョブシャドウイング体験と職場体験との違
いについて尋ねた際に以下のような回答を得たので、以下に引用し紹介します。なお、ジ
ョブシャドウイング先は必ずしも生徒の興味関心と一致しているところで観察を行ったわ
けではないため、それぞれの体験先については（ ）で補足しています。
西中学校 3 年生の声
生徒①「職場体験（航空会社）中は、沢山の質問をした。それはジョブシャドウイング
（卸売会社）で質問をたくさんして、働くことが分かったから。作業を進める上での工
夫や、大変なこと、それをどう乗り越えているかなどを教えてくれて、働くことが身近
になった気がした。なにより、空港での仕事はお客さんのために働く姿が、仕事内容が
かっこいいと思った。ジョブシャドウイングの学びで活かせたことは、挨拶するときの
態度や、礼儀、マナーだと感じる。初めて会う大人の人にも積極的に話すことができた。
また、観察の視点も意識しながら作業を進めてみたことで、大変さだけではない、かっ
こよさも気づけた。
」
生徒②「ジョブシャドウイング（物産会社）の学びで活かせたことは、マナーと質問す
ること。ジョブシャドウイングのときには、緊張して質問があまりできなかったのと、
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タイミングがなかなかつかめず、質問できないまま終わってしまったので、職場体験（航
空会社）ではたくさん質問しようと初めから決めて取組んだ。質問では、ジョブシャド
ウイングで学んだ働く上でのやりがいや、楽しさ、大変さを聞き、実際の体験を通して、
体感した。質問がたくさんできたことで達成感を感じたし、ジョブシャドウイングで学
んでいたからできた気がする。
」
生徒③「ジョブシャドウイング（ホテル）で学んだ観察の視点を思い出しながら体験（保
育所）もできたので、子どもと遊んだり、作業をしながらも、他の先生方の動きを見る
事ができ、体験しなかった仕事以外にもたくさんの仕事があることを知った。ジョブシ
ャドウイングで、仕事をするということは、人のためになるということを学んだので、
保育士の仕事のどのような所が人の役に立つのかなども観察した。
」
生徒④「ジョブシャドウイング（花屋）で学んだ、働く想いを見つけようと思って取組
んだ。質問をたくさんしてみたが、保育士さん一人ひとりの想いにも違いがあることを
知った。ジョブシャドウイングでは、職業や企業で変わる働く想いを学んだが、同じ職
業同士でも働く想いに違いがあることを知って驚いた。
」
同様球美中学校 2 年生の声も紹介したい。
生徒⑤「ジョブシャドウイング（給食センター）では、観察と質問を通して、メンター
さんの気持ちを感じたり、考えて、そのあとに働くってなんだろうと考えた。そして、
働く事は大変だけど楽しいこと、やりがいがあること、大切なこと、働く想いも働き方
もたくさんあることを知った。職場体験（コンビニエンスストア）では、実際に仕事を
体験してみて、作業進める時に必要なコツがあること、作業が日々うまくくように考え
て仕事をすること、時間内に終わるように段取りをして進める事、体力が必要であるこ
となどを学べた。
」
生徒⑥「職場体験先（スーパー）は、ジョブシャドウイング先でもあったため、陳列し
たり、裏方で惣菜を作ったり、品物が無いという人に対して対応するときに、ジョブシ
ャドウイングで学んだマナー、言葉遣い、姿勢、お辞儀の仕方を思い出しながらできた。
また、スーパーの仕事はすごく単調で何が面白いのかなと考えながら品物を出している
時に、そういえばジョブシャドウイングのときメンターが、お客さんが手に取りやすい
ように綺麗に並べていたことを思い出した。その時に、お客さんに感謝されたときがや
りがいだと言っていたことも思い出した。だから、職場体験では、商品陳列を全力でや
ったし、掃除や見えない部分の作業もしっかり頑張れた。また、チームワークで仕事を
していることも学んだ。様々な部門に分かれて行っていたが、レジ・裏方・事務などな
ど、一つの職場でも色んな人たちがチームワークで働いていることを学んだ。
」
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生徒⑦「職場体験（保育園）では、ジョブシャドウイング（美容室）で学んだあいさつ
の仕方、言葉遣いについて学んだ事がとても役に立った。お仕事を教えて下さる方々へ
の言葉遣いの違いに注意して取組んだ。また、先生たちを観察してみると、仲間と話す
ことばと、子どもに対する言葉遣いが違っていた。理由を聞いてみると、子どもに対し
ては、惹きつける言葉選びや、声掛けを行っているのだと教えてもらい、子どもの接し
方も様々であることを知り、勉強になった。職場体験では、ジョブシャドウイングで学
んだ観察の視点を持ち体験したことで、保育士は子どもと遊んで楽しそうな仕事だと思
っていたけれど、そのための準備や、知識が必要であることも分かった。
」
以上のアンケート結果を踏まえて、
「ジョブシャドウイングに参加してどう思ったのか」と
いうアンケート結果（下表参照）について考察してみたい。上段が西中、下段が球美中の
学年別の結果です。

1.とて
も良
かっ
た,
30%

4.悪
かった
6%

1.とて
も良
かった
39%

3.普通
11%

3.普
通,
21%

2.良
かった
50%

2.良
かった
43%

ジョブシャドウイングに参加して
どうだったか（球美中1年）
4.悪かっ
た
3%

3.普通
44%

無回答
9%

ジョブシャドウイングに
参加してどうだったか
（西中3年）

ジョブシャドウイングに
参加してどうだったか
（西中2年）

ジョブシャドウイングに
参加してどうだったか
（西中1年）

1.とて
も良
かった
17%

無回答
6%

2.良
かった
31%

3.普通
46%

ジョブシャドウイングに参加して
どうだったか（球美中2年）

1.とても
良かった
21%

3.普通
14%

2.良
かった
23%

1.とても良
かった
29%

2.良かった
57%

西中学 1 年生では、同校の 2 学年に比べると普通と回答している生徒の率が低く、学年
が上がるにつれて普通と回答する生徒の数が増えています。これは、2 回のジョブシャドウ
イングを体験することで、より学びを深めた 1 年生と、職場体験をしたことでジョブシャ
ドウイングで学んだことを再確認し、評価した 2 年生、体験を踏まえて進路選択を行い、
体験を自分のものとしつつも、職業選択を具体化するために模索を始めた 3 年生の意識の
変化と考えることが出来ます。
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一方で球美中学校では 1 年において普通と答えた生徒の割合が高く、2 学年では 1/3 程度
まで減少しています。これも、西中同様、職場体験を行うことでジョブシャドウイングで
学んだことを再評価したためと考えることが出来ます。先のインタビューでも生徒からの
声として上がっているが、観察の視点と体験を持った生徒たちは、単に職場体験を「楽し
かった」で終わらせておらず、そこから多様な「働く」視点を得、自らの将来について考
え始めていることが分かります。一方で、学習の効果として学んだことを尋ねた質問に対
して、何をしているのかわからなかったという声も一部に見られました。
このことは、生徒の職業観の発達段階が異なる事を示しており、ジョブシャドウイング
実施の意図をしっかりと理解したり、体験できた生徒について学を深めることが出来てい
るが、自身で学びを深めることが苦手な生徒への関わり方について、生徒の性格傾向や生
育環境といった特性も踏まえ、更なるデータの収集と分析が必要な点であると考えられま
す。
（2）アンケート結果（琉球大学附属中学校）
琉球大学附属小学校の 6 年生を対象にジョブシャドウイングを体験し、同附属中学校に
進学した中学 2 年、3 年生に対してアンケートを行いました。なお、琉大附属中学校では中
学校での職場体験は行われていません。
事前学習はどうだったか
（琉附中2年）

5.とても
悪かった,
3%

事前学習はどうだったか
（琉附中3年）

1.とても
良かった,
16%

3.普通
19%

1.とても
良かった
15%

3.普通
26%
2.良かっ
た
55%

2.良かっ
た
66%

琉大附属中学校においては、事前学習の効果が継続して記憶されていることが特徴的で
す。これは、調べ学習の過程で興味のない仕事でも興味関心が湧いたり、チームで学び合
うことが楽しかったという声に加えて、将来働いている自分がいるのだなと漠然とではあ
るがイメージすることが出来ていたためだと考えます。この点で、当該附属中学校がキャ
リア教育に関しても教育理論と教育手法の実践校として位置づけられている特色あればこ
そと言えます。
この違いは、ジョブシャドウイングの体験後にどのような変化があったのかという質問に
おいて、顕著な違いとして現れる。久米島の中学生たちが、自身の変化として「仕事」を
キーワードに興味関心が高まったり、大変さややりがい、働く親への思いを挙げていたの
に対して、琉大附属中学校の生徒たちはその点も挙げつつも自身の日頃の態度と結び付け
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て、挨拶をしっかりするよう心がけたり、学習に身を入れたりと行動への変容を挙げてい
る生徒が見られた。

（3）アンケート結果（全体）
今回、様々な角度から進路選択におけるジョブシャドウイングの効果について検討して
いますが、全体としてはジョブシャドウイングに参加して、良かった、とても良かったと
回答した生徒が 72％に上っており、その理由としては「職業や仕事の内容について知るこ
とが出来た」という意見が最も多く上がっていました。さらに細かい意見としては「普段
見ることが無い仕事について知ることが出来た」や「仕事に対して理解や学びがあった」
といった働く人の思いや、やりがいなどと絡めて意見を述べていました。
ジョブシャドウイングに参加してどうだったか（全体）
5.とても悪かった
0%
4.悪かった 1%

無回答
3%

1.とても良かった
32%

3.普通
24%

n=226

2.良かった 40%

ジョブシャドウイングを経験し、今年度高校 3 年生となり進路選択をすることになった
元大原中学校の生徒に対して、行ったアンケート結果でも同様な傾向が示されました。

（4）アンケート考察
今回調査を行った生徒たちはジョブシャドウイング体験当時、働くことは漠然とした遠
い未来に感じていたけど、自分も大人になったら働くのだということを意識した、将来に
ついて考えたり、ジョブシャドウイングを通して職業について調べたり興味をもち、どう
したらこうなれるのかを考え始めたという「きっかけ体験」となったという声が多く見受
けられました。
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n=78

いつ頃、将来の進学や就職について決めたか（全体）
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幼稚園 小学校 小学校 小学校 小学校 小学校 小学校 小学校 中学校 中学校 中学校 中学校 高校

高校

高校

0
―
高校 無回答

一方で、職場体験では実際に体験する楽しさをほとんどの生徒が挙げているが、職場体
験後の具体的な変化としては仕事の大変さを意識するようになったという回答が多く、ジ
ョブシャドウイング体験後の変化との差異が小さい。これは、将来のなりたい職業という
目標とジョブシャドウイングや職場体験が結びついてはいるが、そのために、どのような
ステップで目標を達成するのかという点での関わりが弱く、個人の気づきに大きくゆだね
られている側面が大きい可能性を示しています。
事前、事後学習においてどこに力点を置いて伝える難しさと共に、受け止める側の意欲
や意識をどのように喚起していくのかにつて、まだ課題が多いことを示す一端と言えます。
今回の調査では進路決定時期としてジョブシャドウイングを行った小学校 6 年を挙げる生
徒と、実際に就職を意識し始める高校 3 年を挙げる生徒が多くいました。また、そうした
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意思決定に親や家族、自身のやりたいことが影響を与えていると多くの生徒が回答してい
ます。主体的な進路選択が行えていると捉えることが出来る反面、現実を見据えた進路選
択がどの程度行えているのかについては、ヒアリング等を重ねる必要があります。
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