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1
平成25年　沖縄市グッジョブ連携協議会

沖縄地区

平成24年度　活動概況1
（1）連絡調整会議発足の背景
 本市における児童生徒を対象とした沖縄型ジョブシャドウイング事業の実施主体として本会を

設置した。厳しい雇用情勢を踏まえ、平成18年度より独自で就労支援施設を開設し、きめ細か

な就労相談や講座実施などの雇用対策に取組んできた。そうした中、本市の完全失業率は14.5

％で、その内15歳から34歳までの若年者層では18.3％と高い水準となっていることが明らかと

なり、若年者を対象とした重点的な就労支援が必要であると考えられる。そのような背景か

ら、幼いうちから職業観を育てるキャリア教育の充実を目的とした同事業を実施することで、

児童生徒及び保護者が、将来の生き方や進路を考える契機となるよう、職業観の形成において

効果的な事業の実施を担うものとする。

（2）平成24年度活動概況

（3）平成25年度への展望

　島袋小学校は、従来からキャリア教育に熱心に取組んでおり、また、小規模校で6年生担当教

諭が学校のキャリア教育担当を兼ねていることから、沖縄地区小中学校のモデル校として選定

し実施した。

　美里高等学校は、沖縄市における高校モデルの確立を目指し、1年次ジョブシャドウイング、

2年次インターンシップを実施するキャリア教育のプログラムの安定化を進めることを目的とし

て実施した。

第３章　沖縄地区

実施校
/保護者

・
・
・

校内研修の実施
生徒が主体的に取組める仕組み作り
保護者への働きかけ

・学校との連携の推進

・

・

校内研修等でのジョブシャドウイングの周知と
キャリア教育の必要性を周知する
PTAとの連携を図る

・
・

学校支援地域本部コーディネーターとの連携強化
教育委員会指導課との連携を図る

課 題 改善策

教育機関

・地元自治会との連携と地域住民への
周知

・協議会の開催

・
・
自治会でのパネル展の開催
地域住民へのグッジョブ運動の周知を図る

地域
コミュニティー

・ジョブシャドウイングの理解度を高め
る必要性がある

・ジョブシャドウイングへの更なる理解を得る

・年 3 回の実施を目指す

経済団体

事務局
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平成25年度の活動概要2

（1）協議会について
　協議会発足元年として、協議会会員の連携のもと、ジョブシャドウイングの円滑な実施、地域

住民への周知活動、市内小中高等学校連携推進、以上の3つを重点的に取組むことを目指した。

第３章　沖縄地区

　平成22年国勢調査によると、本市の完全失業率は14.5％で、その内15歳から34歳までの若

年者層では18.3％と高い水準となっていることから、若年者を対象とした重点的な就労支援が

必要とされている。そのような背景から、幼いうちから職業観を育てるキャリア教育の充実を

目的とした事業を実施し、産学官・地域及び家庭が連携した効果的な事業の実施を担うことを

目的に、沖縄市グッジョブ連携協議会を発足させた。

協議会名称 沖縄市グッジョブ連携協議会

所在地 沖縄市比屋根 6丁目 1番 6号（一般社団法人沖縄 SUN内）

活動目的（理念） 本協議会は、産学官・地域及び家庭が連携し、地域が一体となった具体的な取

組みを実施することにより、将来の沖縄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の向上

を図ることを目的とする。

■構成表

沖縄市グッジョブ連携協議会 会 長   沖縄市経済文化部 部長

同             副会長   沖縄商工会議所 総務部長

同             監事    沖縄県中小企業家同友会中部支部 副支部長

同             監事    沖縄市経済文化部 次長

同             事務局   一般社団法人沖縄 SUN

沖縄市グッジョブ連携協議会

会長（沖縄市経済文化部 部長）

副会長（沖縄商工会議所 総務部長）

教育機関 経済団体 NPO関連 行政

沖縄市教育委員会

指導課

沖縄県立

美里高等学校

沖縄市立島袋小学校

沖縄商工会議所

社団法人沖縄市観光

協会

沖縄県中小企業家

同友会中部支部

社団法人沖縄青年会

議所

NPO法人こども家庭

リソースセンター沖縄

特定非営利活動法人

キャリア教育推進協

議会

沖縄市

経済文化部

雇用対策課

沖縄市立諸見小学校

運営事務局

（一般社団法人沖縄 SUN内）

・事務局長   

・事務局員

監事

・沖縄県中小企業家同友会中部

支部 副支部長

・沖縄市経済文化部 次長
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■構成団体名簿

No. 団体名 役職

1 沖縄市経済文化部 部長

2 沖縄市経済文化部 次長

3 沖縄市経済文化部雇用対策課 課長

4 沖縄市教育委員会指導部指導課 課長

5 沖縄市立島袋小学校 校長

6 沖縄県立美里高等学校 校長

7 沖縄市立諸見小学校 校長

8 沖縄商工会議所 総務部長

9 社団法人沖縄市観光協会 事務局長

10 沖縄県中小企業家同友会中部支部 副支部長

11 社団法人沖縄青年会議所 副理事長

12 NPO法人こども家庭リソースセンター沖縄 理事長

13 特定非営利活動法人キャリア教育推進協議会 部長

月 実 績
4月 ・実施校調整

・事業局の研修参加

・第１回 協議会開催

5月 ・島袋小学校訪問・美里高等学校訪問 調整

・島袋小学校 PTA役員会向け説明会

・第 2回 協議会開催

・諸見小学校保護者向け説明会

6月 ・受入企業交流会

・美東中学校 担当教諭打ち合わせ

・受入企業開拓

7月 ・美東中学校事前学習

・美東中学校職場体験

・諸見小学校校内研修

（2）事業計画（実績）報告
　昨年度のモデル実施の課題を踏まえ、今年度は、保護者や受入企業がジョブシャドウイングへの

理解を深めることができるよう、PTA及び保護者向け説明会、受入企業交流会を計画し、また、学

校間においては縦の連携を図るキャリア教育研修会を計画した。また、生徒の在籍数が多い中学校

においては、職場体験学習にジョブシャドウイングの観察の視点を導入した取組みを計画し、さら

なる職場体験学習の充実に向けて円滑な実施を目指した。

第３章　沖縄地区
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第３章　沖縄地区

8月 ・島袋小学校校内研修

・教育委員会指導課 指導主事打ち合わせ

・受入企業開拓、調整

9月 ・キャリア教育研修会

・受入企業開拓、調整

10月 ・島袋小学校 保護者向け説明会

・美里高等学校 第 1回事前学習

      第 2回事前学習

     第 3回事前学習

・諸見小学校 第 1回事前学習

11月 ・メンター説明会

・美里高等学校ジョブシャドウイング実施

・美里高等学校 事後学習

・諸見小学校 第 2回事前学習

・諸見小学校 第 3回事前学習

・諸見小学校ジョブシャドウイング実施

・諸見小学校 事後学習

・島袋小学校 第 1回事前学習

・島袋小学校 第 2回事前学習

・島袋小学校保護者向けキャリア教育講演会

12月 ・美里高等学校成果発表会

・島袋小学校ジョブシャドウイング実施

・島袋小学校 事後学習

・美里高等学校ヒアリング

1月 ・島袋小学校発表会

・諸見小学校発表会

・宮里中学校 事前学習

・宮里中学校職場体験学習

・島袋小学校ヒアリング

・諸見小学校ヒアリング

2月 ・次年度に向けての調整

・第 3回 協議会開催

3月 ・次年度に向けての調整

・島袋小学校パネル展

・諸見小学校パネル展

・第 4回 協議会開催
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（3）【受入企業リスト】
　沖縄市グッジョブ連携協議会会員の協力のもと、受入企業開拓を行った。地域連携というテ

ーマから学校所在地域の企業を中心に開拓を行った。また、学校から多くの企業で学ぶことを

目指したいという要望があり、より多くの企業に向けて開拓を行った。

第３章　沖縄地区

№ 企業名 業種 受入
人数 

取りまとめ 
窓口 

1 松田整骨院 医療業 3  協議会 

2 フラワースタジオ 春らんまん その他の小売業 2  協議会 

3 有限会社ラミネックスセンターコザ店 印刷・同連関連事業 2  同友会 

4 沖縄電力株式会社 お客様本部うるま支店 電気業 3  事業局 

5 株式会社サンエーメインシティー 各種商品小売業 8  事業局 

6 有限会社浦崎金物店 その他の小売業 6  商工会議所 

7 株式会社ももやま その他の小売業 3  同友会 

8 株式会社仲本工業 総合工事業 1  同友会 

9 ハウス産業株式会社 総合工事業 1  同友会 

10 ファミリーマート沖縄こどもの国前店 飲食料品小売業 4  協議会 

11 株式会社サンニン 総合工事業 1  同友会 

12 株式会社川畑自動車学校 その他の教育、学習支援業 6  商工会議所 

13 
東京第一ホテル 

オキナワグランメールリゾート 
宿泊業 4  観光協会 

14 株式会社ワールドツーリスト その他の生活関連サービス業 4  商工会議所 

15 ペットメディカルセンター・エイル 技術サービス業 5  協議会 

16 美容室 LOOP 美容業 1  島袋小本部 

17 沖縄市立図書館 その他の教育、学習支援業 4  協議会 

18 沖縄商工会議所 経済団体 1  商工会議所 

19 NPO 法人こども家庭リソースセンター沖縄 
社会保険・社会福祉・介護

事業 
2  リソース 

20 菓子工房ソレイユ 飲食品製造業 2  協議会 

21 キングラン沖縄株式会社 洗濯業 2  同友会 

22 Cake&pie なつのや製菓 飲食品製造業 1  協議会 

23 株式会社アメニティ だいこんの花美里店 飲食店 2  協議会 

24 デイゴホテル 宿泊業 6  観光協会 

25 医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院 医療業 5  協議会 

26 
生活協同くみあい コープおきなわ  

美里店 
各種商品小売業 2  リソース 

27 
生活協同くみあい コープおきなわ  

山内店 
各種商品小売業 4  リソース 

28 専門学校日経ビジネス 学校教育 2  商工会議所 
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第３章　沖縄地区

（注）取りまとめ窓口の正式名称は以下の通り。 
雇用対策課：沖縄市雇用対策課／商工会議所：沖縄商工会議所／観光協会：沖縄市観光協会／ 
同友会：沖縄県中小企業家同友会中部支部／青年会議所：沖縄青年会議所／ 
リソース：こども家庭リソースセンター沖縄／事業局：グッジョブおきなわ推進事業局／ 
島袋小本部：島袋小学校学校支援地域本部／諸見小本部：諸見小学校学校支援地域本部／ 
協議会：沖縄市グッジョブ連携協議会事務局 

29 公益財団法人沖縄こどもの国 その他の教育、学習支援業 6  協議会 

30 NPO 法人エンジェル工房 島人 factory 
社会保険・社会福祉・介護

事業 
3  リソース 

31 株式会社ミュージックウェーブ 娯楽業 1  観光協会 

32 琉球開発株式会社 職別工事業 3  事業局 

33 琉球道路株式会社 職別工事業 1  事業局 

34 ピザハウス jr Maxvalue泡瀬店 飲食店 2  協議会 

35 心躍心笑 その他の生活関連サービス業 1  協議会 

36 有限会社まあさんど（我部祖河食堂） 飲食品製造業 1  リソース 

37 株式会社 FMコザ 放送業 6  商工会議所 

38 リーダーズ幼児学園 
社会保険・社会福祉・介護

事業 
7  協議会 

39 沖縄郵便局 郵便局 6  協議会 

40 沖縄市国際交流協会 生活関連サービス業 2  リソース 

41 沖縄市立学校教育センター 諸見調理場 地方公務 3  協議会 

42 沖縄市立学校教育センター 第 1調理場 地方公務 2  協議会 

43 
有限会社フラワースタジオひるがお  

ゴヤ店 
その他の小売業 3  同友会 

44 有限会社オブジェ その他の事業・サービス業 4  商工会議所 

45 株式会社アロエース 飲食品製造業 2  商工会議所 

46 ロープス株式会社 情報サービス業 6  雇用対策課 

47 沖縄市消防本部 地方公務 6  協議会 

48 沖縄医療生活協同組合 中部協同病院 医療業 7  協議会 

49 インビレッジネイル泡瀬店 洗濯・美容・理容・浴場業 4  商工会議所 

50 公益社団法人沖縄市シルバー人材センター その他の事業サービス業 2  協議会 

51 学校法人胡屋バプテスト学園 愛星幼稚園 学校教育 2  協議会 

52 美容室やまうち 美容業 2  諸見小本部 

53 株式会社プラザハウス ロージャース 各種商品小売業 5  同友会 

54 有限会社太陽光沖縄 設備工事業 1  青年会議所 

55 沖縄市就労支援センター 地方公務 1  雇用対策課 

56 NPO 法人サポートセンターゆめさき その他の教育、学習支援業 1  雇用対策課 

    合計 177   
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実施校　活動報告3

1. 沖縄市立諸見小学校（新規）

※　ＪＳ：ジョブシャドウイングの略
※　コマ数（1校時）：小学校45分、中学校、高校50分、大学90分を指す

・

・
・
・
・

ジョブシャドウイングの実施を6年生の総合的な学習時間のカリキュラムに組入
れ、児童へジョブシャドウイングに対する動機づけを効果的に行い、今後、学校
で継続して取組むためのジョブシャドウイングプログラムの安定化をすすめる。
ジョブシャドウイングプログラムを通して、働くことへの気付きを促す。
社会人としての規律、礼儀、言葉づかいの大切さを知る機会とする。
将来の生き方を考え、進路の選択に生かせるような機会とする。
活発な自治会活動と地域人材の協力の下に学校運営が行われている。協力団体や
地域人材との協働を図り、沖縄型産官学・地域連携グッジョブ事業の目指す地域
の人材育成の型づくりを行う第一歩の取組みとする。

　事前学習は、先生方と子ども達の様子を確認し、
「夢と希望を持っている児童が少ない」、ということから、夢と希望を持つために
必要なこと、働くことに興味を持つことができる内容にした。また、ジョブシャド
ウイングを行うためマナーの習得を目指した内容を盛り込んだ。

　働いている大人について、見たことや聞いたことを中心に働くことに意識を向け
るようにした。
　「大人になるとなぜ働くのか」と問うた際に、多くの児童が「お金のため」と答
えたため、その「お金」で何ができるのかを考えた。
　お金は衣食住を満たすために必要なものではあると同時に、お金で人助け、ボラ
ンティアもできるし、学校や病院、公園や道路など社会を作ることもできる、お金
は社会に役立つことができるものだということを学んだ。
　また、ジョブシャドウイングのDVDを視聴し、ジョブシャドウイングの取組みに
ついて学んだ。
　最後に児童に将来の夢を書いてもらい、その夢を二人ペアで発表しあう、「夢発
表会」を行った。

第３章　沖縄地区

 学校情報 校 長：新垣 孝哉 
住 所：〒904-0021 沖縄市胡屋 2丁目 3番 1号 
電 話：098-933-3400 FAX：098-932-6874 

実施概略 対象学年：  6年生  3クラス 109人 （内 実施 107人） 
担 当：比嘉史子（1組担任）、金城寿(2組担任）、豊嶋晴美（3組担任） 
実施日            コマ数 学校 実施 事務局 実施 合 計 
事前学習：平成 25年 10月 31日 

     平成 25年 11月 7日 

     平成 25年 11月 14日 

 

 

 

10コマ  

2コマ 

2コマ 

2コマ 

 

 

 

16コマ 

ＪＳ実施：平成 25年 11月 21日   4コマ 4コマ 

事後学習：平成 25年 11月 29日 

発 表 会：平成 26年 1月 26日 
 

10コマ 

2コマ  

12コマ 

実施の 
ねらい 

事前学習
内容 

1

・事前学習1（動機づけ）



39

　事前学習はマナー講座を行った。働く現場で実践されているマナーを児童に伝えた
いと考え、講師の選定を行った。
　講師
　・高橋俊博氏　東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート　バンケット・飲料
予約　マネージャー
　ホテルの説明、プロフェッショナルとアマチュアの違いについてのお話。
　ホテルマンとしての高橋氏は、世界一楽しく幸せな仕事を「生業（なりわい）」とし、
仕事は人生をかけて取組むこと、と伝えた。
　ここからは、実際にロールプレイングを行った。
　・接客の基本　
　・接遇の5原則　
　・あいさつの仕方
　・立ち振る舞い（接遇の姿勢、礼の仕方）
　このロールプレイングは、ホテルで実際に行っている方法を用いた。特に笑顔、声
のトーンに気をつけた。
　最後に、名刺を使用しての挨拶の練習では、友達と一緒に名刺交換を行った。
　当初、子ども達は緊張の様子であったが、講師は親しみやすく、次第に緊張が和ら
ぎ、笑顔での取組みとなった。あいさつや礼は担任も驚くほど、素晴らしい立ち振る
舞いであった。

　事後学習は、ジョブシャドウイングで学んだことの振返りと新聞の作り方について
説明を行った。
　振返りは、ワークシートを使い、一つ一つ記入をしていった。ワークシートの内容
は以下の通り。
　・新聞づくりの目的
　・受入企業と仕事内容について
　・メンターさんに質問したこと
　・メンターさんのすごいところ
　・ジョブシャドウイングで学んだこと
　・すぐにできること、これから活かしていきたいこと
　・ジョブシャドウイングを体験してみんなに伝えたいこと
　新聞の作り方は、新聞づくりマニュアルを配布し、新聞づくりの基礎を学べるよう
にした。内容は以下の通り。
　・レイアウト基本の三種類
　・見出しの書き方

　発表会は、学校行事である学習発表会を活用して行った。
　演技名「What do you want to be?」
ねらい「将来の夢やビジョンを描くきっかけとして、調べたことを様々な形態で伝え
ることができる。」
　発表会の構成として、
　1．英語を使っての挨拶
　2．ジョブシャドウイングの説明

第３章　沖縄地区

・事前学習2（マナー講座）

事後学習
内容 

発表会 
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保護者・
地域 

　3．事前学習の説明
　　　職業人講話で学んだこと
　　　マナー講座で学んだこと
　4．事後学習の説明
　　　お礼状作成
　　　新聞づくり
　5．ジョブシャドウイングで学んだこと
　の流れで行われた。
　発表会の企画は子ども達が行い、様々な工夫がされていた。
　職業人講話で学んだことを、保護者参加型のクイズを行い、また、マナー講座で学
んだ座り方、名刺交換についての良い例と悪い例を実践し、その違いについて説明を
行った。
　受入企業の紹介を兼ねて、学んだことの発表を行った。
　子ども達の思いが詰まった発表会で、参加者の感動を誘う素晴らしい内容であった。
　＜参加企業＞
・東京第一ホテル・ちゅうざん病院・NPO 法人エンジェル工房
・株式会社アロエース

　今回の職業人講話は、社会で活躍している職業人の過去、現在、未来についての講
話を依頼した。
　講師が子どもの頃に何を思い、何に取組んできたか、現在はどのような仕事に取組
み、どのような思いで働いているのか、そして将来はどのような取組みをしていきた
いか、夢はどのようなことかについて聞くことで子ども達が将来活躍するために必要
なことは何かを考えるきっかけとなり、将来に夢と希望を持てる時間になることを目
指した。
講師
・江口真樹氏　インビレッジネイル代表
・曽根史郎氏　中部徳洲会病院看護師長
　江口氏は社会人になり、趣味でネイルを始め、そこからより専門的な知識を身に
着ける為にスクールに通った後、起業し2 店舗の代表となった。スクールで勉強を始
め、学生時代に学ぶべき基礎基本の大事さを痛感し、学びなおした。今の私が存在
していることを児童に伝えた。また、好きなことを見つけるために、いろんなことにチャ
レンジして欲しいと話した。
　曽根氏は手術室の看護師長として、生死を分ける手術を行ってきた。その経験か
ら、仕事というのは責任のあるもの、そして感謝されるものと児童に伝えた。
　看護師という職業はハードルが高く、勉強もたくさんしなければならないが、患者
やその家族からは「ありがとう」とお礼を頂ける、とてもありがたい仕事というお話
があった。
　児童は講師の話に熱心に耳を傾け、メモを取っていた。
質問も多く、とても盛り上がり、江口氏に社長として部下をまとめるのは大変ではない
か、など質問があった。曽根氏には手術の実例、将来の夢についての質問が多くあった。

　地域の園田交通安全友の会が登校時の交通安全指導を行っているなど、地域と密接
な連携のもと学校運営が行われている。
受入企業開拓では、学校支援地域本部コーディネーター岸本幸子氏に協力を仰いだ。

講話
職業人 
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 学校情報 校 長：伊波 シゲミ 
住 所：〒904－0023 沖縄市久保田 2丁目 21番 1号 
電 話：098-933-3365 FAX：098-932-6872 

実施概略 対象学年：6年生 2クラス 41人 （内 実施 41人） 
担 当：稲福正（1組担任）、幸喜知子（2組担任） 
実施日            コマ数 学校 実施 事務局 実施 合 計 
事前学習：平成 25年 11月 20日 

     平成 25年 11月 26日 
  

 

10コマ 

2コマ 

2コマ 

 

 

14コマ 

ＪＳ実施：平成 25年 12月 13日  4コマ 4コマ 

事後学習：平成 25年 12月 17日 

発 表 会：平成 26年 1月 24日 
4コマ 

2コマ 

  

6コマ 

実施の 
ねらい 

事前学習
内容 

その他

 

・

・
・
・
・

ジョブシャドウイングの実施を6年生の総合的な学習時間のカリキュラムに組入れ、
児童へジョブシャドウイングに対する動機づけを効果的に行い、今後、学校で継続し
て取組むためのジョブシャドウイングプログラムの安定化をすすめる。
ジョブシャドウイングプログラムを通して、働くことへの気づきを促す。
社会人としての規律、礼儀、言葉づかいの大切さを知る機会とする。
将来の生き方を考え、進路の選択に活かせるような機会とする。
活発な自治会活動と地域人材の協力のもとに学校運営が行われている。昨年度は、
協力団体や地域人材の協力を得ることで、円滑に実施することができた。今年度は
更なる連携、協力を図り、沖縄型産学官・地域グッジョブ事業の目指す地域の人材育成
の型づくりを行う。

　事前学習は、子ども達が積極的に取り組めるよう、動機づけを中心にした内容で、
また、ジョブシャドウイングを行うためマナーの習得を目指した内容を盛り込んだ。

　保護者向けの説明会は、PTA総会に時間を設け、多くの保護者にジョブシャドウイン
グと送迎サポーターの協力について伝えることができた。
　当日の送迎サポーターは、学校から保護者へ文書を発送し、募集した。保護者19人
の協力を得ることができた。
　また、保護者自身の児童の送迎ができなくても、快く引受けてもらうことで、送迎も
とてもスムーズに行うことができた。

　学校での取組みとして、ジョブシャドウイング当日は、雨天の場合なども考慮し、
児童は全員カバンにタオルと着替えを準備した。
　先生より、出発式終了後から出発するまでの時間に、引率サポーターと子ども達のコ
ミュニケーションを図るため、名刺交換をさせてはどうだろうかという意見があり、こ
れまでは自己紹介のみであったが、今回は練習を兼ねて名刺交換をしながらの自己
紹介を行った。

2. 沖縄市立島袋小学校（継続校）

　働いている大人について、見たことや聞いたことを中心に働くことについて意識を
向けるようにした。身近な大人や身近な仕事から、働いている人の表情や動き、服装
などを思い出し、仕事によって表情や動き、服装などが違うことを理解した。
　「大人になるとなぜ働くのか」と問うた際に、多くの児童が「お金のため」と答え
たため、その「お金」で何ができるのかを考えた。

・事前学習1（動機づけ）

2



42

第３章　沖縄地区

　お金は衣食住を満たすために必要なものではあると同時に、お金で人助け、ボラン
ティアもできるし、学校や病院、公園や道路など社会を作ることもできる、お金は社
会に役立つことができるものだということを学んだ。
　また、ジョブシャドウイングの DVD を視聴し、ジョブシャドウイングの取組みにつ
いて学んだ。
　最後に児童に将来の夢を書いてもらい、その夢を二人ペアで発表しあう、「夢発表会」
を行った。　
・事前学習2（マナー講座）
　事前学習はマナー講座を行った。働く現場で実践されているマナーを児童に伝えた
いと考え、講師の選定を行った。
　講師
　・高橋俊博氏　東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート　バンケット・飲料
予約　マネージャー
　ホテルの説明、プロフェッショナルとアマチュアの違いについてのお話。
　ホテルマンとしての高橋氏は、世界一楽しく幸せな仕事を「生業（なりわい）」とし、
仕事は人生をかけて取組むこと、と伝えた。
　ここからは、実際にロールプレイングを行う。
・接客の基本　
・接遇の5原則　
・あいさつの仕方
・立ち振る舞い（接遇の姿勢、礼の仕方）
　このロールプレイングは、ホテルで実際に行っている方法を用いた。特に笑顔、声
のトーンに気をつけた。
　最後に、名刺での挨拶の練習では、友達と一緒に名刺の交換の練習を行った。
　元気いっぱいの子ども達で、当初はおしゃべりなども見受けられたが、徐々に引き
締まった表情になり、あいさつや礼などを行うときは、真剣に取組むことができた。

　事後学習は、学校単独実施で、以下の通り取組んだ。
・お礼状作成
・壁新聞作成

　授業参観日に合わせて、発表会を開催した。3 つの教室に分かれ、事後学習で作成し
た壁新聞を用い、ポスターセッションを行った。
　受入企業や、メンターの仕事について、クイズを行うなど、発表の仕方に個性があ
る内容となっていた。質問も活発に出る中で、メンターからの鋭い質問もあり、非常
に盛り上がった発表会であった。
＜参加者＞
・東京第一ホテル　・沖縄市消防本部

　学校主催の5、6年生進路指導講演会「未来の仕事を探そう」学校支援地域本部コー
ディネーターが中心となって実施。事務局は講師1人を紹介した。
　講師の職業は以下の通り。
　・看護師　・ブライダルシンガー　・記者（琉球新報）
　・義肢製作師　・海上保安官　・物理学者

 
事後学習  

 

内容 

発表会 

職業人 
講話
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その他
 

保護者・
地域 

第３章　沖縄地区

3. 沖縄県立美里高等学校（継続校）

・

・
・

いろいろな職種・役割を実際の職場でじっくり観察することで「仕事」や「働く」
ことについて考える機会とする。
地域の企業と関わることで企業の求める人材や社会での企業の役割等を知る。
卒業後の自身の進路先について早期に考え、将来の目標への学習の計画や就職活動
に対する準備・取組みへの出発点とする。

講演会の内容は、
　・この職業に就こうとしたきっかけ
　・この職業に就くために必要なこと、大事なこと
　・仕事をやっていて大変なこと
　・仕事をやっていてよかったこと

　校区が久保田自治会のみとなっており、久保田自治会との連携が密に取られている。
　引率サポーター募集は、学校が文書を発送した。修学旅行説明会時に、保護者向け
にジョブシャドウイングと引率サポーター募集について説明を行った。
　応募状況が芳しくなかったが、学校支援地域本部コーディネーターの協力を得るこ
とで、引率サポーターは 9 人の協力があった。そのうち 2 人は昨年もサポーターとし
て協力をしていた。また、久保田自治会長も引率サポーターとして参加した。

・ジョブシャドウイング実施当日の放課後、児童5人が受入企業を訪れ、メンターと
　交流を深めた。また、後日、児童が再度受入企業を訪れ、仕事のお手伝いを行った。

　義肢製作師の講師は義肢製作用の材料の石膏を使い、子ども達の指で型を作った。
　海上保安官の講師は、海に捨てたらダメなものとして、「ゴミと命」を強く訴えていた。

　グッジョブ運動について知る
　ジョブシャドウイングを行う理由を考える
　夢発表会

　事前学習は、担任より人前で発表することが不得意な生徒が多いということで、
生徒の主体的な活動と発表の回数を増やし、あいさつなど礼儀作法のマナー講座を
実施した。

・事前学習1（動機づけ）

 学校情報 校 長：安里 辰洋 
住 所：〒904－2151 沖縄市松本 2丁目 5番 1号 
電 話：098-938-5145 FAX：098-938-5419 

実施概略 対象学年：1年生 1クラス 30人 （内 実施 29人） 
担 当：浜口忠俊（進路指導主任） 
実施日            コマ数 学校 実施 事務局 実施 合 計 
事前学習：平成 25年 10月 9日 

     平成 25年 10月 16日 

     平成 25年 10月 23日 

 

 

 

2コマ 

2コマ 

2コマ 

2コマ 

 

 

 

8コマ 

ＪＳ実施：平成 25年 11月 13日  4コマ 4コマ 

事後学習：平成 25年 11月 20日 

発 表 会：平成 25年 12月 6日 
4コマ 

2コマ 

  

6コマ 

 
 

 
事前学習
内容

実施の
ねらい

3
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　自己表現（漢字1文字で自分の気持ちを表現）
　インタビュー（ペアで）
　発表会

　事後学習は、学校が中心となって、以下の通り、取組んだ。
・お礼状作成
・壁新聞作成
・プレゼンテーション資料作成

学校単独実施

　ジョブシャドウイングとインターンシップの合同体験発表会で、全校生徒が参加し、
1 年生のジョブシャドウイング、2 年生のインターンシップの取組みの情報共有と仕事
についての学習の場として実施した。
　ジョブシャドウイングの発表は、プレゼンテーション用ソフトウェアを使用して以
下の 3 企業での取組みについて、発表を行った。
　・サンエーメインシティー
　・株式会社FMコザ
　・川畑自動車学校
　そのほかの受入企業については、壁新聞を体育館内に掲示した。
＜参加企業＞
・沖縄市消防本部　・川畑自動車学校　・株式会社FMコザ　
・沖縄市雇用対策課

・事前学習2（自己理解）

　前半は座学を行った。講師自身が社会に出て複数の仕事に就くことから学んだこと
をわかりやすく伝えた。内容は以下の通り。
　・サービス業のプロフェッショナル
　・『自分探し』　は、　『仕事探し』　　＝　「生業（なりわい）」
　・接客の基本　おしゃれと身だしなみについて
　後半は実践として、特に声出し、笑顔の取り組みに時間をかけていた。
　・あいさつ　（あいさつができない社会人は、社会人にあらず）
　・立ち振る舞い
　・名刺交換
　生徒も次第に声が出てきて、笑顔で取組むことができていた。

・事前学習3（マナー講座）

 

 

 

 

 

 

事後学習

内容

発表会

職業人

講話

　引率サポーターの募集は、学校から文書を発送し、3人の保護者が引率サポーターと
して協力した。
　美里高等学校と地域の関わりは、学校評議員に地域代表者（自治会長）が委嘱され
ており、学校運営に地域の意見を反映させている。
　毎年 9月にグリーンデイを実施し、生徒が地域の清掃を行っている。また、台風後
の地域の清掃活動も実施している。

保護者・

地域

　お礼状は、発表会の案内文書を同封して、学校が受入企業に郵送した。
　FM 放送局でジョブシャドウイングを行った生徒 2人が、実施後、FM 放送局にてパー
ソナリティとして働き始めた。

その他
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◆取組みの様子

マナー講座です 社長のお話ですよ 看護師はすごいぞ

第３章　沖縄地区

サポーターの紹介 しっかり観察しています お父さんと記念撮影

接遇の姿勢 出発前の記念撮影 送迎よろしくお願いします

仕事は難しそうだなぁ  お花がたくさん お母さんと記念の一枚
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手を握り合って 漢字一文字で私を表現 おもてなしができるかな

第３章　沖縄地区

出発前に気合いを入れて 指先がきれいになります 先生と一緒に

メンター説明会 先生方と意見交換 学校で受入企業交流会

キャリア教育研修会 意見交換実施中 協議会の様子
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【実施校】

＜諸見小学校＞
　実施後の感想として、事前学習のマナー講座や職業人講話、受入企業数の豊富さや事務局のサポート

について、期待していた以上に満足できる取組みとなったということであった。

　児童生徒の変化について特筆すべきこととして、あいさつや返事がしっかりできるようになり、接遇

の姿勢を常に意識できるようになったなどの変化がみられた。

　学校独自で工夫した点として、ジョブシャドウイングへの理解とキャリア教育の必要性の周知を目的

とした校内研修の実施、日曜参観日でのジョブシャドウイング説明会の実施、児童が企画する発表会の

開催などが挙げられる。苦労した点として、送迎サポーターの募集が挙げられる。

　学校全体の取組みとして、年間指導計画にジョブシャドウイングを加え、キャリア教育担当を中心に

取組む体制を構築した。また、パソコン室や図書館などは6 年生が優先的に使用できる環境であった。

保護者への案内等については、公文書の発送、メーリングリスト、学年便り、HPにて行った。

　更に、学校と地域を繋げる学校支援地域本部コーディネーターの協力を得ることができ、ジョブシャ

ドウイングを円滑に実施することができた。

　学校が受けたい支援や要望については以下の通りである。

　・お仕事を体験する機会を設けたい。

　・保護者向けの講演会を実施したい。

＜島袋小学校＞
　今年度のジョブシャドウイングを受入れた理由として、前年度実施し、ジョブシャドウイングの良さ

を実感できたという点を挙げ、ジョブシャドウイングを十分理解しての取組みとなった。前年度と比較し

て、2 年目となる今年度は実施方法を把握していたことで、非常に円滑に行うことができ、実施しやすか

ったということであった。

　児童生徒の変化について特筆すべきこととして、寡黙な児童が、ジョブシャドウイングを行うことに

より、積極的に話し、自己表現できるようになったという変化がみられた。

　学校独自で工夫した点として、授業の中で受入企業の調べ学習、マナーや行動についての指導を行っ

た。学校行事としてジョブシャドウイング実施時期にお仕事講話会を実施し、子ども達のキャリア形成

支援を行った。また、ジョブシャドウイングへの理解を深めることを目的として、教職員へ校内研修を

行った。その研修会ではキャリア教育とジョブシャドウイングの必要性、沖縄市の若年者の雇用状況、

進学率について説明をした。また、保護者向けにも講演会を実施し、保護者への意識を高めることがで

きた。

　学校全体の取組みとして、ジョブシャドウイングをキャリア教育の目的の中に明記し、学校全体で取

組む環境を整備した。また、保護者への案内として、公文書の発送、ジョブシャドウイング説明会、キ

ャリア教育講演会などを実施した。

　また、自治会から特に多くの協力があったことから、学校と自治会が連携して取組みを行うことがで

きた事例と考える。自治会長が引率サポーターとして参加し、自治会の協力のもとパネル展を開催する

など（3 月上旬予定）様々な取組みができた。学校支援地域本部コーディネーターから今年度も協力を得

られたため、昨年以上に連携したジョブシャドウイングを実施することができた。

　学校が受けたい支援や要望については以下の通りである。

　・受入企業についての情報提供。

第３章　沖縄地区

ヒアリング及びアンケート考察4
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【児童生徒】

＜美里高等学校＞

　2 年次のインターンシップの前段階としてジョブシャドウイングに取組んでいるが、学習面への影響

も踏まえて取組んでいる。　

　良かった点は、以下の通りである。

　・生徒の仕事に対する意識の向上

　・発表会では発表者に選出された生徒が積極的に取組みを行った。

　・事前学習、ジョブシャドウイング実施、事後学習、発表会という流れがとても良かった。

　学校独自の工夫点は、インターンシップとジョブシャドウイングの実施報告会の開催で、全校生徒が

参加しており、体験していない生徒への就業の意識を高め、情報共有の場となっている。

　学校の課題としては、時間の確保が挙げられた。

　学校が受けたい支援や要望については、以下の通りである。

　・実施時間は 2 時間では短く感じるため、もう少し長くすることはできないか。

　・マナー講座が大変素晴らしく、1 回だけではなく、2 回以上実施することはできないか。

　・美容系、情報通信産業系、介護系の就職者が多いため、受入企業を増やして欲しい。

　・企業の採用担当者の声、採用の基準などを生徒に伝える機会を設けることはできないか。

＜諸見小学校＞

　沖縄市では、はじめての 100 人規模の実施となった。担当教諭との連携を円滑に行うことができ、児

童も積極的に発言し、取組むことができた。

　事前アンケートでの「どのような仕事に興味がありますか？」という質問に対し、32 人が「おしゃれ

にまつわる仕事」「スポーツに関わる仕事」、31 人が「命を救う、人を助ける仕事」であった。「普段、仕

事の事や仕事の話を、どんな所から聞いたり話したりしますか？」という質問に対し、62人が「お父さん、

お母さん」と答え、24 人が「聞いたり、話したりしない」と答えた。半数以上が保護者と仕事につい

ての会話をしている。「仕事をすること、働くことに対してどんなイメージを持っていますか？」という

質問に対し、「楽しい」「やりがいがある」「面白そう」が 89 人で、児童の多くが仕事に対して、ポジ

ティブなイメージを持っていることがわかる。

　実施後のアンケートでは、「ジョブシャドウイング学習を行ってみて、仕事をすること・働くことへの

感じ方、イメージは変わりましたか？」という質問に対し、93人が「良い方向に変わった」と答え、仕事、

働くことのイメージが、更に良くなったと言える。メンターを観察して感じたこととして、「疲れを見せず、

挨拶と笑顔があった」「働く大人ってかっこいい」「早く大人になってメンターみたいに働きたい」「一秒

も無駄にしないのがすごい」などが挙げられた。「大人になったら、仕事をしたいですか？」という質

問に対し、全員が仕事をしたいと答えた。「学校での生活と社会での生活では、どんな所が繋がってい

ると思いますか？」という質問に対し、83 人があいさつ、55 人が勉強と答え、学校と社会が繋がって

いることを認識できたと考えられる。

・

・

・

・

将来に向けて、勉強・あいさつ・笑顔を取組んでいきたい。

接遇の姿勢は社会のルールなので大人には接遇であいさつをしたい。そして、社会に出たいと思って

います。

私は、パティシエになりたいので、勉強やお菓子作りに挑戦してみたいです。

礼儀正しく、誰かがいやな思いをする言葉使いをしないようにする。

＜将来に向けて、取組んでみたい・挑戦してみたい・始めてみたいと思ったこと（一部抜粋）＞
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・

・

・

・

・

・

・

・

患者さんに優しくできるように、普段からみんなに優しくしたい。

花屋さんに向けて挑戦したい。

基本が大事だと言っていたので、デッサンやリアルな絵を描いてみたい。

将来に向けて今から少しずつ看護師になるための本を読んだり、インターネットでも調べたりして、

看護師の勉強をする。

獣医になるために、動物や動物の病気について勉強していきたい。

お客さんに笑顔で挨拶できるように日ごろから取組んでみたい。

将来はシェフになるために、家でもただ作るのではなくて、考えて作りたい。また、社会を良く知る

ために、生きていくために勉強や本を読みたいと思っています。

始めたいことは算数の計算。挑戦してみたいことは、最近の経済を理解する。

＜将来に向けて、取組んでみたい・挑戦してみたい・始めてみたいと思ったこと（一部抜粋）＞

・

・

将来、ダンスの先生になりたいです。なので、今日行った電力さんみたいに、敬語を使い、礼儀正しい

先生になりたいと思いました。

わからないことがあったらすぐに調べる。困っている人がいたらすぐに助ける。今の勉強をしっかり

する。

＜美里高等学校＞

　生徒の主体的な活動となるべく取組んだ。多くの生徒が自分のこととして、主体的にジョブシャド

ウイングに取組み、将来の夢、目標に向けて、現在取組むべきことを考える機会となったが、一部

では、受動的な取組みになっていた生徒がみられたため、主体的な活動となるための動機づけにつ

いてさらなる工夫の必要性を感じた。

＜島袋小学校＞

　担任がキャリア教育担当ということもあり、挨拶やお辞儀などのマナーが身についていた。事前学習、

事後学習、発表会を含めて、積極的に発言し、取組むことができていた。

　事前アンケートでの「どのような仕事に興味がありますか？」という質問に対し、19 人が「動物に関

わる仕事」、14 人が「命を救う、人を助ける仕事」、13 人が「芸術にまつわる仕事」であった。「普段、

仕事の事や仕事の話を、どんな所から聞いたり話したりしますか？」という質問に対し、24 人が「お父

さん、お母さん」と答え、12 人が「聞いたり、話したりしない」と答えた。

　「仕事をすること、働くことに対してどんなイメージを持っていますか？」という質問に対し、「楽しい」、

「やりがいがある」、「面白そう」が 31 人おり、仕事に対してポジティブなイメージを持っていること

がわかる。

　実施後のアンケートでは、「仕事をすること・働くことへの感じ方、イメージは変わりましたか？」と

いう質問に対し、良い方向に変わったが 35 人、変わらないが 5 人で、多くの児童が仕事へのイメージ

が良い方向に変化している。また、メンターを観察して感じたこととして、「忙しそうにしていたけど、楽

しそう」、「一生懸命」など、多くの児童が、大人が真剣に、楽しく働く姿を観察したようだ。「大人になっ

たら仕事をしたいですか？」という質問に対し、全員が仕事をしたいと答えた。「学校での生活と社会で

の生活では、どんな所が繋がっていると思いますか？」という質問に対し、20 人が勉強と答え、仕事と

勉強の関係について考えることで、学習への意欲が高まることが期待できる。
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　事前アンケートでの「どのような仕事に興味がありますか？」という質問に対し、13 人が「先生」、

9 人が「命を救う、人を助ける仕事」を挙げていた。「普段、仕事のことや仕事の話をどんなところか

ら聞いたり話したりしますか？」という質問に対し、16 人が「お父さん、お母さん」と答え、7 人が「聞

いたり、話したりしない」と答えた。

　「仕事をすること、働くことに対してどんなイメージを持っていますか？」という質問に対し、「楽しい」

が 3 人、「やりがいがある」が 10 人、「面白そう」が 4 人と半数以上が仕事に対して、働くことに対して、

ポジティブなイメージを持っていて、逆に「大変」が 11 人、「面白くなさそう」が 1 人とネガティブな

イメージを持っている生徒も半数近くいた。

　実施後のアンケートでは、仕事をすること・働くことへの感じ方、イメージは良い方向に「変わった」

が 24 人、「変わらない」が 3 人と、仕事に対して意識の変化が見えた。メンターを観察して感じたこ

ととして、「働くことは簡単ではない」「仕事にミスがないようにしていた」「仕事の大変さを感じた」と

働くことの難しさを感じながらも、「得られる達成感が多い」「辛い面だけではなく、楽しい面もある」

など、働くことで得られること、仕事の意義なども感じることができた。

　「大人になったら、仕事をしたいですか？」という質問に対し、25 人が「仕事をしたい」、1 人が「仕

事はしたくない」と答えた。

第３章　沖縄地区

・

・

・

・

・

・

・

・

今までは積極的ではなかったので、積極的になりたい。

やはり困っている人たちを助けられる、やりがいがある仕事をしたいと思った。

勉強を頑張って、3 年になって後悔したくない。

英語で会話すること、敬語を使うこと。

自分にはどんな職業があっているかをしっかり考えていきたい。

仕事は仲間とのコミュニケーションをとりながらするってことを学んだので、友達とたくさんコミュニ

ケーションをとろうと思った。

いろんな資格を取ってみたい。

挨拶することを心がけたい。

＜将来に向けて、取り組んでみたい、挑戦してみたい、始めたいこと（一部抜粋）＞

【受入企業】

　前年度から継続して受入れた企業が多かったため、ジョブシャドウイング前に不安ではなかったという

メンターが 58%で、不安だったというメンターが 38%であった。

　実施中の児童生徒の様子については、「観察態度」「挨拶」「言葉使い」など良かったという声が多数

あるが、「意欲」については 50 人が良かったと答えているが、17 人がどちらともいえない、2 人が良く

なかったと答えている。児童生徒の主体的、積極的な取組となるよう動機づけの工夫が必要である。コミ

ュニケーションについては、「上手くいった」が 57%、「どちらとも言えない」「上手くいかなかった」が 36%で、

児童生徒からの質問・会話が少なかったと13 人が答えている。

　ジョブシャドウイングを受入れての感想は、「自分自身を顧みることができた」が 43 人、「仕事を再確

認できた」39 人、「自分の業務への意識が高まった」が 39 人となっており、メンターにとっても意義が

ある取組みになっていると考えられる。「退屈させていないかが気になった」が 49 人おり、メンターの多

くが児童生徒を気にかけていることがわかった。
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　ジョブシャドウイングが勤労観・職業観の一助になるかという質問に対し、「思う」が65%、「どちらとも

言えない」が34%、「思わない」が1%であった。「どちらとも言えない」「思わない」の理由として、時間が短

すぎる6人、年齢が若すぎる13人、ジョブシャドウイングでは不足が3人だった。

　今後も、受入企業の更なる理解と協力を得て、受入の負担軽減に考慮し、円滑な実施に繋げて行きたい。

　主な意見や声としては以下の通りである。（抜粋掲載）

第３章　沖縄地区

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

送り迎えも時間通りにされていて良かったと思います。

今回の諸見小の生徒が熱心で頼もしかったです。

参加する児童の事前学習がよく行われていたと思います。

まだ小学生なので、職業意識についてどの程度理解しているかわからないが、継続して取組むこ

とで理解してもらえると思う。良い取組みと思われるので頑張って欲しい。

保護者の方が協力的に送迎などをお手伝いしていて、こどもたちのために頑張っていて頭が下が

る思いです。

挨拶も良くできていた。緊張している中、精一杯頑張っていたと思います。

まだジョブシャドウイングの認知度が低いので、いろいろな学校に取入れると良いと思います。

素直に学ぶ姿勢できてくれたので気持ちよかった。

地域の児童生徒に素晴らしい内容だと思う。

事前の説明が良く、受入れも安心しました。

自分も子どもの頃にこんな授業を受けたかったです。団体ではなく少人数なのが良いですね。個

人それぞれの気持ちが引き締まります。子どもたちには、社会の一員としての自覚の芽生えのきっ

かけになってくれたらいいな。自分の将来の希望には、どんなアプローチの方法があるのかをお

ぼろげながらでもつかんでくれたらいいなと思いながら話をしました（とても緊張しましたが）。私

も子を持つ親として、ジョブシャドウイングはとてもありがたい授業です。

学校・企業・行政が一体となり、子ども達に機会を与える、よい取組みだと思います。ぜひ、今

後もジョブシャドウイングの取組みを継続していただき、ご協力させていただきたいです。ちなみ

に、自分が将来の夢や進路について初めて考えたのは、今回ジョブシャドウイングに参加した子ど

も達と同じ小学校 6 年生でした。卒業式で将来の夢を壇上で発言して卒業証書を頂くという段取り

になったことがきっかけで、自分が将来どんな職業に就きたいかをはじめて真剣に考えました。そ

の後、そこで発表した夢を軸に、将来の進路を考え学校での部活や勉強に真剣に向かい合い、

今の自分があります。将来のことを真剣に考える機会は、できるだけ早く経験させたほうがいいと

思います。

生徒さんとの積極的な質問や発言、一生懸命な姿勢に私たちが教えるというよりも、教えられたこ

とのほうが多かった。改めて、自分自身の仕事に対する姿勢や業務を見直すべきだと感じた。こう

いう体験をして生徒たちが将来に活かせたらすごくよいと思います。

＜肯定的意見・感想＞
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・

・

子どもならではのオリジナリティあふれる質問を期待していました。

家庭でのしつけ、あいさつ、態度、返事などができてから企業訪問したほうが良いのでは。

＜改善が必要との意見･感想＞

・

・

・

・

ジョブシャドウイングの内容はすごくいいものだと思う。これは、1 企業だけなのでしょか。児童

生徒は 1 か所を見て、1 年間に 2 度、3 度とあればより、いい見方ができると思います。

10 ～ 20 年後に「こんな体験したなー」と当時子どもだった人からの検証も必要かも。少なくと

もジョブシャドウイングはしないよりはあっていいと思う。今後の成果が楽しみです。

児童から感想を含めたお礼の手紙が届き、会社でも受けて良かったなど意見がありました。今回

の児童が中高に進学してもできる場があればよいと思う。

子ども達の感想を報告してほしいです。

＜要望＞

実施総括（成果と課題）5

 
事例 課題 

今後の取組についての展望・

改善点 

実施校 

/保護者 

教育機関 

地域コミュ

ニティー 

・

・

諸見小学校
PTA総会での説明
校内研修開催
島袋小学校
校内研修開催
PTA役員会にて説明会
保護者向け説明会開催
保護者向け講演会開催

・

・

美里高等学校での保護者
向け、教職員向けの説明
会等の未実施
保護者への更なる働きか
け、特に発表会の参加者
が少ない状況がある。

・

・
・

校内研修等でのジョブシャ
ドウイングの周知とキャリ
ア教育の必要性の周知。
PTAとの連携を図る。
保護者向け説明会の開催。

・

・

学校支援地域本部コー
ディネーターとの連携
キャリア教育研修会の
協同開催

・特に問題なし。 ・

・

学校支援地域本部コーディ
ネーターとの連携強化
キャリア教育研修会の実施

・

・

久保田自治会
自治会長の送迎サポー
ターとして参加、バス
の提供、公民館でのパ
ネル展実施。
コミュニティーFMにて
グッジョブ運動の周知
を行った。

・特に問題なし。 ・
・

自治会でのパネル展の開催
地域住民へのグッジョブ運
動の周知を図る。
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その他の取組や実績6

行政 

経済団体 

協議会 

・

・
・

出発式、引率サポーター
として参加。
庁内での周知
広報誌掲載

・特に問題なし。 ・すべての実施校のジョブシ
ャドウイングの広報誌掲載
を目指す。

・

・

ジョブシャドウイング
の受入企業紹介依頼
ジョブシャドウイング
児童生徒受入

・特に問題なし。 ・ジョブシャドウイング及び地
域連携についての理解を深
め、受入企業数を増やす。

・年3回の実施 ・熟議の場となる工夫 ・熟議の場となるよう、年3回
の協議会開催を目指す。

■サポーター感謝状の贈呈

　ジョブシャドウイング実施における送迎を担う送迎サポーターの皆様に、協議会事務局よ

り、子ども達と撮影した写真を加えた感謝状を贈呈した。

■受入企業交流会【平成25年6月27日】

　ジョブシャドウイング事業をより効果的に実施するために、受入企業を対象とした勉強会を

開催した。企業側が同事業についての理解を深めるため、受入側としての心構えや児童生徒と

のコミュニケーションの取り方等を習得し、また同事業に関しての質疑応答等、意見交換と学

びの場として設けた。内容は以下の通り。※島袋小学校にて開催。授業参観や学校との交流も

行った。

　①ジョブシャドウイングについての学習会

　②仕事の観察方法について

　③各企業の取組みに関する意見交換

　④児童生徒とのコミュニケーション方法について

■キャリア教育研修会【平成25年9月5日】

　教育委員会指導課と協議会事務局との共同開催で、市内小中高等学校キャリア教育及び進路

担当者、行政、企業、NPOが集い、沖縄市の児童生徒のキャリア教育のあり方について考える

場を設けた。内容は、以下の通り。

　①若年者の失業率、離職率等について　　沖縄市グッジョブ連携協議会事務局

　②沖縄市のキャリア教育施策について　　沖縄市教育委員会指導課

　③社会、企業が求める人材像について　　沖縄県中小企業家同友会中部支部

　④若年者支援事業について　　　　　　　沖縄市雇用対策課

　⑤グループシェア　「沖縄市におけるキャリア教育の現状と課題」

　⑥発表
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次年度への展開7

①

②

③

児童生徒の興味関心を刺激する良い機会を作り出すことで、夢や希望の芽生えを促し、就業

意識の向上に寄与することを目的にジョブシャドウイングを実施する。

キャリア教育研修会等を開催し、教職員の連携を図り、キャリア教育の意見交換及び情報共

有の場として活用する。

小中高校生や保護者を対象とした就業意識向上支援事業の実施により、沖縄市の就業意識の

向上に資するイベント等を実施する。

■ジョブシャドウイング実施

　・小学校　3校実施（予定）

　・中学校　2校実施　※職場体験学習にジョブシャドウイングの観察の視点を取り入れ実施する。

　・高等学校　1校実施（予定）

■企業

　昨年度受入企業数35社、今年度受入企業数が56社、協議会会員の協力のもと受入企業の開拓

を行うことができた。次年度以降の実施規模拡充を踏まえ、事業所への更なる理解を得る取組

みとジョブシャドウイングの理解がより深まる説明会のあり方を検討していきたい。

■地域連携

　平成25年度は学校支援地域本部コーディネーターの協力のもと、地域連携を図り、引率サポーター

募集、地域の企業の紹介、自治会への橋渡しなど、多くの成果が得られた。平成26年度も学校支援地

域本部コーディネーターをはじめ、自治会、PTAなど地域人材との連携を図り、子ども達の就業意識向

上に繋がる取組みを実施していく。

■中学生職場体験学習

　通常の職場体験学習にジョブシャドウイングの観察の視点を加えた職場体験学習を 2 校実施

した。職場体験学習で仕事を体験し、仕事のやり方などを学び、観察をすることで仕事の意味

ややりがいなどを学んだ。

■実施内容
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