【発行】
福岡市教育委員会
発達教育センター
【発行日】
平成 27 年 2 月 20 日

平成 27 年 1 月 6 日，発達教育センターにて教員・保護者向けセミナーを開催しました。
卒業後の一般就労に向け，在学中に身に付けておくべきビジネスマナーについて理解を
深め，児童・生徒の実態に応じた職業教育の充実，家庭での支援につなげることを目的
とした内容で行いました。
参加者募集チラシ→

本セミナーは，「就労につながる効果的
な職業教育の実践～障がい者職業教育に
関する課題と問題点～」という演題で，有
限会社 HR エージェント 佐藤 康弘 氏に
講話いただきました。
キャリア教育と職業教育の違いや，職業
教育に関する学校・家庭の課題について
のお話しで，佐藤氏が特別支援学校で実
践されている職業教育のカリキュラム紹介
や授業の様子を収めたビデオ上映が行わ
れました。
←当日は，教員，保護者の方や企業，支援機関の
方など 87 名の参加がありました。

お話の中で，キャリア教育の定義は「勤労観・職業観の育成に重点を置いた基

【講師】
有限会社 HR エージェント

礎的教育」，職業教育の定義は「知識・技能の育成に重点を置いた専門的，実

取締役社長

践的教育」と説明され，キャリア教育と職業教育の関係について下図の様に

佐藤 康弘 氏

述べられました。
また，「企業は，資格やスキル以上に挨拶ができる，人の顔を見て話す，遅刻
をしないなど，社会人としての常識を求めている。」とお話されました。この基礎
スキルを身に付ける職業教育のポイントとして，形から入ることができる教育
スタイルを紹介されました。

経営コンサルティング業のかたわら，知的
障がい者向け職業教育の実施や，教職員や
労働行政職員を対象に指導・研修を行う。ま
た，企業との豊富なネットワークを通じて障が
い者雇用の戦略化に向けた取り組みを行う。
福岡県地域中小企業人材確保支援事業のシ
ニアコンサルタントとしても活躍。

実際の授業の様子は次ページへ…

【ビデオ上映】 佐藤氏が携わっている特別支援学校 授業の様子

←表情の指導の様子。人と接する際は①相
手の目を見ること，②笑顔でいることの大
切さを伝え，自然の笑顔が出るよう練習し
ている。

全体の様子。この授業には，高等部 1 年生
～3 年生が参加→

←立ち居ふるまいの指導の様子。①座り
方，②立ち方，③おじぎの仕方を確認し，
基本の姿勢，動き方を練習している。
↑佐藤氏が制作された職業教育テキストの一部。

ビデオ上映では，“あいうえおの発声練習”と“立姿勢とあいさつの練習”が紹介されました。佐藤氏はこれまでの授業を通
して，「挨拶・お辞儀・基本動作等は反復練習を行い身に付けることで，生徒たちの自信につながり，現場実習や就職面接で
練習の成果が出せるようになることを実感している。」とお話されました。また，職業教育の課題として，底上げ型の教育スタ
イルの見直し，段階的教育の実践，企業側の理解促進，保護者側のキャリア支援を挙げられました。
「より早い段階での職業教育が必要とされている。先進的な実践を行っている学校のノウハウを他校でどう展開していくか
が重要。また，学校だけでなく，家庭での支援も大切にしてほしい。」というお言葉で講話は締めくくられました。

質疑応答でいただいたご質問・ご回答の一部を紹介します。
「障がい者雇用では支援センターやジョブコーチ【※1】との連携が必要だと感じています。現状として，企業はそのような支
援機関，支援者と連携していますか。」（教員）
→佐藤様に回答いただきました。
「様々な支援機関がありますが，知らない企業がほとんどだと思います。だいたいの企業がハローワークに問い合わせをす
る現状です。特別支援学校の教員対象に研修も行っていますが，『営業マンになれ』ということを伝えています。有益な情報
を持っているのは送り出す側です。自分たちがどう企業と関わっていくのかが大切です。企業は自分たちから学校へ出向く
ことは少ないと思います。ノウハウを持っている実績ある企業がイニシアチブをとっていくこと，行政・学校が自ら動いていく
こと，この 2 つが大切だと思います。」
【※1】ジョブコーチとは，障がいのある方の職場適応と定着を図る支援を行う方。職場の方とスムーズに仕事ができる
ようになることを目指し，直接職場に出向き，障がいのある方が働きやすい環境づくりなどを支援する。

「他者評価はできるが，自己評価ができていない生徒がいます。授業紹介の中
で，
『自己評価ができる工夫をしている』とお話されていましたが，どのよう
な工夫をされているのか教えてください。」（教員）
→佐藤様に回答いただきました。
「毎回チェックリストを活用した振り返りをしています。項目に対して◎，○，△で自分の
取組をチェックします。2 年生は，ほとんどの項目に対して◎です。しかし，グループで
の授業を重ねるごとに，友達の様子を見て自分の評価が明確化され，自然と◎のみと
いう状況はなくなっていきます。また，それぞれにあわせたアドバイスも行うようにして
います。
『できましたか？』という問いに対して，できていなくても『はい，できました。』と回答
する生徒には，できているのはどういう状況か講師が手本を見せ，生徒と一緒に確認
するようにしています。また，チェックリストを通して，生徒がお互いに服装や爪などを
チェックすることにより，自己評価がブラッシュアップされていっているように感じます。」
授業で使用している自己評価シート→

「博多高等学園【※2】への進学を希望した場合，全員が入学できますか。また，入試があると聞きましたが，倍率はどれぐらい
ですか。」（保護者）
→発達教育センターが回答しました。
「博多高等学園は定員を設け，入学者選考検査を実施しているため，全員が入学できるわけではありません。例年
50 数名が受験しています。より多くの生徒が入学できるよう，次年度より博多高等学園の定員を 40 名に増やす予
定です。なお，本日のお話の中で，先進的な取組を他の特別支援学校でどう展開していくか，という課題を提示し
ていただいたので，学校と一緒に取り組んでいきたいと思います。
」
【※2】博多高等学園とは，軽度の知的障がいのある生徒を対象に，企業への就労を目指して取り組んでいる高等部単独
設置の特別支援学校(博多区下呉服町)。平成 16 年開校。

～アンケートに寄せられた感想の一部を紹介します。～
◆企業の方のお話を聞くことができ，勉強になりました。理
解を広げていくためには，学校，行政，家庭が一体となっ
ての積極的な働きかけをしていくことが大事だとういことを
痛感しました。 （小学校 特別支援学級 教員）

◆コミュニケーション能力を高める手段として形から入り，反
復練習で強みに変えていく，というお話がとても参考にな
りました。「できない」と諦めず，形から入っていこうと思い
ます。（小学校 特別支援学級 教員）

◆これまで最終的な目標が就労だと思っていましたが，就
労はゴールではなく社会人としてのスタートだと感じまし
た。どんな社会人になってほしいかを小学校の時からイ
メージして指導していきたいです。（小学校 特別支援学
級 教員）

◆以前は，全く就労をイメージすることができませんでした
が，今回のようなセミナーに参加していく中で，卒業後をイ
メージして指導を行っていくことの必要性を感じています。
中学校段階から，企業が求めているものを意識して指導
していきたいです。（特別支援学校 小学部 教員）

◆面接風景をビデオに撮り，振り返りをするなど，生徒が自
己評価できるための工夫を知ることができで良かったで
す。（特別支援学校 高等部 教員）

◆本セミナーで学んだ内容を実践していくためには，教員自
身がビジネスマナーを身に付ける必要があると感じまし
た。（特別支援学校 高等部 教員）

◆来年度から中学生になりますが，就労のことが一番気に
なっています。今回のセミナーで，現在の企業の在り方
など，よくわかりました。（特別支援学校 小学部 保護
者）

◆学校内でビジネスマナーの取組がどのように行われてい
るのか関心のあるところでした。家庭での支援を見直しな
がら，就労へとつながりをもてるようにしたいです。（特別
支援学校 高等部 保護者）

◆親として何ができるか，選択肢がどれだけあるのかを探
している中，少しずつ理解が広がっていることを嬉しく思
っています。もっと情報を集めて，家庭でもできることを取
り入れていきます。（特別支援学校 中学部 保護者）

◆企業が求めていることを知ることができ，勉強になりまし
た。資格やスキルに目を向けがちですが，もっと基本的な
ことが身につくよう支援していくことが大切だと考えさせら
れました。（支援機関）

【セミナー開催にあたり，たくさんのご協力・ご参加，ありがとうございました。】

現在，100 社・事業所様にご登録いただいています。【公表許可を頂いた分を載せております。】
Bizex 株式会社 九州統括支店

アースウェル株式会社

株式会社アルファオメガ

障がい者就労継続支援 A 型事業
株式会社 R１０１

九州地理情報株式会社

（株）調和コーポレーション

ヒノマル株式会社

有限会社 HR エージェント

有限会社 ランチミッション

株式会社 愛來

西鉄不動産株式会社

（株）九電ビジネスフロント

株式会社 綜合キャリアオプション

株式会社 綜合キャリアトラスト

キャリアアセットマネジ 株式会社

西鉄ウィルアクト株式会社

株式会社 グランドビジョン

株式会社 障がい者つくし更生会

福岡興業（株）
セピア商事株式会社

株式会社興楽
福岡市農業協同組合

医）永寿会 シーサイド病院
社会福祉法人 そよかぜの会 リンゴの唄

タニミズ企画株式会社

（社福）福岡障害者支援センター

障がい者しごと支援センター 木の実

特定非営利活動法人 発達障がい者就労支援
ゆあしっぷ

障がい者就労継続支援 A 型事業
一般社団法人 れんこん

（就労継続支援 A 型事業所）
向日葵流通ときめき配送センター

社会福祉法人 風
就労移行支援事業所 カフェさくら

株式会社 LITALICO ウイングル福岡中央センター

障がい者・高齢者の生活を応援する会福岡・
皆生社

社会福祉法人 福岡市手をつなぐ育成会
福岡市手をつなぐ育成会保護者会

NPO 法人 ふくおか福祉とびうめ会

五条ペット太宰府店 就労継続支援 A 型

Independence English

Be Happy

ノーブルジョブアシスト

有限会社 プラスアルファ

郷原会計事務所

自立支援 NPO 四次元ポケット

ひまわり園

NPO 法人ワーク in ならや わくワーク館

NPO 法人 花の花

大串公認会計士・税理士事務所

芙蓉株式会社

株式会社 西日本介護サービス

あんず合同会社 あんずヘルパーステーション

ウイングル博多センター

一般社団法人 障害者自立支援協会

就労移行支援事業所 十和

スプライフ

柚の木福祉会

Create803 （就労移行）

レストランゆずのき本店 （A 型）

YUZUKA Patisserie et Cuisine （自立訓練）

カレッジ福岡

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会

餃子専門店 黒兵衛

東洋ビル管理株式会社

（株）朝日ビルメンテナンス

ひまわりらんど

医療法人 相生会

一般社団法人フレンドリーフ

（株）ココラボ

チャレンジド・アソウ 福岡本社

(株)アソウ・ヒューマニーセンター

株式会社ユーコー・ライフサポート
就労継続支援 A 型 ステップワーク

株式会社アイエスエフネット

(株)TEAM・G

就労移行支援事業所 OneSmile
就労継続支援 A 型 伊都畑

リタファーム株式会社 リタの農園

株式会社ブロードリンク 福岡支社

株式会社 Benext

ひまわりパーク上牟田

SAKURA 福岡天神センター

ひまわりパークつぼみ

一般社団法人友愛

株式会社プレナスワークサービス

就労支援事業所いこい

トータル・ステップ・アップ（就労移行支援）

株式会社 旭商会

WeBox.Inc

就労移行支援事業所 就労継続支 A 型事業所
かるがも

一般社団法人 ノーマライゼーション

株式会社 環境技研

（株）SAKURA

ビリーブ行政書士事務所

（平成 27 年 2 月 19 日現在）

「夢ふくおかネットワーク」登録ご希望の方は，発達教育センター（就職コーディネーター 野口）までご連絡ください。

福岡市教育委員会 発達教育センター
福岡市中央区地行浜 2 丁目 1-6
TEL 092-845-0015
FAX 092-845-0025
E-mail hattatuc.BES@city.fukuoka.lg.jp
HP
http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/hattatuc/

「夢だより」についての
ご感想，ご意見などを
お寄せください。
※左記参照

