
   平成２３年度千葉県産業教育審議会（第２回）審議結果  
 

１ 日 時   平成２３年２月９日（木） 

        午後２時００分から午後４時００分まで 

 

２ 会 場   千葉県教育会館 新館４０１会議室 

 千葉市中央区中央４－１３－１０  
        
３ 出 席   １４名／１８名 

委員の過半数出席により成立 

（千葉県産業教育審議会運営規則第３条） 

 

４ 内 容 

 説明 ｢県立学校改革推進プランについて｣ 

 

 協議「産業教育の活性化方策について 

－産・学・官の連携強化による職業人の育成－」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議事録 

 

１ 開会 

 

２ 県教育委員会挨拶 

   高等学校新学習指導要領の中で，キャリア教育推進のために,地域や産

業界等との連携や協力の重要性が示され，また，本県の教育振興基本計

画の中にも様々なネットワークを構築する施策が示されている。 

  これらは，本会のこれまでの審議の方法性と合致する内容であり，今

後の本県教育界において力を傾注すべき観点である。本審議会では，時

代の要請や社会の変化に対応した産業教育の在り方について，また，今

後，いかにして「産・学・官の連携強化による職業人の育成」を図って

いくか，御意見をいただき，具体的方策を検討いただきたい。 

 

３ 会長挨拶 

  昨年の日本の経済は大変な状況であったが，今年も同様であり，県内

の中小企業の経営は大変苦しい一年になると思う。 

  歴史的にみると，これからは戦後第二回目の改革といってもよいので

はないか。渦中にいるとよくわからないが，後にあの時は大変な改革期

だったと思える時代が今だと思う。こういう困難な時期に大事なのは教

育であり，審議会の重要性が増してくる。  

  前回の審議を受けて，各部会で検討したものを説明していただき，そ

の後全委員に発言していただきたい。審議会が始まった昭和２６年と今

では，時代背景が異なるという認識のもと審議すべきである。今から新

しい改革に向けて教育をどうするか，特に産業界との連携の問題を含め

て，活発な御意見をいただきたい。 

 

４ 審議会委員及び事務局紹介 

 

５ 説明事項 

 (1)審議会の公開について（事務局） 

   審議会の公開について県庁ホームページに開催情報を掲載したが，

本日の傍聴希望はなし。 

 

 (2)県立学校改革推進プラン説明（県立学校改革推進課） 

   ９月の公開以降の変更点及び第１次実施プログラムについて説明が

なされ，その後，委員からの質問を受け，回答があった。 

   

 

 

 



６ 議事 

｢産業教育の活性化方策について－産・学・官の連携強化による職業人の

育成－｣ について 

 

(1)協議事項の提案（事務局） 

・各部会では，前回の審議会を受けて，今後考えられる連携とその実現の

難しさ等についてまとめた。各部会から説明していただき，その後，実

施に困難を伴う連携を実現するための工夫等，御指導・御助言を賜りた

い。 

 

(2)各部会の説明 

 ○委員（農業） 

 ・農業部会では，農業総合教育センター等の研究機関，農業事務所，農

業大学校，大学，専門学校，農家，種苗会社，ＮＰＯ法人等と連携し

ている。基本的には各学校や教員個々の努力によるところが大きいが，

データベース化し，協力・連携関係の構築を目指す等努力をしていき

たい。併せて，インターンシップ受入れの環境づくりをしていきたい。

日本の農業はすばらしいので，国際理解を深め，栽培・飼育，バイオ

テクノロジー技術等，教員の海外派遣や受入れ等，国際貢献の検討を

したい。 

 ・関係大学等との連携では，今年度，農業部会１４校と東京情報大学の

間で高大連携の協定を結んだが，まだ十分ではないので，さらに多く

の学校が入れるようにしたい。 

・農業の担い手育成が大前提にあるので，専修化される農業大学校と連

携を深めたい。農業大学校との緊密な連携に向けて，お願いしている

ところである。 

 ・農業部会が中心となり，まとまって成果を上げていきたい。 

 

 ○委員（工業） 

・企業との連携については，経済産業省と文部科学省の事業として，教

育委員会と商工労働部が中心となり，千葉県産業振興センターがコー

ディネーターとなってものづくり人材育成事業を実施し，生徒のイン

ターンシップや職員の企業研修を行った。事業終了後も，インターン

シップ等，県内８校が企業と連携して続けている。 

・千葉工業高校にコンソーシアムを設置することになったので，関係企

業の団体と連携し，インターンシップやデュアルシステム等で，生徒

が長期企業実習に行けるシステムをつくりたい。また，ものづくり人

材育成事業でお世話になった，大学教授にコンソーシアムの座長など

をお願いすることを考えている。 

・若手技術者ものづくり企業実習・交流推進事業のコーディネーター役

である，ちばぎん総合研究所には，コンソーシアムにも加わっていた



だきたい。 

・すでに工業部会では，県内の９つの大学と連携を進めている。高校生

が大学の授業を受け，単位認定も行われている。また，大学の先生が

学校に来て授業を行うなど，高大連携が進んでおり，コンソーシアム

の中で取り組んでいきたい。 

 

 ○委員（商業） 

・千葉商業高校を例にあげると，現在，卒業時５０％が４年制大学，３

割が短大・専門学校，２割が就職であり，３０年前と比較すると，進

学と就職の割合が逆転している。時代の変化の中で，実学を通して，

実力をつける資格取得を目指している。 

具体的には，千葉県税理士会との連携による，税理士の業務や試験制

度等についての講話などは，生徒の将来の夢を膨らませている。小学

校との連携では，小学生にビジネス体験を通して興味をもってもらう

ようにしている。また，新生酪農株式会社と連携し，新商品開発をと

おしてビジネスを学んでいる。カレーパンなどの商品は商業高校では

作れないので，山崎製パンに製造してもらい，セブンイレブンで販売

してもらう等の連携を行っている。 

・立命館大学と千葉商業高校との連携は，今年で５年目を迎える。今年

度は，最終的には推薦で５名が入学を決定している。大学については，

連携から接続へという段階に入り，学んだことを入学へ結び付け，大

学で，さらに専門を深めることが必要であろう。 

・君津商業高校は地元企業と出前授業をとおして連携している。 

・館山総合高校と千葉銀行との連携では，学校で学べない内容を実際に

体験させてもらっている。 

・高校生のコミュニケーション能力を高めるため，プレゼン能力も必要

であり，広告代理店との連携を行っている。 

・この他にも，商工会議所，商工会，ＮＰＯ，各学校，小・中との連携

などを行っている。  

 

○委員（家庭） 

 ・就業体験や大学との連携により，専門的なことを学ぶのは，生徒の進

路を決定する上で意義のあることだと考えている。しかし，連携が困

難な原因は，家庭科の教員が少なく，授業以外の体験をいかに取り入

れていくかという人的なものである。また，指導する上での専門性を

考えると研修をしなければならない問題点もある。 

八千代高校では，和洋女子大学の教授が，服飾関係の授業を行ってい

るが，放課後の指導等で，大学と高校の教員の指導に食い違いがある

こともある。よい連携も必要だが，むしろ家庭科の教員が指導できる

人的配置を望む。また，連携が困難な理由には，報酬をどう捻出する

かという点がある。 



・木更津東，館山総合，千葉女子高校では，保育所や幼稚園で体験学習

を行っている。木更津東は，イベントにも声をかけていただいき体験

できている。とても歓迎されている場合もあるが，子どもたちに怪我

があった場合の責任や保護者とのやりとりが難しく，体験させたくて

もできない地区もあり，受け入れてもらえない場合もある。 

・佐倉東の調理国際科では，調理師免許取得にからめ３年前からインタ

ーンシップを行っているが，職員が何とか受入先を見つけている。 

・佐倉東では，杉野服飾大学の無料の出前授業を活用している。また，

土日の体験授業などに参加させている。１年次から，将来の進学先を

考えさせ，指導しているが，費用のかかるものは実施が難しくなって

きており，対応が必要となっている。専門的な学習は，将来の職業を

選択する上で有意義であり，是非これからも活用していきたい。 

 

その他の部会について（事務局）   

○水産 

・東京海洋大学との連携で行っているシュノーケリング体験等を発展さ

せたいと考えている。これは人工漁礁を利用したダイビング実習によ

って，生物の特徴や環境変化を肌で感じながら知るというものであり，

広い視野から地球環境における海洋の重要性を認識させるものである。

実習の中に組み込むとなると，その日の気象条件や海の透明度に左右

される。学校から距離があるので，移動時間がかかるという問題があ

る。 

・インターンシップについては，現在３日間で行っているが，さらに専

門性を高めるために日数を増やすとなると，近隣に受入れ可能な企業

が少ない。また，海技士養成施設の認定を受けているので，課業中の

実施は難しいという問題がある。 

 

 ○看護 

・現在行っている臨地実習を継続し，実践力を身に付けるとともに，看

護の対象者尊重の態度，コミュニケーション能力の育成等を図ってい

きたい。今後，社会人としての責任感やマナーを身に付けるために企

業等との連携によって社会人講師の講演等を実施したい。 

・空港や消防署との連携によって防災訓練に参加し，災害時の看護や連

携の大切さを理解させることも重要だと考える。ただ，教員の人員不

足という現状がある。現在でも，かなりカリキュラムが詰まっている

ので，新たに組込むことは難しいが，今検討しており，実施したい。 

 

 ○福祉 

・ソーシャルワーク，児童福祉に関心をもち，将来その分野に進みたい

と考える生徒を育成するために，大学との連携によって講演会や模擬

授業の実施，講義の聴講を考えている。大学に行く場合は，近くであ



ればよいが，距離がある場合は，移動時間，費用の生徒負担等で難し

い面もある。 

・現在実施している公的資格を取得し，関連する仕事に従事する人材を

育てるための専門学校との連携では，通信講座や専門学校の先生の高

校での指導があり，また，介護実習もこれから継続していきたい。 

 

 ○情報 

・情報分野のスペシャリストを育成するため，市の教育委員会と連携し

て，小中学校のネットワークの拡張等を行う場合に，その手伝いを生

徒にさせている。専門学校との連携では専門的知識・技術の習得を目

指している。ＩＣＴ教育推進協議会とは，今後連携を図っていき，見

学やインターンシップを行いたい。 

・専門的ではないが，大学，研究所，博物館等との連携によって，出張

講義，見学，取材活動を行っている。だた，移動の問題，授業時間の

確保等の制約がある。 

・かなり高度なものとしては，進学して先端的な研究を行う専門家を育

成するために，大学院との連携を行っている。気象データの収集，処

理，可視化のためのプログラム作成等を大学院の先生に来ていただき

御指導いただいている。 

・ＳＰＰや高大連携等によって，高価な機器も借用している。気象セン

サーを屋上に取り付けているが，３０万円くらいするもので，現在は

借用で対応しており，経費の問題を解決する必要がある。また，内容

が非常に高度なので，大学の先生に頼る部分が多く，継続的な指導が

難しい現状がある。 

 

(3)各委員からの意見等 

 ○議長 

  各部会とも実現可能性は「困難」というのが多い。意見や，指導・助

言をお願いしたい。 

 

○委員 

・家庭部会の幼稚園や保育所への訪問は，中学校の家庭科でも実施して

いる。地域の学校だと比較的受け入れてくれる。事故や怪我などの心

配もあるが，中学校との連携を深めていけばクリアできる。 

・中学校は産業系に多くの意欲的な生徒を送りたいが，産業関係高校・

学科が魅力的になることが大事だと考える。中学校で産業教育の入口

になるのが，技術・家庭科である。以前は技術も家庭科も週３時間く

らい学習時間があり，幅広く学んだが，現在は技術も家庭科も，さわ

り程度しかできず，高校にどうつないでいくかが課題である。意欲の

ある生徒を送るには，中学校でも技術・家庭科の授業を増やしてもら

い，教育の内容を充実しなければならないと考えている。 



 

○議長 

・私が子どもの頃，川鉄ができて見学などさせてもらった。今，見学な

どは多いか。 

 

○委員 

・多い。千葉の製鉄所の見学は年間２万８千人。うち７割の２万人が小

学生である。５年生で産業の勉強をするので，そのタイミングでの見

学が多い。社員の中には，１０年前の見学で感動したから入社したと

いう者もいる。人生の一つの選択にきっかけを与えることができたと

いうことでありがたいと思っている。 

 

○委員 

・先生や学校の立場では，実現可能性が非常に困難というのが多いが，

業界の団体との連携を視野に入れると具体的な動きができ，実現性が

高まる。 

・高齢者，再雇用の方はものづくりなどの経験をもっている。現職だけ

でなく，幅広く日常的に協力してくれる人のリストを蓄積するなど考

えると，困難性が少しずつ克服できるのではないか。工夫してやって

みる価値はある。 

 

○委員 

・看護部会の臨地実習については，容易に可能となっている。社会人と

しての責任感の育成や接遇，マナーなどは，就職してからも病院側が

重視することだが，最近はモンスターペイシェントにより，若い看護

師は精神的に患い休職する数が増えており，高校教育でもこういった

ことを押さえてほしい。 

実現可能性のところで，やや困難とあり，教員の人的不足や実習時間

が非常にタイトということだが，工夫してやってほしい。また，方法

としては講話を聴くというのでは難しいので，誰かといっしょに行動

するシャドーイング実習の方が目的は達成しやすい。 

・災害時の看護は，専門職としても一般社会人としてもこの能力は必要

である。消防署や空港などでは大々的に防災訓練を行うので，見るの

ではなく実際に体験することが大切だと思う。 

 

○委員 

・連携先とは，すでに連携しているのか，これから連携したいのか，あ

る程度話がついている所なのか，よくわからなかった。 

同じ金融機関でいえば，等しく同じように金融機関に声掛けをするこ

とで受け入れる間口が広がるように感じる。 

 今，キャリア教育が重要だといわれており，興味をもっている，協力



できると考えている企業は潜在的にもっとある。やっていることをも

っと広く知らしめる手段がないかという点で，実現可能性が困難とな

っているのではないか。実は，困難ではなく，案外容易に受入先が見

つかるのではないかと思う。できない理由を探すのではなく，できる

ようにやるんだとよくいわれる。一つ一つクリアしていけば，容易な

手段が見つかると思う。 

 

○会長 

・委員の話にあったが，いろいろな業界の団体を上手く使うとよいだろ

う。千葉の経済界で企画部門を扱うのが経済同友会であり，商工会議

所，商工会，中小企業団体中央会などは会社でいえば，業務・営業部

門にあたる。ここに相談すると間口が広がると思う。 

 

○委員 

・各校でインターンシップ先を開拓するのが大変だということで，労働

局関係で国の予算をもらい，経営者協会に御協力いただいて受入先を

開拓した。資料ではよほど困難でこれからやるのも大変だろうと思っ

ていたら，説明を聞くとどこもすでに，１～２回は連携を行っていて，

この先継続していくのが困難だというのがほとんどだった。それなら

ば，続けていくための障害をつぶしていけばよい。企業等への負担を

考え，遠慮して困難といっているような気がする。 

 

○委員    

・農業部会では，連携先に大学とか事務所があげられているが，農業に

は，経営者としてのマネジメント力が求められていると思う。｢家族経

営協定｣の考え方にもあるように，家庭の中でそれぞれの役割をもち，

きちんと経営者としてやっていくことが大切だと考える。例えば，Ｊ

Ａ等と連携して，農業経営者となった場合にどのような問題があり，

どのような対処の方法があるのかということを，高校現場で取り上げ

るとイメージが湧くのではないか。 

・インターンシップは，多くが困難で，実施後のフォローが難しいとあ

るが，事後，生徒がどのような感想をもち，疑問をもったかというこ

とを受入先に返し，また助言をもらう。在学時から実施先とのつなが

りを強めていく仕組みが大事だと思う。 

・情報の分野では，メディアの発信者としてどのような視点をもつかが

大事なので，メディアリテアシーのための教育を，現場から派遣して

もらって実施するのも連携の一つである。 

 

○委員 

・副知事等関係部門との意見交換の中で，最近の千葉県の内定率が平均

より低いという話が出た。県の方からも是非企業で採用してほしいと



いう話だったが,経営側からすると３年以内に４割は辞めてしまうので，

職業意識を高めることは，企業側からの要請として一つの大きな観点

である。 

・県内の企業は，県内に求人をかけても千葉県からは来ない。私の企業

では８割は県外で，北海道に採りに行っているくらいである。もっと

県内企業に就職するというモードを高めて，意識した方がよいのでは

ないか。 

・団体との連携を含めて，可能な連携もあると思うので，前向きに行っ

たらよい。 

 

○委員 

・部会の構成メンバーはどういう形になっているのか。 

  

○事務局 

・それぞれの分野で専門に教えている教員が中心となっており，部会長

（校長）が取りまとめる形になっている。 

 

○委員 

・それぞれの部会によって連携のトーンが違う感じがする。そういった

ことを踏まえると，メンバーの中にもっと県の関係部局の方に入って

いただくとよい。業界の要望や状況を知っているので，それを引き出

し，学校側の要望とのマッチングをして，できるところから連携を深

めていくのがよい。最初から目標が高すぎても，非常に困難になって

しまう。連携を深めながらやっていくと，困難な部分のハードルも下

がってくる。水産でいえば，県内各地域に水産事務所等があり，意見

交換ができるので，活用するとよいと思う。 

 

○委員 

・県下に農業高校は１４校あり，スクラムを組んでいくことが大切であ

る。いろいろなものをリストアップし，情報をデータベース化するこ

とがまずポイントだと考えている。農業部会は，県の農林水産部との

連携が取れてきている。併せて，我々が新たな農業を起業するような

人材を育てていかないと，活性化できないのではないか。また，その

ような場に子どもたちをどんどん出していく。農業は，生徒の進路の

開拓が難しいので，最終的には進路を１００％確保できるように，

産・学・官の連携の中で目指したい。 

 

○会長 

・最終的には本人次第だと思う。今，話題のＴＰＰでは，農業が筆頭に

上がっている。日本の農業はＴＰＰによって衰退するというような情

報が多い。私は，日本の農業は絶対に大丈夫だと考えている。現場で



はそういうことを教えていただいて，優秀な人に農業に進んでもらい

たい。工夫すれば農業分野でもできると私は信じている。 

  

○委員 

・農業には頑張っている人材が多くいる。県だけでなく，日本中，世界

と連携を取りながら，子どもたちに夢を描かせるのが必要。 

 

○会長 

・千葉県の農業は中国に多く輸出している。空港に近い北総地域の野菜

は中国に出ている。輸出している人たちは，品種改良などに取り組み

大変意欲的である。そのような前向きなところを農業教育の中で出し

てほしい。 

 

○ 委員 

・工業高校は県内に８校しかなく，全国一割合が少ない。全国の高校生

の７２％は普通科の生徒である。普通高校では，就職しても３年以内

に５割が辞めてしまう。工業高校の卒業生は全国平均でも１８％であ

り，千葉工業では３年経っても１割も辞めていない。このようなこと

から，県内の企業からは，もっと工業高校の生徒をほしいといわれる

が，企業の要望に応えられないのが実情である。中学生の工業高校へ

の希望が少なく，定員割れから学級減となり，工業の職員も減ってい

る。職員が中学校を回り広報活動を行っているが，限界を感じる。工

業高校は就職に有利であり，大学進学については，生徒数の１．５倍

程度の指定校推薦枠もある。企業の期待に応えられない状況なので，

何とか工業の魅力を中学生や保護者に広めたい。逆に，普通高校の生

徒に工業教育はできないものか。普通高校の近隣の工業地帯の企業に，

工業高校の生徒を採らない理由を聞いたら，工業高校生は来てくれな

いという話だった。普通高校のインターンシップ受入れをお願いに行

ったら，見学ならいいといわれた。 

 

○会長 

・ある意味，今の話は学校としてはうれしいだろう。日本の中小企業の

町として，東京の大田区の町工場がテレビに出てくるが，見ていると

若い人がおらず，高齢者が映っている。これは，日本の危機だなとい

う気がする。優秀な若い生徒を送り込んでもらうために，審議会でも

意見をどんどん出してほしい。 

 

○委員 

・佐倉東高校の服飾デザイン科と調理国際科は，体験学習等は容易にで

きているが，他校の家庭科は，専門の教員が少なく，体験を授業の中

にどう入れていくか，難しさがある。授業への影響がない夏休み等を



利用する工夫もしている。本校の服飾デザイン科では，近隣には販売

の仕事しかなく，困っていたが，ホテルの衣裳室に頼んだ。高校生で，

着物の半襟かけができ，喜んでもらえ，ほめられたことを生徒自身も

とても喜んだ。１，３年生に報告したところ，１年生は，難しい授業

も一生懸命やれば自分たちもインターンシップに行けるのではないか

と思った様子である。全員の受入れは難しいので，クラスの約半分の

興味関心のある生徒のみとなるが，１年生はインターンシップを目指

すようになる。ホテルポートプラザちばのワタベウェディングでは，

ドレスを手に取ってみたり，試着させていただくことで，お客様への

具体的対応を身に付ける効果がある。ただ，１学期の事務手続きは，

授業を行いながらなので，勤務時間後や土日に行うことになる。その

ような点も，困難になる理由である。教員は，生徒たちに体験させた

いという気持ちがあるので，これからも，いろいろなところに依頼し

ながら，やっていきたい。 

・専門学科には若手の教員も多く，産休・育休に入る職員の代用が見つ

けにくい。みんなで協力してやっていくにも，人的配置に問題があり，

実施上困難となる。 

・体験した生徒は，卒業してもすぐには専門の会社には入れず，専門学

校や大学を卒業したり，資格がないと就職できない現実を理解し，頑

張るようになる。 

・皆さんから困難だと思わないでやった方がよいという意見もいただい

たので，家庭部会でも，専門学科の先生に話をしていく。 

 

○会長 

・今の話の中には，現場だけでは解決できない話がたくさんあった。こ

れらのことは重く受け止め，今後の教育庁の行政に生かしていただき

たい。 

 

○委員 

・企業・大学との連携を考えた時に，毎日授業がある中で，実施時期が

まず問題になる。そこで夏休みになるわけだが，他の生徒が休んでい

る時にやるような，積極性のある生徒がいないのが問題である。 

 高校に企業や専門学校の方を呼ぶ場合と，生徒が行って講義を聴く場

合があるが，どちらにせよ費用がかかる。費用については生徒の自己

負担か学校の負担か，また謝礼をどうするかなど，お金の問題もから

んでくる。困難の中には，そういう理由も入っているのではないか。

授業を受けている中で，例えば大学で２週間だけ実習に行ってくると

いうのが認められるのか。そういう期間を教育委員会でつくれるのか

どうかにもよるのではないか。 

 期間・時間の問題と費用の問題が，連携を容易にしない要因になって

いるのではないかとこれまでの経験から考える。 



・商業だとか工業だとかという枠組みで，今までどおりやっていてよい

のか。例えば，千葉県には水産高校は現在３校と，数は少なくなって

きている。千葉県だけでなく，日本全体の問題としてとらえなければ

ならないのではないか。 

 本校では，ファッションデザイン科を募集停止にし，来年度は３年生

だけになる。どうしても，生徒が集まらない。生徒が集まらないのは

出口がないからである。また，昔の女性はハンドバックの中に，必ず

針と糸を持っていたが，今は持っている人はほとんどいない。衣料な

ど何でも全部，海外で安く作って持ってくる。縫製関係の就職の需要

はほとんどなく，受けているのはデザインのほうである。産業は時代

の流れとともに考えなければならない。 

 

○会長 

・先生のところは，進学がほとんどか。 

  

○委員 

・そんなこともない。普通科の他に情報処理科，服飾デザイン科，食物

調理科があり，食物調理科は最も就職が多い。 

 

○会長 

・一通り皆さんから御意見をいただいたが，話を聞いていてこれはと思

うことがある方は，御発言いただきたい。 

 

○委員 

・教える側の先生の教育も是非必要である。以前，初任者を受け入れ，

見学や研修をしたが，話にならない先生もいた。人事課長時代に千葉

県の教員採用の面接官をやったが，二次試験なので粒ぞろいかと思っ

たら，厳しい方も多かった。今は進学率も高くなり，先生に対する尊

敬の念が低くなってきている上にモンスターペアレントもいる。先生

の育成もきちんとやらないと，職業意識を植え付けてくれといってい

る先生がその逆だと話にならない。先生の育成も是非お願いしたい。 

 

○会長 

・大変な課題が出てきた。現場では実際にはどうなのか。学生のころを

思い出すと，教わった先生の影響が大変大きかった。今，現場にそう

いう教師が少ないのではないか。私は小学校から好きな科目が先生に

よって毎年変わったが，これが結構いい。人と人との交わりができて，

教える，教わる，それにプラスアルファが出てくる。そうやって人が

成長していかないと，人生が面白くなくなる。 

・銀行の支店をまわると窓口業務にあたる女子行員が，赤ん坊連れの客

にもあまり声をかけていない。そこで「かわいいお子さんですね」の



一言でいいから声をかけることを教えるが，「そんな言葉が出てこな

い」という。コミュニケーションができ，子どもをほめられれば，銀

行に行くのがうれしくなる。教育の基本は人間の交わりにあると思う

ので，先生の教育を教育委員会にお願いしたいというのは，重要な意

見である。 

 

○委員 

・確かに生徒と教員との関係は，希薄になっていると思う。今の教員は

授業や勤務はきちんとやる。ただし，昔の教員は自分の人生観や経験

を子どもたちに話した。今は余裕がないのか，人生経験が少ないのか，

そういう教員がいないので，つまらないのではないか。昔と違い今は，

中学校で教員と子どもが一緒に遊んでいる姿があまり見られない。小

学校でも，業間体操等などはあるが，仕事の量が多く，追われてしま

う。帰る時間が７時，８時で，進路の時期になると１０時，１１時に

なるという実態もある。先生方が疲れすぎていて，余裕がなくなって

いるのではないか。 

 

○会長 

・管理業務が多くなったということか。 

 

○委員 

・加えて仕事の量も多い。事務的な提出物やレポートも多く，教員の数

を増やしてほしいという思いはある。 

 

○ 会長 

・確かにそう思う。待遇面に配慮し，多くの事務を先生に押しつけず，

専門の事務方を増やすなど工夫があると思う。本日参加の教育庁の人

たちは，今日の話を生かしてほしい。教育長を動かすくらいの気概を

もってやってもらいたい。 

 

○委員 

・資料に「困難」とあるものも，商業高校では現在全てやっていること

である。自分の学校でやっていることが，他の学校では難しいかもし

れないということではないか。千葉商業高校と立命館大学との連携で

は，関西への旅費など経費の面や，費やす時間の問題を念頭におき，

継続できるかどうか考えているのではないか。産業教育関係の高校で

は，地域の人材は地域で育てるという意気込みでやっており，地域と

の連携は当然重要である。企業との連携や就職内定率の向上にも，キ

ャリア教育は重要である。そのキャリア教育の中核をなすものとして，

柔軟な専門性があると思う。普通科ではその部分が薄く，産業教育関

係の高校の就職内定率が高いのはそれが理由と考える。商業教育は，



農業，工業，水産業等と比べて産業教育の中では見えにくいが，見せ

る努力をしていかなければならない。資格取得も大切だが，インター

ンシップ等も当然重要である。以前，インターンシップ先を生徒に自

分で探させる取組をしたこともある。探すまでは困難だが，交渉能力

がつく。大学については，連携より接続を意識して，高校時代に学ん

だものを生かして大学へ，そして大学の中でさらに発展させるという

接続志向が必要ではないか。商業高校から大学に行っても，大学卒業

時は必ず就職する。しかし，大卒の３～４割が就職できないというデ

ータがあるが，普通科卒より商業高校卒の方が就職率は高いだろう。

商業部会として調査をかけ，データでアピールしていく必要があると

考える。 

○ 事務局（欠席委員の意見紹介） 

・情報科のある袖ヶ浦高校では，興味・関心を高めるための講演が提案

されているが，例えばスティーブ・ジョブズの本を読ませたり，ユー

チューブでも見られるスタンフォードでのスピーチを見せるのもいい。 

・看護部会については，４つの案は必要性を考慮したバランスが考えら

れていてよい。どれも実現に向けて応援したい。 

・先生方が教育の観点で必要だと考えているものが数多く入っているが，

重複するようなところがないか。重複点をなくすには，ポイントを絞

って，例えば育てていきたいことをＡ，今の立ち位置をＢとし，Ａで

は，基礎・専門知識の習得，実業における実践，職業観・勤労観の育

成という３つのポイント，Ｂでは，地元を意識するものなのか，それ

ともグローバルな意識でやるものなのかに分ける。ＡとＢのそれぞれ

を組み合わせ，３年間でやっていけるようにするとよい。 

・これからさらに産業教育を活性化させるためには，例えば慶応大学湘

南藤沢キャンパスの，大学での取組発表会の開放のように，一般の方

とシェアするような方法がある。このような取組により，一般の方に

理解を広げて，産業教育もさらに活性化されると思う。 

・以上のような意見であった。今後産業教育を活性化させるための新た

な方策について，もう少し御意見をいただきたい。 

 

○会長 

・あとこれだけは，いっておきたいということがあればお願いしたい。 

 

○委員 

・県立学校改革推進プランの第１次実施プログラム案にも，農業におい

て，拠点校，中心校等の指定を掲げていただいているので，今やって

いることを含め，我々がこのプランをしっかり受け止め，肉付けして

いくことが一番大切だと思う。 

 

○委員 



・先ほど先生もおっしゃっていたが，看護界も以前からこういう話し合

いで，いつも人的不足との意見をあげても実現できない。是非教員の

増員等を考えてもらいたい。病院側も頑張るのでよろしくお願いした

い。 

 

○会長 

・個々の問題と日本の教育をどうしたらよいのかという大きな立場と両

方から，これからもいろいろな議論をしていきたい。委員の皆様には

御協力願いたい。 

 

○事務局 

・今後さらに産業教育を活性させるにはどうしたらよいか，来年度，審

議を深めていきたい。また，委員の皆様へのアンケートもお願いする

予定なので，その際はよろしくお願いしたい。 

 

７ 閉会 

 


