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『はたらく人のやりがい・みちのりBOOK』（以下略称『やりがい・みちのりBOOK』）は、全国の中
学生全員に読んでもらえるように、また学校の授業で使っていただけるようにと、企画、編纂されまし
た。本書には、その『やりがい・みちのりBOOK』を授業で効果的に使っていただくため、各コーナー
のねらいや使い方、３年間を通しての授業の展開事例、ワークシートなど、参考となる情報や工夫例を
記載しています。さらに「資料編＝データ集」からは、現在の日本社会で働く人々のナマの声が読み取
れ、先生方に様々な業職種の人々の意識の実状を垣間見ていただくと同時に、「仕事」を考える素材と
して授業で使っていただくことも可能です。

現実の社会はどう動いていて、そこで働くとはどういうことか。やがてその一員となっていく中学生
に、今何を教え、この先の学び・進学・仕事をどう考えさせればいいのか。まだ柔軟で、多くの可能性
を秘めた中学生に、「どのように生きるか（やりがい）」と「何をして生きるか（仕事）」の両方を、自
分のこととして考える手掛かりを届けるにはどうすればよいのか。今、国際化・情報化は教育の多様化
を促し、地域社会の変化は地域の教育力を活性化しています。中学生の職場見学や職場体験、社会人に
よる進路講話、そして、各教科の考え方が仕事にも生きることを伝える総合学習等の持つ可能性は、と
ても大きくなっています。

これらの活動を通して、中学生の積極的な学びや人間としての成長を引き出すために、様々な分野で
日本を牽引している「企業」のできることがあるのではないか、と考えました。そこで、各企業で活躍
する若い社員の生身の姿、中学・高校時代に考えていたことなどを情報提供していただき、冊子に編み
ました。これらの話を通して、誰にでも仕事は開かれており、価値ある仕事は様々あり、日本の社会は

■はじめに

人のためにも自分のためにも、学び働ける人間を育てる
　　～中学生への期待を込めて、投げかけられた日本企業からのメッセージ
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◇ここで紹介する活動例は、冊子「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」および公式サイト「わくわくキャッチ!」を
中学校の授業や課外活動に取り入れることを想定していますが、扱う学年や教科、授業時間数等は、個々の中学校の環
境や、生徒の状況に応じて適宜変更してください。

◇授業活動の中で、生徒に対して、進路や職業の優劣等について、特定の価値観を押し付けたり、差別・偏見に基づく考え
を助長したりされないよう、十分ご注意ください。また、活動内で得た生徒やその家族、家庭環境等の情報を不用意に公開、
漏えいすることのないようにご配慮ください。

◇１つの会社にはいろいろな仕事があるので、インタビューで取り上げた人の仕事は１つの事例であること、みちのりはあ
くまでもこの人の例であり、他にもいろいろあること（典型的な「なるまで」ではないこと）など、中学生が誤解しや
すいことを解説してください。インタビューで取り上げた人の仕事以外にも、どのような進路であっても、やりがいや
転機になる出来事等があることをお伝えください。

■指導の留意点

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」目次
メッセージ　「中学生だから、できること」　作家・あさのあつこ・さん

5000人の働く人の声から
あさのあつこさんと考える　はたらく人のやりがいっていろいろある!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
お仕事リサーチ　仕事の内容によって、やりがいはどうちがうの？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

登場する人たちからの一言メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

仕事インタビュー　35人のやりがい・みちのり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

中学生の職場見学・ 見学1・最新コンピュータ技術を使った便利！快適！を生み出すアイデアマンたち・ ・・・・34
見学2・技術があるからテレビはおもしろい！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

業種・職種案内　仕事の世界は広い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

大学・専門学校は「仕事」への入り口・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

スペシャルインタビュー　「飛んだ！黒い飛行機」
東レ株式会社・代表取締役社長・兼・最高経営責任者(CEO)・榊原定征・氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

教師用指導の手引き

そういう人々が一緒に成長させているのだ、ということを示しました。
先生方のお力で、『やりがい・みちのりBOOK』を、生徒や学校に合わせてぜひ様々に応用活用して

いただきたいと存じます。こうして中学校から社会や企業を見ていく試みは、生徒自身の学びや仕事に
より活力を与え、自分達が担う将来の日本社会や企業をより良い方向に導くことができるのではないか
と期待する次第です。
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「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」　 各コーナーのねらいと使い方

『バッテリー』『The MANZAI』等の小説で、中高生に
人気の高い作家のあさのあつこさんが、中学生に送るメッ
セージです。「進路や将来の仕事を考える前に、『働く』と
はどんなことか、言葉にして考えてみよう」と語りかけま
す。考えることにどこまでこだわれるかが、将来自分の仕
事にどれだけ自信を持てるかに関わるなど、仕事を伝える
だけでなく、「考える」というキャリア教育の観点を示し
ます。

▶展開の工夫例
☆この文章から、心に残った言葉をあげてみましょう。それがどうして心に残ったのか、話し合ってみましょう。
☆あさのさんの小説を読んで、働くとはどんなことなのかを考えるヒントになる言葉を探してみましょう。

1 メッセージ「中学生だから、できること」

大人はなぜ仕事を続けられるのか？　働く人5000人に
実施したアンケートから「自分の仕事にどのようなやり
がいを感じるか」の自由回答を整理すると、「人の役に立
つ」「自分を支える」「夢を追いかける」の3つの観点が見
えてきました。それぞれの観点の特徴的な「やりがい」の
生の声を、あさのあつこさんのコメントとともに紹介しま
す。働く人が仕事の現場で感じるやりがい（誇り、楽しさ、
喜び等）が、中学生の感じるやりがいとどのように違うか
(あるいは同じなのか)を考えることは、仕事とは何かをよ
り深く知るきっかけとなります。

▶展開の工夫例
☆あさのさんが提示した以外にどのような観点があるか、考えてみましょう。
☆家族等身近な人、職場体験先の事業所等で「どんなこと(時)にやりがいを感じますか」というインタビューを行い、集めた
コメントを自分達の観点で分類してみましょう。

2 5000人の働く人の声から
あさのあつこさんと考える　はたらく人のやりがいっていろいろある! 

ＵＲＬ　http://www.wakuwaku-catch.jp/
 　　 お仕事リサーチ　仕事の内容によって、やりがいはどうちがうの？
⇒サイト「仕事って、楽しい？」

発展

ｐ1

ｐ2-3

2-1

2-2

はたらく人のやりがい・みちのりＢＯＯＫ
公式サイト  わくわくキャッチ！  を活用して
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「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」の各コーナーのねらいと使い方

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」　 各コーナーのねらいと使い方

やりがいが職種(仕事内容)によってどのように異なるか
を、「働く人5000人に対する仕事のやりがいアンケート」
の分析から提示しました。2-1「あさのあつこさんと考え
る　はたらく人のやりがいっていろいろある!」で示した
3つの観点で各職種のやりがいの満足度合いを比較すると、
応用研究・先行開発は、「夢を追いかける」が高く（「自分
のアイデアが生かせている」）、教員では、「自分を支える」
が高い（「達成感を感じる」）こと等がわかります。これに
よって仕事の内容が想像できますが、さらにそれぞれの職
種のやりがいに対する具体的なコメントを読むと、より各
職種の仕事の特徴が見えてきます。

☞このコーナーと、職種について紹介する6「業種・職種案内 仕事の世界は広い」(p58-59)を読んだ上で、4「仕事イン
タビュー」、5「中学生の職場見学」(p8-57)を読むと、それぞれのやりがいや各職種の仕事内容について、理解を深め

　　・ることができます。

お仕事リサーチ　仕事の内容によって、やりがいはどうちがうの？ 

あさのあつこさんと、4「仕事インタビュー」(p8-53)
で登場する23人の「中学校時代に夢中になっていたこと」
と「今の仕事」を、卒業文集の寄せ書き風に、中学校時代
の写真付きで紹介。中学校時代の活動や夢が今の仕事につ
ながっている人もいれば、全く異なる道を歩んでいる人も
います。インタビュー記事に興味を持たせたり、みちのり
とはどういうものかを考えたりするきっかけとして、また
自分の未来像を描く活動の参考として使うことができます。

▶展開の工夫例
☆このページを参考に、「自分が今夢中になっていること」と「15年後はどうなっていたいか」で寄せ書きを作ってみましょう。
☆このページの登場する人たちがどのようにして仕事に出合ったのか、4「仕事インタビュー」(p8-53)の記事や「なるまで
チャート」を参考に調べてみましょう。

3 登場する人たちからの一言メッセージ 

☞	職種別の詳しいやりがいコメント集をダウンロードし、各職種の特徴を考えさせてみましょう。
	⇒サイトの「学校の先生へ」（http://www.wakuwaku-catch.jp/teacher/index.html）

	 →『キャリア教育に活用できるデータ集』→「職種別データ集　仕事のやりがいって何？」

☞	『キャリア教育に活用できるデータ集』をダウンロードし、「職種別に見た仕事に対する満足度」のレーダーチャー
トから何が各職種のポイントか考えさせてみましょう。

	 ⇒サイトの「学校の先生へ」（http://www.wakuwaku-catch.jp/teacher/index.html）
	 →『キャリア教育に活用できるデータ集』→「職種別集計データ」

ｐ4-5

2-2

▶展開の工夫例
☆自分が仕事をするならどんなやりがいの観点を重視したいかを順位づけし、自分がやりがいを感じる傾向の強い職種を選び、
その仕事の内容を調べてみましょう。

ｐ6-7
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働くとは・学ぶとはどんなことか、大人は実際の仕事の現場でどのように働いているか等について、
中学生に考えてもらうために企画したページ。中学生に身近で興味を持ちそうな商品・製品・サービスを取り上
げ、それに関わった 20 ～ 40 代の人たちを紹介。機械・情報・バイオ・流通・金融等と、幅広い業種をカバーし、
基礎研究、商品開発 [ アイデアを出す ]、開発 [ 作る ]、営業 [ 売る ]、マーケティング [ 売る方法を考える ] 等多
様な職種 ( 仕事内容 ) の人に登場してもらいました。

4 仕事インタビュー　３５人のやりがい・みちのり

❶	前書き
「なぜこの人のこの仕事があるのか」を説明します。仕事は、人と人との関係や、現在や将来の社会との関係の中
で存在します。また、働く個々人の思いやアイデアが、新たな仕事を生み出すこともあります。それぞれの仕事の、
会社や産業界、社会での存在意義や、仕事の生まれた背景等を解説します。

❷	やりがい
やりがいは大人が仕事を続ける大きな理由であり、それを理解することこそが勤労観を育てる上で重要と考え、

特にスポットを当てました。仕事をしていて楽しいこと、難しかったこと、苦労したことは何か。現場の「やりがい」
の生の声を伝えます。働く人のリアルな言葉で聞くことで、今の自分の生活の延長で働くことや社会を考え、何の
ために働くか、自分はどのように働きたいかを考えるきっかけになることをねらいました。

☞2-1「あさのあつこさんと考える　はたらく人のやりがいっていろいろある！」(p2-3)、2-2「お仕事リサーチ
仕事の内容によって、やりがいはどうちがうの？」(p4-5)のページも合わせて、働くことのやりがいとは何かを

　　・考えさせてみましょう。

❸	みちのり
高校進学以降、生徒たちは学習コース選択に否応なしに迫られます。その時の参考に、登場する人たちがどうやっ

て学ぶコースを選択し、今の自分の仕事にたどりついたのか等、大きなエピソードを軸に紹介しました。中学生の
頃の夢・好きだったこと、大学で学んだこと、この仕事につくことになったきっかけ、就職してからの出会いやキャ
リアパス…。生徒たち自身が学ぶことの意味を考え、進路を選択することの意味を考えるヒントにしてほしいと思
います。

勉強した領域によって、できる仕事の範囲が決められてしまうことがあること、また、教科の得意・不得意
だけで学習コースを選択した結果、結局就ける仕事を狭めてしまう場合が少なくないことなども、教えてい
ただきたいと思います。

❹	こんな仕事
仕事は、成果だけでなく、そのプロセスも重要です。この仕事がどんな手順を踏んで、どのように人と関わりな

がら行われるのか、どのような工夫をしているか等、仕事の現場の具体的な活動を伝えます。

【本文の構成】

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」各コーナーのねらいと使い方

ｐ8-53

留意点

⇒p32をご覧ください

発展
はたらく人のやりがい・みちのりＢＯＯＫ  公式サイト  わくわくキャッチ！  を活用して
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　登場する人の属す業界や職種にまつわる話など、仕事
の背景に関する情報を通して、社会や産業界のあり方を
解説します。このコーナーを読み比べて、仕事の観点か
ら社会のあり方を考えさせてみましょう。

中学時代の勉強が、将来の仕事や生活につながっ
ていることを伝えるために、登場する人に中学時
代を振り返ってもらいました。数学嫌い、理科離れ
が次第に顕著になりやすい中学時代。高校に入ると、
文系・理系の選択で数学・理科の学習が一層手薄に
なる生徒も多いのです。しかし、新しい技術や商品、
サービスを生みだす現場では、職種を問わず理系の
知識は不可欠です。ここでは、理科に興味を持つきっ
かけとなるようなエピソードを取り上げました。

当然ながら、数学等他の教科も大事です。教
科全体については、本指導書p19『キャリ

何気なく過ごしている中学時代にも、将来の仕事につ
ながる体験があることを知らせるために、このコーナー
を用意しました。ふと出合った言葉、印象に残る本や映
画…。最近自分が影響受けているもの、感銘したこと等
を振り返り、自分の将来を考えさせてみましょう。

●1

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」各コーナーのねらいと使い方

留意点

ア教育に活用できるデータ集』の「中学・高校に学んだ
ことは役に立っていますか」にある中学・高校時代の勉
強がどのように役立ったかについてのコメント等も活用
し、仕事と教科学習の関わりについてご教示ください。

●2

●3

●4

＞＞各インタビュー記事には、以上の3つのうちどれか1つが掲載されています。

中学生の頃から現在までの個人史と、将
来の夢を紹介します。さまざまな経験が折
り重なって、現在の仕事につながっている
ことが発見できるコーナーです。

カテゴリー
それぞれの仕事を目的や役割か

ら「人の命を守る」「環境・エネ
ルギー問題に取り組む」「夢にち
かづく」「未来の技術をうみだす」

「生活をゆたかにする」「社会を支
える」の6つの分類で表示します。

「なるまでチャート」は、この仕事に就くまでの一般的なルートや
モデルケースとして紹介しているわけではありません。今回紹介し留意点

ている記事からは、一部を除けば仕事に就くまでの学習ルートは意外に多く、
また特別な資格が必要な仕事ばかりではないことがわかります。仕事に就くま
でにはいろいろなきっかけや道のりがあるということを知らせてください。
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ITを使った新製品開発や、テレビ局の報道フロア等、ふだんはなかなか見られない仕事の現場を中学生が実
際に見学しました。一つの職場が、どのような分業で成り立っているか、様々な人の仕事が、どのように全体と
して一つの方向に向いているのかを紹介します。

5 中学生の職場見学

見学１
最新コンピュータ技術を使った便利！快適！を
生み出すアイデアマンたち

未来の教室や楽しい道案内等、新たな空間を作り出す
仕事現場を訪問。コンピュータと理科・数学、美術の世界、
さらに人の行動や気持ちを分析する心理学等を融合させ
るという、新しい技術を生みだす仕事の現場を紹介します。

見学2
技術があるからテレビはおもしろい！

中学生に親しみやすく、また仕事としても憧れを持た
れるテレビの世界。どちらかといえば文系出身者のイメー
ジが強い仕事ですが、実は放送技術の日進月歩の進歩に
対応するためにも、理数系の素養は不可欠なのです。ア
ナウンサー・ディレクターからカメラマン・技術スタッ
フ……。テレビ局の仕事で活躍する人たちを紹介します。

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」の中心とな
る4「仕事インタビュー」(ｐ8-53)や5「中学生の職場見学」
では、機械・情報・バイオ・流通・金融等と、幅広く業
種・業界をカバーし、アイデアを出す(基礎研究、商品開発)、
作る(開発)、売る(営業)、売る方法を考える(マーケティン
グ)など多様な職種の人を紹介しました。このコーナーで
は、それらの幅広い仕事の世界を1つの図で表現しました。
社会科ではあまり詳しく取り上げられない、「仕事を通し
て見た社会の構造」を表現しています。

6 業種・職種案内　仕事の世界は広い

▶展開の工夫例
☆職場見学や職場体験の相手先の事業所について、業種やどんな役割（＝職種）があるのかを調べることもできます。また、相
手先の事業所の方にどんな仕事があるかをインタビューして、仕事の流れでまとめてみるための資料として使うこともでき
ます。2-1「はたらく人のやりがいっていろいろある！」、2-2「仕事の内容によって、やりがいはどうちがうの？」、4「仕
事インタビュー」等と連動してご活用ください。

ｐ34-35

ｐ54-57

ｐ58-59

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」各コーナーのねらいと使い方
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ＵＲＬ　http://www.wakuwaku-catch.jp/
5中学生の職場見学　⇒サイト「最新技術を見てきたよ」
6業種・職種案内　仕事の世界は広い　⇒サイト「仕事の世界は広い　業種・職種案内」
☆サイトでは、業種および職種から関係する「インタビュー記事」へリンクでつながっているので、興味を
持った業種・職種から記事を読んで、より深く調べることができます。

●基礎研究
 ｐ8－9 ガンやアレルギーの特効薬の開発

　　 ｐ30－31 次世代ホログラムの技術や製品の開発
 ｐ36－37 不可能と言われた青いバラの開発

●応用研究／先行開発

 ｐ10－11 小腸の検査が簡単にできる医療機器の開発
 ｐ12－13 オートバイの安全技術の開発
 ｐ16－17 環境を守る自動車排気ガス測定装置の開発
 ｐ20－21 石油に代わる次世代エネルギーの開発
 ｐ24－25 巨大望遠鏡の光学機器の開発

●設計
 ｐ18－19 液化天然ガスの巨大生産設備(プラント)の設計

 ｐ40－41 中高生に大人気の筆記用具の開発
 ｐ42－43 人がいきいきする建物の設計

●システムエンジニア
 ｐ22－23 人工衛星の観測機器のシステム設計

 ｐ44－45 携帯電話の新しい料金プランのシステム設計

●企画、コンサルティング、調査
 ｐ38－39 化粧品の売り上げを伸ばす作戦の提案

 ｐ48－49 宅急便の作業管理システムの設計
 ｐ50－51 会社の合併や買収の仲介

●商品・製品開発、マーケティング ｐ14－15 対人地雷除去機の開発と運用

●事務 ｐ52－53 製造業の財産となる技術者の採用

●経営 ｐ64－65 経営者（高校時代からの夢を実現した、繊維メーカーの社長）

そのほかに下記の職種についてもインタビュー記事でご覧になることができます。

●セールスエンジニア・技術営業 ｐ32－33　ボタン1つで機械部品を作る工作機械の設計

●プロジェクトマネージャー ｐ46－47　銀行を動かす巨大なコンピュータシステムの開発

各職種の具体的な仕事の内容については、「仕事インタビュー」ｐ８-５3で詳しく説明しています

発展

職種から「仕事インタビュー」を読む

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」各コーナーのねらいと使い方

はたらく人のやりがい・みちのりＢＯＯＫ
公式サイト  わくわくキャッチ！  を活用して
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仕事を想定した学びの選択は、多くは高校卒業後の大学
や専門学校に進学する時に行われます。このコーナーは、
中学生には少し早いかもしれませんが、いずれ出合う選択
場面や学びの場面を知ることで、自分の興味の方向性を考
えるきっかけになることを期待して作りました。各学問・
専門分野で学ぶ内容を説明するとともに、大学生が自分達
のキャンパスや授業の様子を紹介します。

7 大学・専門学校は「仕事」への入り口

▶展開の工夫例
☆自分の興味のある学問や専門分野を選び、さらに詳しく調べてみましょう。勉強の広がりを感じる経験にもなります。
☆将来やってみたい仕事が具体的にある場合は、どのような進路があるのか、またはどのようなコースを選ぶ必要があるのか調
べてみましょう。

東レ株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者
（CEO）榊原定征氏のインタビューです。高校生の時に知っ
た夢の材料「炭素繊維」。軽くて強いその材料は、ついに
飛行機のボディにも使われるようになりました。その研究
と開発に取り組んだ40年。夢に加えて向上心を忘れない
ことが、夢を手繰り寄せたと同時に、産業を育て、大きな
社会貢献を生み出したことを中学生に語ります。

8 スペシャルインタビュー「飛んだ！ 黒い飛行機」

ＵＲＬ　http://www.wakuwaku-catch.jp/
7大学・専門学校は「仕事」への入り口　⇒サイト「大学で学ぶなら」
●大学生のキャンパスと授業の詳細な様子も掲載しました。本格的に専門分野を学ぶ大学生の生活や勉強の
仕方が、中学生のそれとどう違うのか、生徒同士で話し合わせたり、文章にまとめさせたりしてみましょう。

8スペシャルインタビュー「飛んだ！黒い飛行機」　⇒サイト「My History」

発展

ｐ60-62

ｐ64

はたらく人のやりがい・みちのりＢＯＯＫ
公式サイト  わくわくキャッチ！  を活用して

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」各コーナーのねらいと使い方

☞・今とは異なる時代背景や教育環境を生徒に説明した上で、榊原氏の生き方や考え方について、生徒同士で話し合わせてみる
こともできます。
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「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」の各コーナーのねらいと使い方

中学校の様々な教育活動で、「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」（以下　やりがい・みちの
りBOOK　と表記）、および公式サイト「わくわくキャッチ!」（以下　わくわくキャッチ!　と表記）
の仕掛けを使った展開の例をご紹介します。

「はたらく人のやりがい・みちのりＢＯＯＫ」を
使った授業の展開事例
〜日頃の活動を効果的なキャリア教育につなげるために〜

1 ３年間を通した活用～「総合的な学習の時間」での展開
１年生「知ろう」、２年生「学ぼう」、３年生「活かそう」をテーマに、「総合的な学習の時間」を使って、“社

会の一員として働くこと”について学ぶ３年間の活動計画を作りました。やりがい・みちのりBOOK　を一人ひ
とりが持って活動する展開例を紹介します。

■中学校の「総合的な学習の時間」におけるキャリア教育の年間活動内容
学　年

パネルディスカッション
情報収集、討論会
適性検査（適性診断テスト）
総合学習発表会

1分間スピーチ
◎進路講話［事例1］
ものづくり体験
社会見学

身近な人の職業新聞
職業に関する新聞学習

1年
「知ろう」

1学期 2学期 3学期

仕事調べ学習
高校調べ
修学旅行準備

職場体験学習
◎職場体験事後学習［事例2-2］
職場体験発表会
社会見学

高原教室準備
職業調べ学習
◎職場体験事前学習［事例2-1］

2年
「学ぼう」

入試に備えて
（面接練習、願書の書き方）
卒業準備
◎「将来の生き方を考える活動」

（卒業文集）［事例3］

地域貢献活動および反省会
地域貢献活動発表
ものづくり体験
高校訪問学習
社会見学

修学旅行準備
地域貢献計画

3年
「活かそう」

事例１
(1) 活動の内容とねらい

卒業生の保護者等、社会で働く方数名に来校していただき、「社会の一員として働くことの意義を知り、自己
の進路や将来の生き方を考える」というテーマで職業に関するお話を聴き、自分の将来の進路を考える機会とする。

　前半は学年全体で、職業についた動機、働くことの苦労や喜び、仕事の内容等についてのお話を聴く。後半は、パビ
リオン形式で、教室に講演者が1人ずつ入り、生徒は話を聞きたい人の教室に行く。興味を持ったことや疑問に思った
こと等、その職業について気軽な雰囲気の中で質問する。
※講演者には、やりがい・みちのりBOOK　や　わくわくキャッチ!　を紹介し、どのような内容やレベルの話をし
ていただくかの目安にする。

１年生「進路講話」
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(2) 冊子・サイトを活用した活動例
活動1　　やりがいの多様さを知る
やりがいにはいろいろな側面があることを知る。講演者や身の回りの人のやりがいが、どの分類にあてはまる

か(あるいは別のところにあるか)を考えながら話を聴き、シートにまとめる。

●宿題　講話の前に
　やりがい・みちのりBOOK　p2-3「はたらく人のやりがいっていろいろある」を読んでから、保護者等
身近な人にやりがいに関するインタビューをする。※生徒やその家族、家庭環境等の個人情報の扱いにはご配慮ください。
　　例）どんな仕事をしているのか、どうしてその仕事を選んだのか
　　　　楽しかったこと、嬉しかったこと、やりがいに思ったことは何か

●授業1　講話の前に（　　　　）
上記のインタビューを踏まえて、その人のやりがいは　やりがい・みちのりBOOK  p2-3「はたらく人の
やりがいっていろいろある」の分類のどれに近いのか（またはどれにもあてはまらないか）を選ぶ。

●授業2　講話の後に（　　　　）
①講演を聴いた後に、その人の仕事のやりがいは何か、シートにまとめる。
②記入したシートを板書する等して発表し、やりがいにはいろいろあることを確認する。また、同じ人の話

を聞いても、やりがいとして指摘するポイントが異なる時は、各自がそう思った理由を話し合い、考え方
や感じ方の多様性を認識する。

活動2　　働く人の「やりがい」「みちのり」をさらに詳しく調べる[グループ学習]

●授業１
①　やりがい・みちのりBOOK  p8-53の「仕事インタビュー」の中から、自分が興味や関心を持った人

を1人選び、どうして興味を持ったのか、どの部分に関心があるかを考える。
②同じ人に興味を持った者同士（3 ～ 4人程度）でグループを作り、わくわくキャッチ!  でその人のページ

を検索する。「なんでこの仕事があるの?」「どんなところが楽しい?」「どうしてこの道に?」「どんな仕事?」
の4つのページを分担して読み、内容を互いに紹介し合う。

　　⇒次頁　　　ワークシート参照

●授業2
授業1で調べた内容をグループごとにまとめ、
・掲示物を作る（模造紙等にまとめ、クラス内に掲示する　等）
・冊子にまとめる（Ａ4用紙１枚程度にまとめ、冊子として綴じる　等）
・発表する（記事の本人のつもりで、クラスの人たちに仕事内容ややりがい、みちのりなどを紹介する　等）

詳しい展開やワークシートは、公式サイト・・わくわくキャッチ!・・の「学校の先生へ」のページをご覧ください。‼

　　＊　　　　のワークシートは、・・・わくわくキャッチ！　の「学校の先生へ」のページに掲載しています。
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「はたらく人のみちのり・やりがいＢＯＯＫ」を使った授業の展開事例

事例1  ワークシート
調べてみよう。はたらく人のやりがい・みちのり！

詳しい展開やワークシートは、公式サイト・・わくわくキャッチ!・・の「学校の先生へ」のページをご覧ください。

◆・・やりがい・みちのりBOOK・・p8 ～ 53の「仕事インタビュー」の中から選んだ、自分が興味
や関心を持った人をサイトで調べてみましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　　組　　　番　　氏名　　　　　　　　　　　

１．あなたが興味を持った人はどんな仕事の人ですか。タイトルを書いてください。
　　また、それは 6つのカテゴリーのどこに属していますか。

２．その人 (仕事 ) のどのような点に興味を持ちましたか。いくつでも書いてみましょう。

３．あなたが、サイトで読んだ記事は、以下の４つのページのうち、どれですか。
・ （　）「なんでこの仕事があるの ?」・・ （　）「どんなところが楽しい ?」
・ （　）「どうしてこの道に ?」・ ・ （　）「どんな仕事 ?」

４．あなたが読んだ記事を、他の人に紹介する文章にまとめましょう。

①私が読んだ記事は、（　　　　　　　　）さんの記事です。

②その人の仕事は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

③記事を紹介してください。書かれていたことをまとめましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④あなたが気づいたこと、おもしろいと思ったこと、驚いたこと、考えたことなどを
紹介してください。
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事例2-1
(1) 活動の内容とねらい

体験してみたい職場を探し、その職場の仕事の内容や果たす役割を知る。職場で行いたいことや仕事に取り組
む姿勢等を志願書に記入することで、職業への意識を高める。

(2) 冊子・サイトを活用した活動例
活動1　　体験する職場の仕事を考える
自分が体験する職場が決まったら、  やりがい・みちのりBOOK  p58-59の「業種・職種案内」で体験先の業

種を調べ、その仕事が社会の中でどのような役割を果たしているかを考える。体験先に事前の打ち合わせに行く
際には、part2「会社の中の仕事を見てみよう」を参考に、体験先にはどのような仕事(職種)があり、自分が担
当する仕事はどのような位置づけか、相手先から説明を受ける。

活動2　　体験する職場の仕事のやりがいを知る
やりがい・みちのりBOOK  p2-5の「5000人の働く人の声から」で、体験先の仕事にはどのようなやりが

いがあるのかを調べる（⇒データ集「仕事のやりがいって何？」を、  わくわくキャッチ!  の「学校の先生へ」
よりダウンロードして生徒に資料として配布する）。

　
⇒次頁　　　ワークシート参照

２年生「職場体験の事前学習」

●基礎研究
自分の仮説に基づき、目的とするデータが出たとき、また製品につながるものを得られたときにやりがい
を感じます。

化学
30歳代　女性

研究機関
30歳代　男性

教育・研究機関
30歳代　女性

公式サイト　わくわくキャッチ！　では、全職種の「やりがい」の声を掲載しています。
（サイト内「学校の先生へ」→「職種別データ集　仕事のやりがいって何？」）
下記ではその一部をご紹介します。

‼

研究の仕事をやっているが、自分で思う疑問を確かめるために、その方法を考え、実際に確認して、上手
くいった時に何より充実感を覚える。

地道な基礎研究でも、人の為に役立っていると思える。新しい知見を人より早く知る環境にあり、楽しい。
費やした時間がそのまま結果につながるとは言えないが、それもまた一興だと思う。

●事務的職種

ヨーロッパやアジアのお客様や本社(海外)とのやり取りがあり、学んだ語学を生かすことができる。 電気情報通信機器製造業
20歳代　女性

金融・保険業
40歳代　男性

商社・卸・小売業
30歳代　男性

計数管理業務を担当しており、経営の実態を把握でき、自分が会社の経営の一端を担っていると思えるため。

採用の仕事をしているので、将来の会社を背負って立つ人材を見つけ、かつ採用に携わった人間が評価さ
れる人物に成長してゆく姿をみてうれしくなる。

●医師・薬剤師・看護士等保健医療従事者

医療に関わっているので、緊張感とともにやりがいを感じる。患者さんに感謝されたときは特に。 医療・福祉
30歳代　女性

医療・福祉
20歳代　女性

医療・福祉
40歳代　男性

助産婦をしているが、一生をかけて、命や人との関わりや自然など、たくさんのことを学ぶことができる
すごい仕事だと思っている。

充実した老後を送ってもらうために、満足してもらえる手助けをすることが仕事。人とのふれあいの仕事
で、感謝してもらえるのがうれしい。

データ集「仕事のやりがいって何?」
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「はたらく人のみちのり・やりがいＢＯＯＫ」を使った授業の展開事例

事例2-1  ワークシート
職場体験に行く前に＜職場体験先のことをもっと詳しく調べてみよう＞

◆職場体験に行く前に、あなたが行く体験先のことを詳しく調べてみましょう。
・やりがい・みちのりBOOK ・p58 ～ 59「業種・職種案内」、またはインターネットなどで調
べてみましょう。また、事前打ち合わせの後には、仕事のやりがいについてデータ集「仕事の
やりがいって何？」で調べてみましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　組　　　番　　氏名　　　　　　　　　　
　
打ち合わせに行く前に

１．体験先は、何の「業種」ですか。

２．体験先には、どのような仕事があると思いますか。すべて書き出してみましょう。
（調べたり、想像したりして書いてみましょう）（※例はレストランの場合です）

（例）注文を聞いてくる人

３．体験先には、どのような仕事 (職種など )がありますか。

打ち合わせで聞いたこと

４．あなたは上の仕事のなかで、どんな仕事をさせてもらえますか。

５．あなたの体験先にある仕事 (職種など )のやりがいを、データ集「仕事のやりがいって何？」
で調べてみましょう。その中で、面白いと思ったコメント、興味を引かれたコメントを、
書き出してみましょう。

公式サイト　わくわくキャッチ！　では、全職種の「やりがい」の声を掲載しています。
（サイト内「学校の先生へ」→「職種別データ集　仕事のやりがいって何？」）
下記ではその一部をご紹介します。

（例）料理を作る人　など
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事例2-2  ワークシート

◯説　明

事例2-2
(1) 活動の内容とねらい

職場体験で行った仕事の内容や、自分が感じたこと、職場の人やお客様と接した中で印象に残ったこと等を報
告し合い、体験を通して学んだことや、今後身につけていきたいことを確認し、表現する。

(2) 冊子・サイトを活用した活動例
　活動1　　仕事に関する自分の志向性や関心を振り返る
・ 職場体験での経験も踏まえて、わくわくキャッチ!　の「しごと傾向グラフ」の10の項目について、自分はど

んな傾向の仕事に関心があるかを選ぶ（「事務所の中で働く」か「研究室・工場で働く」か「会社の外でも働く」
か、等）。これをもとに、自分にはどのような仕事の志向性があるか、それにあてはまる仕事は何か、を考える。

・  やりがい・みちのりBOOK  p8-53の「仕事インタビュー」に登場する人の中で、自分の「しごと傾向」に
近い人の記事を読み、感想をまとめる。

　→やってみたいと思ったら、それはどんなところか。自分には向かないと思ったら、それはなぜか。
　　またそれならば自分はどんな仕事に関心があるのか　等

⇒次頁　　・・ワークシート参照

２年生「職場体験の事後学習」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　組　　　番　　氏名　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

自分はどんな仕事がしたいのかを考えてみよう

１．あなたは下のどんな傾向の仕事に関心がありますか。または、どんな傾向の仕事をしてみ
たいと思いますか。○をつけてみましょう（いくつでも）。

仕事の傾向
今すぐ役に立つ 身近なもの、生活のために欠かせないもの、あれば助かるもの等、今使え役立つものを作る仕事

新しい価値を生む 今までにない新製品、あるいはその登場によって未来が切り開かれたりするような製品やしくみ、
考えを生み出す仕事

１人でがんばる １人での作業が多い仕事、自分１人でいろいろなことができる仕事

チームでがんばる 数人から何百人のグループやチームで、協力しあってすすめることが中心の仕事

じっくり取り組む １つのことに取り組む期間が比較的長い仕事。とことんやりぬいて成果を出す仕事

人とかかわる お客様との関わりがある仕事。お客様の要望を直接聞くことの多い仕事

モノを相手にする モノを扱ったり、作ったりすることが中心の仕事

事務所の中で働く 会社の事務所内の作業が多い仕事。机やパソコンに向かって作業をすすめる仕事

研究室・工場で働く 実験設備のある研究室や、作業場や工場での作業が多い仕事

会社の外でも働く 社外の現場での作業もある仕事。お客さんとの打ち合わせなどで他の会社に出かけることが多い
仕事
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「はたらく人のみちのり・やりがいＢＯＯＫ」を使った授業の展開事例

２．あなたの関心がある仕事、してみたい仕事と、似た傾向の人の記事を探して読んでみましょ
う。下のリストの中から、やりがい・みちのりBOOK　p8-53の「仕事インタビュー」に
登場する人の記事を選んでください。

３．上の質問２で、あなたが選んで読んだ（　　　　　）さんのことをまとめてみましょう。

①あなたが読んだ（　　　　）さんの仕事は、どんな仕事ですか。あなたが（　　　）
　さんになって、他の人に説明するつもりで、わかりやすく書いてみましょう。

②（　　　）さんの仕事は、どんな社会的な意義があると思いますか。

③（　　　）さんは、この仕事にどんなやりがい、楽しさ、喜びなどを、感じていますか。

④（　　　）さんはどうして、この仕事をしようと思ったのですか。

⑤あなたは、この仕事のことをどう思いますか。
（　）・やってみたいと思った
・ ⇒それはどうしてですか、また、どんなところがやってみたいですか。

（　）・自分には向かないと思った
・ ⇒それはなぜですか、また、それならばどんな仕事ならやってみたいですか。
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事例３
(1) 活動の内容とねらい
　３年間のまとめとして、自分が今考えていることや印象に残ったこと、熱中していることを振り返り、さらに
これから社会に出るまで・社会に出てからをどのように生きていきたいか、自分の将来を思い描き、表現する。

(2) 冊子・サイトを活用した活動例
活動1　　「30歳までの予定表」を作る

　やりがい・みちのりBOOK　p6-7「登場する人からの一言メッセージ」を読み、中学生時代に熱中していた
ことと、仕事についてからの姿を比べる。その上で、30歳になった時の「なりたい自分」を想定し、そこに至
るまでの1年毎（または数年毎）の自分のやりたいことや目標を書く(→　やりがい・みちのりBOOK  p8-53
の「なるまでチャート」を参照する)。

●授業　
　自分を振り返り、将来やりたいことや目標を考え、将来やりたいことや目標から、タイムスケジュール
に落としてみる。

①　やりがい・みちのりBOOK  p6-7「登場する人からの一言メッセージ」を読んで自分が中学生時代に
熱中していることや好きなことを整理し、そのことと、将来の進路や仕事をつなげて考えてみる。

　・将来の進路や仕事選びに、つながるのか、つながらないのか
　・つながるとしたら、将来どんなことをしてみたいか　等
　　⇒次頁　　・ワークシート参照

②「30歳までの予定表」の下書きの用紙に、区切り毎の予定を記入する。(　　　　)
　・上級の学校の種類やいつ入学するのか等を調べてみる
　・仕事によっては、出身学校・学部等との関連があるので、なりたい職業が具体的にある場合は、自分

　でweb等で調べてみる

　活動2　　「15年後の私」を想像してみる（　　　　）
　より具体的な15年後の自分の働いている姿、そのころの自分の家族の様子を想像して書く。卒業文集に利用
することもできる。
→手紙形式で書く、想像する理想の自分像を書く、なりたい自分を実現するために今の自分へのアドバイスなど

を書く等、テーマや形式を工夫する。卒業文集にコラムとして載せる、タイムカプセルにして15年後に渡す等、
中学時代の思い出につながる活動に発展させるとよい。

３年生「将来の生き方を考える活動」（卒業文集）

詳しい展開やワークシートは、公式サイト・・わくわくキャッチ!・・の「学校の先生へ」のページをご覧ください。‼
　　＊　　　　のワークシートは、・・・わくわくキャッチ！　の「学校の先生へ」のページに掲載しています。
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「はたらく人のみちのり・やりがいＢＯＯＫ」を使った授業の展開事例

３０歳までの予定表作り＜準備＞

事例3  ワークシート

◆５年後、10年後の自分を想像してみましょう。どこで、どんな生活を送っているのでしょ
うか。30歳までの予定表作りの準備をしてから、予定表作りを行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　組　　　番　　氏名　　　　　　　　　　
　

１．今、熱中していること、好きなことは何ですか。

２．小学生のとき、熱中していたこと、好きだったことは何ですか。

３．熱中していたこと、好きだったことは、将来の進路や将来の仕事と何かつながりそうです
か。つながるとしたら、どんなことでしょうか。（いくつでも書きましょう）

４．現在、将来なりたい職業、やってみたい仕事はありますか。それは何ですか。

５．上の質問で
・「ある」と答えた人⇒そのために、何か準備することはありますか（そのための学校へ
行く、資格を取る、等）。

・「ない」と答えた人⇒では、なりたい職業、やってみたい仕事を見つけるために、どう
したらいいと思いますか。

６．職業や仕事以外に挑戦してみたいこと、やってみたいことはありますか。それは何ですか。
10個あげてください（すぐに実現できることでも、将来のことでもいいです）。

例：小学生のときは絵が好きだった → 美術をもっと勉強したい

例：中学校で生徒会活動をがんばった 将来は人前で話をしたり、人を指導したりする仕事
がしたい→

→

→

→

詳しい展開やワークシートは、公式サイト・・わくわくキャッチ!・・の「学校の先生へ」のページをご覧ください。
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教科教育に含まれるものの考え方や学び方には、実は仕事の現場で活用できる考え方などが含まれています。
その意味で、特別な時間を取らなくても、教科教育の中でキャリア教育を行うことができます。教科教育の活動
の中に　やりがい・みちのりBOOK　も用いて、考える力とともに「生きる力」を育てる授業を実施した事例
を紹介します。

数学の事例

（1） 授業のねらい
・数学が、「問題解決の方法・考え方」とともに「取り組む態度」を学ぶ教科であることを理解し、それらが実社会で仕事

をする場面でも活用されていることを知る。
・考える楽しさを味わい、数学を学習する意欲を覚え、数学的な考え方のおもしろさや美しさを知る。さらに、職業の世界

へとイメージを広げることで、自分の将来や働くことの意味や魅力に気づかせる。

（2） 具体的内容
①　指導したい数学的な考え方

　・図を用いる、表を作る、より簡単な問題で調べてみる、等の数学的なストラテジーを意識させる。
　・切断の回数が変わると、それに伴って切断される個数が変わることに目を向けさせ(関数の考え)、帰納により規則を

見つけさせる。また、帰納的推論では必ずしも正しい結果が得られないことにも気づかせる。
　・４回切断したとき(15個に分割)、内部にできる三角錐の頂点、辺、面に、それぞれ、分割された３種類の皮付きの立

体図形が、１対１に対応していることに気づかせる。
②　指導のポイント

　・実際に切断するという具体的操作も取り入れ、①で示した考え方を把握させ、興味・関心を深める。
　・最後に４回切断した模型を使い、実際に15個分割されている様子を確認させるとともに、分割された立体図形を状

態によって分類するきっかけとする。
・直線、平面、球の表面など、より簡単な場合についての分割を考え

させて、すべての生徒がそれぞれの能力や個性に応じた取り組みがで
きるようにし、達成感を味わえるよう工夫する。また、それを通して、
規則を見つけるときの帰納や類比などの考えの重要性に気付かせる。

・分かりやすい透視模型を使い、すべての生徒の理解を深めさせる。

（3） やりがい・みちのりBOOK  「仕事インタビュー」記事を利用した展開
 「仕事インタビュー」の中から、学習した問題解決の方法や考え方、取り組む態度が仕事の場面でも活かされていることを
紹介し、数学を学ぶことへの意欲を高めるとともに、自分の将来や働くことの意味や魅力へと目を向けさせ、職業世界へと
イメージを広げる。

（例）問題解決に取り組む態度：衝突実験の結果として得られた数字が何を意味するのか、徹底的に分析する（→「エア
　　  バッグつきオートバイの開発」p12）

（例）図を描く、模型を使う：アイデアを図に描き、具体的な形にする（→「中高生に大人気の筆記用具の開発」p40）  等

協力　帝京平成大学准教授　工藤榮一

2 教科教育と関連づけた活用　～教科の考え方を「生きる力」に！

スイカを包丁で切ると最大いくつに分かれるか調べてみよう
～「スイカの切断片数の予測」にひそむ考え方は、いろいろな職業で活用されている～

　わくわくキャッチ!　の「学校の先生へ」のページに、ワークシートと詳細な指導案を掲載しました。本事例のみならず、・・
・考える力も生きる力も育てるような「キャリア教育を組み込んだ教科教育」を実施していただく際の参考にしてください。

‼



達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

①自分を
　支えているか

②夢を追いかけているか

③人の役に
　立つか

④自分の時間を
　楽しんでいるか
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「はたらく人のみちのり・やりがいＢＯＯＫ」を使った授業の展開事例

働く人は、自分の仕事をどのように捉えているか。満足度、やりがい、さらには学生時代の充実度は
どうなのか。資料編では「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」（　やりがい・みちのりBOOK　）
をより有効に活用していただくために、5000人に対するwebアンケートの回答を職種別および出身学
部別に集計した結果の一部を掲載しました。

資料編

〜はたらく人５０００人のアンケート・集計結果〜

ここでは、 やりがい・みちのりBOOK  p4-5で、職種別にやりがいを紹介した「お仕事リサーチ　仕事の内
容によって、やりがいはどうちがうの？」に掲載できなかった職種も含めて、全職種の満足度をあさのあつこさ
んと考えた３つの観点（  やりがい・みちのりBOOK  p2-3）に、「自分の時間を楽しんでいるか」を加えた4
つの観点からまとめました。

キャリア教育に活用できるデータ集

公式サイト　わくわくキャッチ！　には、職種別に仕事内容とアンケートから集めた「やりがいの生の言
葉」を掲載しました。こちらと合わせてご活用ください。
（サイト内「学校の先生へ」→「職種別データ集　仕事のやりがいって何？」）

[観点の詳細]

アンケートでは、設問（例「自分の今の仕事は、多くの達成感を得られる仕事だと思いますか」）に対して、
「そう思う」「ややそう思う」「あまりそう思わない」「そう思わない」の４つの選択肢から選んでもらいま
した。「そう思う」「ややそう思う」の割合を10点満点でポイント化し、職種別および雇用のされ方別にレー
ダーチャートで表しました。

・達成感・ ：多くの達成感を得られる（p29-31でも紹介）

・知識・技術・ ：知識や技術が身につく
・能力・ ：自分の能力を活かせる

・知的好奇心・ ：知的好奇心を満たせる
・新しいもの・ ：新しいものや価値を生む
・アイデア・ ：自分のアイデアや考えを活かせる
　　　　　　　　　　　・（p29-31でも紹介）

・役立つ・ ：現在の世の中に役立っている
　　　　　　　　　　　・（p29-31でも紹介）

・プライベート・：余暇や家庭生活を充実させられる

1 －１　職種別に見た仕事に対する満足度の比較

参照
サイトページ

1〜10の
ポイントは

8
10

6
4
2
0



公務員経営者

会社員（契約社員）

会社員（正社員）

アルバイト・パート・フリーター会社員（派遣）

自営業

設計応用研究／先行開発基礎研究

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート
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アイデア

役立つ
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役立つ
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アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート
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雇用のされ方で見ると、
・経営者、公務員、自営業は、総じてどの項目もポイントが高めで、特に「達

成感」「役に立つ」が高くなっています。経営者や自営業は、「アイデア」
のポイントが高く、自分のアイデアが活かせる仕事であることが伺え
ます。

・契約社員、派遣、アルバイト・パート・フリーターは、正社員と比べて
ほとんどの項目でポイントが低く、特に「アイデア」のポイントの低
さが目立ちます。派遣は、「達成感」は低いものの、逆に「プライベート」
は高くなっています。

【研究・開発・製造関連】

■雇用のされ方による仕事の分類

■業務内容（職種）による仕事の分類
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品質保証・評価生産技術

システムエンジニア（SE）

企画・コンサルティング・調査管理（的職種）

製造

セールスエンジニア・技術営業

プロジェクトマネージャー

達成感

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート
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生産管理商品・製品開発、マーケティング
達成感
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【マネジメント・企画関連】
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【営業・事務関連】

サービス（的職種）営業・販売（的職種）

教員医師・薬剤師・看護士等保健医療従事者

事務（的職種）

【医療・教育】

達成感

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート

達成感

知識・技術

能力

知的好奇心

新しいもの

アイデア

役立つ

プライベート
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満足度を業務内容(職種)別に見ると、
・【研究・開発・製造関連】と【マネジメント・企画関連】の職種は総じて満足度が高く、【営業・事務関連】の

満足度は低くなっています。
・【研究・開発・製造関連】の職種では、「応用研究／先行開発」は、ほとんどの項目で８または９ポイントと高く、
「基礎研究」がそれに次ぎます。「基礎研究」は「役に立つ」ポイントが低いことから、すぐに世の中の役に
立つものを生み出すとは限らないという仕事の特性がうかがえます。その他、「設計」「システムエンジニア」
も多くの項目でポイントが高くなっています。

・【マネジメント・企画関連】の職種では、「企画・コンサルティング・調査」「プロジェクトマネジャー」「商品・
製品開発、マーケティング」が総じて高くなりました。「企画・コンサルティング・調査」では「アイデア」
のポイントが、「商品・製品開発、マーケティング」では「新しいもの」のポイントが高いことが仕事の特性
を表しています。

・「教員」は「プライベート」を除けば、すべての項目でポイントが高く、非常に満足度が高いことがわかります。
・「医療従事者」は、「知識・技術」「役に立つ」のポイントが高い結果となりました。これは、常に新しい医療の知識・

技術が求められ、直接人の役に立っているという仕事の特性を表しています。
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中学・高校時代の学習が、自分の将来の働き方、生き方とどのように結びつくかを考えさせてみましょう。
　やりがい・みちのりBOOK　 p6-7「登場する人たちからの一言メッセージ」や同p8-53「仕事インタビュー」
の「みちのり」「なるまでチャート」のコーナーと、ここで紹介する「今の自分の仕事に、中学・高校で学んだ
ことは役に立っていますか」のグラフや、次頁以降の「中学・高校で学んだどんなことが役に立っていると思い
ますか」のコメントが活用できます。

☆下図右の「大学で学んだことは役に立っていますか」は、本指導書のp27「1-3．大学では何を学んできましたか（職種
別に見た出身学部別人数）」と合わせてご覧いただくと、各職種に至る学習過程がよりイメージできます。

☆本指導書のp16「授業の展開事例」で紹介した「活動1　『30歳までの予定表』を作る」「活動2『15年後の私』を想像
してみる」の活動の際にも、各職種に至る学習過程をイメージできる情報として活用することができます。

020406080％ ％0 20 40 60 80

　　全　体
基礎研究
応用研究／先行開発
設計
製造
生産技術
品質保証・評価
セールスエンジニア・技術営業
システムエンジニア（ＳＥ）
プロジェクトマネージャー
管理（的職種）
企画・コンサルティング・調査
商品・製品開発、マーケティング
生産管理
事務（的職種）
営業・販売（的職種）
サービス（的職種）
医師・薬剤師・看護士等保健医療従事者
教員
経営者
公務員
会社員（正社員）
会社員（契約社員）
会社員（派遣）
自営業
アルバイト・パート・フリーター
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「そう思う」の割合
「ややそう思う」の割合

①今の自分の仕事に、中学・
高校で学んだことは役に
立っていますか（職種別）

②今の自分の仕事に、大学で
学んだことは役に立ってい
ますか（職種別）

1 －2　今の自分の仕事に、中学・高校および大学で
学んだことは役に立っていますか（職種別比較）

今の自分の仕事に、「中学・高校で学んだことは役
に立っていますか」という問いに対して「そう思う」

「ややそう思う」と答えた割合が高いのが「教員」「基
礎研究」「応用研究／先行開発」「商品・製品開発、マー
ケティング」「公務員」「経営者」等

「大学で学んだことは役に立っていますか」という問
いに対して「そう思う」「ややそう思う」と答えた割
合が高いのが「医療従事者」「教員」「基礎研究」等
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■具体的には、中学・高校で学んだどんなことが役に立っていると思いますか
（大学で学んだことについては、本指導書のｐ30-31「２－２．理系（工学系）vs.文系（経済学系）の大学の学びの役立ち度・
仕事に対する満足度」参照）

１．基礎研究
●数学、特に統計学の知識は、思ったよりも仕事
に使われる。特にデータ解析を行う時に分散や標
準偏差を知らないと、出てきた数字の妥当性が分
からない。 （研究機関　30歳代　男性）

●薬の研究をする際に、分野外である電気や物理
や統計学などの幅広い知識を必要とすることが
多々ある。そのときに、中学や高校で習っていな
いと、まったくの基礎から勉強しなくてはならな
くなると感じる。 （医療・福祉　30歳代　男性）

●英語は、中学・高校でやったものは基礎だけで
あったが、その後の学習の基礎となり、現在では、
英語の論文を読み書きしたり、外国人とコミュ
ニケーションをとったりするのに役に立っている。
中学・高校で学んだ数学は、内容的に現在の研究
内容の基礎を形作っていると同時に、学習の過程
で身につけた考え方の基本の部分、すなわち論理
性、体系化、式などを使った一般化なども現在の
業務の基礎を成している。 
 （情報通信業・ソフトウエア　40歳代　男性）

●英語・数学など理数系の基礎知識は中学時代に
吸収したものが科学的理解の基礎となっていると
実感する。 （研究機関　40歳代　女性）

●具体的にどの科目というのではなく、忍耐強く
物事を行い、処理していく過程が役立っている。  
 （医療・福祉　50歳代　男性）

２．応用研究／先行開発
●中高で学んだ数学や物理の基礎は開発、設計を
するときのベースになっています。また、仕事に
必要な学術書を読む際にも役立っていると思いま
す。 （輸送機械製造業　20歳代　男性）

●社会で最も重要な能力は、コミュニケーション
能力と文章能力であると思っている。作文や小論
文の授業が、資料作成や校閲で役に立っている。

ロングホームルームや行事がコミュニケーション
能力を養う上で役に立ったと感じている。 
 （化学　30歳代　男性）

●化学の基礎など、簡単だが重要な部分は役立っ
ている。応用は会社に入ってからなんとでもなっ
ているので、基礎力の差が要領などに繋がってい
ると思う。 （化学　30歳代　女性）

●基礎的な生物、化学の知識があることにより、
食品の取り扱い、配合、微生物管理などに抵抗な
く接することができる。 
 （食品製造業　30歳代　女性）

●基礎理論や物事の考え方を学べたことは今も役
立っている。データ解析などは高校数学レベルの
数式を実際に使って解析・推定しているので、予
想以上に役に立っている。 （化学　30歳代　女性）

３．設計
●現在の仕事では物理学、数学を使用することが
多い。特に、流体力学、電気・電子工学、数学（微
積分）の技術的知識が必要であり、中学・高校で
学んだ知識を今でも使用している。
 （輸送機械製造業　30歳代　男性）

●設計という仕事で、数学や物理の基礎知識は必
ず必要で、それなしでは仕事が出来ない。
 （輸送機械製造業　40歳代　男性）

●長さや距離を割り出すための三角関数や、複雑
な面積を割り出すための積分などは仕事でも使い
ます。 （建設業　30歳代　男性）

●物理や幾何数学など高校で学んだことで十分計
算出来ることが多い。 
 （一般機械・精密機器・その他機械製造業　20歳代　男性）

●部活動などで得た協調性や努力することの大切
さ。 （電気情報通信機器製造業　40歳代　男性）
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４．システムエンジニア（SE）
●数Ｉ、Ⅱなどはエンジニアにとっては必須。 

（輸送機械製造業　30歳代　男性）

●基礎的な数学・物理知識がベースとなって仕
様設計や開発業務に役立っている。また、英語は、
海外との遣り取りや情報・文献収集に必須なた
め、十分に役立っていると思う。

（電気情報通信機器製造業　30歳代　男性）

●海外のドキュメントを参照する機会が多いの
で、英語が役立っている。また、統計学なども
今現在、統計資料を作成する際に役立っている
と思う。  （情報通信業・ソフトウエア　30歳代　男性）

●国語（現代文）の授業で文章をつづる能力を
高めていたことが、仕事で様々な文章を作成す
る際、役に立っている。

（情報通信業・ソフトウエア　40歳代　女性）

●論理的な考え方、簡単な英語力、国語力が、
ＩＴ開発作業あるいはプロジェクトの遂行業務
で役立つ。（情報通信業・ソフトウエア　40歳代　男性）

５．企画・コンサルティング・調査
●外資系に勤めているので英語は高校で身につけ
たことが役に立つ。特に文法はいまだに高校時代
の参考書を手放せない。化学構造等を見る機会が
あるが、構造式の理解は高校の知識がものをいう。
コンピュータを使うとき関数を書くが、行列の概
念が必要になるときがあり、高校時代の知識が役
に立っている。　　　　　　 （化学　40歳代　男性）

●ものの考え方。歴史観。特に公民や日本史など
社会系科目によるところが大きい。 

（医薬品製造業　30歳代　男性）

●礼法や音楽・文学作品といった一般教養がとて
も役に立っている。専門知識より、一般教養が社
会に出てから活きている。 

（その他（Webデザイン）　20歳代　女性）

６．商品・製品開発、マーケティング

●語学および国語能力については、現在の仕事に
生かされていると思います（主に企画書の作成や
日常生活での会話などにおいて）。 
・ （その他サービス業（娯楽施設）　30歳代　女性）

●語学力、歴史、国語、理科系教科は一般常識と
して、数学はデータベース分析等で数字を取り扱
う際に基礎となる、また論理的思考の構築に役
立っていると思う。 
・ （その他製造業（雑貨・インテリア）　30歳代　女性）

７．事務（的職種）
●国語力。仕事で、文章を読むことや作成するこ
とが多く、さらに専門分野としての特殊な表現方
法や文章の構成を身につけなければならなかった。
そのため、中学・高校で学んだ基礎的な文法や、
単語・語句の知識が役立っていると感じる。 
 （法律事務所　30歳代　女性）

●翻訳なので英語は勿論だが、技術系の翻訳なの
で物理・化学なども関係したり、数式が出てきた
りもする。言葉の意味の理解では国語も大切だっ
たと思う。地理の知識もあるのとないのでは理解
が全然変わってくる。 
 （人材サービス業　30歳代　男性）

●英語をよく使う仕事であるため、中高で学んだ
英語の基礎が役に立っている。 
 （建設業　30歳代　男性）

●数学で学んだ論理的思考は、ビジネスで絶対必
要なものだと感じる。日本史や世界史で学んだこ
とが、外国人を含め、いろいろな人とのつながり
で、役立っている。 （医療・福祉　40歳代　男性）

●数学をしっかり学んだのは高校まででした。し
かし、仕事では数字にかかわることはたくさん出
てきます。高校時代までの数学に対する基礎学力
が今に生きていると強く思います。 
 （情報通信業・ソフトウエア　20歳代　男性）

８．営業・販売（的職種）
●数学が見積書の作成、技術仕様書の理解に役
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立っている。また、地理や歴史が外国を理解する
一助になっている。 

（商社・卸・小売業　50歳代　男性）

●書類や提案書作成の際の基本的な文章力。顧客
と会話する際の基本的な常識。（言葉使いや歴史
観など）　 （情報通信業・ソフトウエア　20歳代　女性）

●数学的に仮説を立てて物事を考える力が、クラ
イアントの課題解決への提案につながっている。 

（情報サービス業　30歳代　男性）

●学校生活としては部活で学んだ上下関係。学業
としては中国人や韓国人と仕事のやりとりをする
ことがあるので簡単な英語。 

（商社・卸・小売業　20歳代　女性）

●体育会の部活だったため上下関係や口の聞き方
や礼儀などは非常に厳しかったが、その当時身に
ついたものが今の顧客との対応時などで自然と行
うことができている。また、仲間と１つの物事を
やりとげるためのチームワークなども身について
いるため、部下の指導などもうまくできていると
思う。                  （人材サービス業　30歳代　男性）

９．サービス（的職種）
●家庭科で学んだ事（栄養面や家事援助）や部活
動（マネージャー）で学んだ忍耐などが特に役立っ
ている。                    （医療・福祉　20歳代　女性）

●外国のお客様がこられても、片言の英語でなん
とか意思の疎通が出来るときもあるから。 

（飲食業　40歳代　女性）

●学んだ内容よりも学ぶこと、集中すること、理
解すること、ノート（資料）を作成すること、と
いったことがしっかり身についた。 

（その他サービス業（宝石鑑定）　40歳代　女性）

●人と会話するときに、必要最低限の知識とか
教養とかを授業で得たことが役立っていると思

う。クラブ活動で得たものが、人間関係やコミュ
ニケーションに役立っている。 
 （医療・福祉　30歳代　男性）

10．医師・薬剤師・看護士等保健医療従事者
●医薬品の濃度計算（溶質と溶媒）、含有量の力
価換算などのスキルは、中学・高校で学んだもの
である。 （医療・福祉　40歳代　男性）

●高齢者と接することが多く、国語などの知識は
会話をしていく中で必要だと感じる。 
 （医療・福祉　30歳代　女性）

●中学や高校では、上下関係や規律等の基本的な
部分を学んだと思います。この社会人としての基
礎となる部分が、上司や同僚や部下等と仕事をし
ていく上で役に立っていると思います。 
 （医療・福祉　20歳代　女性）

11．教員
●中学校のときに理想とする先生にめぐり合えた
ことで、より具体的に「なりたい像」が見つかっ
たので、教員になりたいという夢に向かってがん
ばれた。学校での学習環境や教育環境、友達との
つきあいが今の仕事の参考体験にもなっている。 

（教育　20歳代　女性）

●教師であるので、中高生時代に習ったことがそ
のまま、現在の教授内容になっていることはいう
までも無い。それ以上に、１つ１つの学業や行
事・部活での体験、特に苦労したことや悩んだこ
とは、子どもたちの理解につながり、教師として
人生の先輩として話をしていくうえで重要な経験
です。これは教師に限らず、親としても同じだと
は思います。 （教育　30歳代　男性）

●今の自分の仕事は世界中の人を対象としている
ので、英語、社会科(日本史、地理、歴史･･)など
を学んだことは非常に役立っている。 
 （教育　50歳代　女性）

公式サイト　わくわくキャッチ!　では、全職種のコメントを掲載しています。
（サイト内「学校の先生へ」→「職種別集計データ」）参照サイトページ
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資料編：キャリア教育に活用できるデータ集

　中学卒業後の学びや進路を考える活動の際に、仕事の内容（ やりがい・みちのりBOOK  p58-59「業種・職
種案内」）、大学での専門分野（同 p60-62「大学・専門学校は仕事の入口」）の紹介と合わせてご活用ください。

・雇用のされ方で見ると、会社員（正社員）は理系が、契約社員、派遣は文系が多いことがわかります。
・業務内容(職種)別で見ると、研究・開発・製造関連は理系が、営業・事務関連は文系が多いことがわかります。

全体
経営者
公務員

会社員（正社員）
会社員（契約社員）

会社員（派遣）
自営業

アルバイト・パート・フリーター

全体
基礎研究

応用研究／先行開発
設計
製造

生産技術
品質保証・評価

セールスエンジニア・技術営業
システムエンジニア（SE）
プロジェクトマネージャー

管理（的職種）
企画・コンサルティング・調査

商品・製品開発、マーケティング
生産管理

事務（的職種）
営業・販売（的職種）
サービス（的職種）

医師・薬剤師・看護士等保健医療従事者
教員
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各職種における出身学部別人数の割合

・実線は全体の理系文系の区分ライン
・点線は、雇用のされ方・職種分類における理系文系の区分ライン
※各分類で、理系文系の区分ラインが全体の理系文系の区分ラインより、右にあ

る場合は理系学部出身者が多く、左にある場合は文系出身者が多い。

1 －3　大学では何を学んできましたか
（職種別にみた出身学部別人数）
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大学の専門分野は、その後選択する仕事の領域に大いに関連します。この専門分野別に、中学高校での学び、
大学での学びの仕事への役立ち度合いや、学業の充実感をまとめました。本指導書p23の職種別の同じ設問の集
計結果や、ｐ27「1-3．大学では何を学んできましたか（職種別に見た出身学部別人数）」と合わせてご活用く
ださい。

「今の自分の仕事に、中学・高校および大学で学んだことは役に立っていますか」「大学での学業は充実していましたか」
の設問に対する回答を出身学部別に見ると、いずれも理系の方が文系より「そう思う」「ややそう思う」の割合が高くなっ
ています。理系の中でも特に、大学で学んだことが役に立っているかについては、「薬学」「医学・歯学」「保健・看護」が

「そう思う」割合が高く、また、「教育」も役立ち度合いが高い傾向にあります。学業の充実度では「家政・生活科学」も高
い結果となりました。

①今の自分の仕事に、中学・高校で
学んだことは役に立っていますか

（出身学部別）

0 20 40 60 80 100％020406080100％
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②今の自分の仕事に、大学で学んだ
ことは役に立っていますか（上グラ
フ）　/ 大学での学業は充実してい
ましたか（下グラフ）（出身学部別）

2 －1　
今の自分の仕事に、中学・高校および大学で学んだことは役
に立っていますか／大学での学業は充実していましたか

（出身学部別比較）
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＜参考＞
年齢別に見た今の自分の仕事に対する満足度　理系（工学系）vs.文系（経済学系）

①今の自分の仕事は、多くの達成感を得られ
る仕事だと思いますか

全体
工学系の全体
25才～ 29才
30才～ 34才
35才～ 39才
40才～ 44才
45才～ 49才
50才～ 54才
55才～ 59才
60才以上

経済学系の全体
25才～ 29才
30才～ 34才
35才～ 39才
40才～ 44才
45才～ 49才
50才～ 54才
55才～ 59才
60才以上

7
7
7
8
7
7
8
7
8
7
7
6
7
7
7
7
6
8
8

0 20 40 60 80 100％

工
学
系

経
済
学
系

22.0 47.6 24.0
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②今の自分の仕事は、自分のアイデアや考え
を活かせる仕事だと思いますか

全体
工学系の全体
25才～ 29才
30才～ 34才
35才～ 39才
40才～ 44才
45才～ 49才
50才～ 54才
55才～ 59才
60才以上

経済学系の全体
25才～ 29才
30才～ 34才
35才～ 39才
40才～ 44才
45才～ 49才
50才～ 54才
55才～ 59才
60才以上
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25才～ 29才
30才～ 34才
35才～ 39才
40才～ 44才
45才～ 49才
50才～ 54才
55才～ 59才
60才以上

経済学系の全体
25才～ 29才
30才～ 34才
35才～ 39才
40才～ 44才
45才～ 49才
50才～ 54才
55才～ 59才
60才以上

7
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16.8 52.9 25.9
16.0 57.3 23.6

15.5 52.0 28.5

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

③今の自分の仕事は、現在の世の中に役立っ
ていると思いますか

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

ポイントポイント

ポイント

●ポイント
・ ・やりがい・みちのりBOOK　
p4-5のレーダーチャートに示し
た、やりがいのポイントと同様に、
「そう思う」「ややそう思う」の割
合を、ポイント化（1～10ポイ
ント）しました。

理系出身者は、年齢が低くても仕事に多くの達成感を得ることができ、また自分のアイデアを活かせると考えてい
る人が多いですが、文系出身者は、年齢が高くならないと達成感を得たり、アイデアを活かしたりしにくいことが
わかります。

自分の仕事が世の中の役に立つと考える人は、
理系も文系も年齢が上がるにつれて増えていき
ますが、「そう思う」「ややそう思う」人の割合
は理系の方が概して高いことがわかります。
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各学部学科出身者の従事する主な職種別に、大学の学業の役立ち度と仕事の満足度をまとめました。大学での
専門分野（学部学科）の内容を　やりがい・みちのりBOOK　p60-62「大学・専門学校は仕事の入口」で、職
種の仕事内容を同p58-59「業種・職種案内」で確認した上で本データをご活用ください。
①　工学部機械系学科の場合

今の自分の仕事は、現在の世の中に 役立っている
と思いますか

設計
システムエンジニア（SE）
生産技術
製造

7
7
7
8

0 20 40 60 80 100％

0 20 40 60 80 100％

全体
理系合計
工学部機械系学科

7
7
7

工学部機械系学科出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）

大学で学んだことのどんな点が役に立っていますか

大学では、工業系の数学や自動車工学、計測工学等、開発を行う上で必要な知識を習得できた。設計 輸送機械製造業
30歳代　男性

物事の考え方、実験レポートのまとめ方、提出期限があるレポートのまとめ方、社会の基礎
知識、物事の進め方など。設計 電気情報通信機器製造業

30歳代　男性

ゼミで繰り返し行われたプレゼンの演習は、現在の仕事の打合せやプレゼンにも大いに役
立っている。

システムエン
ジニア（SE）

電気情報通信機器製造業
30歳代　男性

材料力学、油圧工学、制御工学、工業数学などは特に、設備スペックを決定する際の知識と
して必須だと思う。操業(営業運転)の実績解析などの手法として統計解析なども役立っている。生産技術 金属・鉄鋼製造業

40歳代　男性

車両の構造物を設計するときは材料力学、車両の冷却性能を評価するときは熱流体、設計す
るときは基礎設計、とそれぞれの場面において勉強していたことが役立っている。

応用研究／
先行開発

その他製造業（建設機械）
30歳代　男性

機械系学科の出身者の回答を職種別に見ると、
「生産技術」は大学の学びが役立ち、アイデアも
活かされやすい職種であることがわかります。一
方、「システムエンジニア」は大学の学びの役立
ち度は高くないものの、仕事での達成感が高いと
する人が多い傾向にあることが読み取れます。

今の自分の仕事は、多くの 達成感 を
得られる仕事だと思いますか
全体
理系合計
工学部機械系学科

設計
システムエンジニア（SE）
生産技術
製造
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工学部機械系学科出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）

今の自分の仕事で、大学で学んだことは役に立っていますか
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システムエンジニア（SE）
生産技術
製造

（26％）
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理系合計
工学部機械系学科

工学部機械系学科出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）
※（　　）内は職種別構成比率
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今の自分の仕事は、自分の アイデア や
考えを活かせる仕事だと思いますか
全体
理系合計
工学部機械系学科
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システムエンジニア（SE）
生産技術
製造
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工学部機械系学科出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）

2 －2　理系（工学系）vs.文系（経済学系）の大学の
学びの役立ち度・仕事に対する満足度

そう思う ややそう思う
あまりそう思わない そう思わない

ポイントポイント

ポイント
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●ポイント
・やりがい・みちのりBOOK　p4-5のレーダー
チャートに示した、やりがいのポイントと同様に、
「そう思う」「ややそう思う」の割合を、ポイント化
（1～10ポイント）しました。

②　経済系学部の場合

今の自分の仕事は、現在の
世の中に 役立っている と思いますか

7
7
7

事務（的職種）
営業・販売（的職種）
管理（的職種）
サービス（的職種）
システムエンジニア（SE）
製造

6
7
7
7
7
6
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全体
文系合計
経済系学部

経済系学部出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）

大学の４年間を通して世の中の仕組みや経済の流れについてそれなりの知識を得られたと思う。このことは、今の
仕事において世の中の景気動向や株式市場に動き等を理解して自分の立ち位置を考える上で役に立っていると思う。

事務
（的職種）

運送・海運業
20歳代　男性

経済学部だったため、金融事務をやる上での基礎知識や簿記知識を得ていたことが役立っている。事務
（的職種）

金融・保険業
20歳代　女性

大学で学んだ経済学の知識はもちろんのこと、教授や先輩とのつながりが営業や接客での会話の幅
を広げることに役立っています。

営業・販売
（的職種）

商社・卸・小売業
30歳代　男性

基礎的な会社の損益計算書やバランスシートなどの見方は何年たっても役に立つ。サービス
（的職種）

その他サービス業
40歳代　男性

国内経済や国際経済などの基本的な考え方や捉え方は身につけられたと思う。仕事において経済情
勢は切っても切り離せないので、役に立っているとは思う。

企画・コンサル
ティング・調査

輸送機械製造業
20歳代　女性

今の自分の仕事は、多くの 達成感 を
得られる仕事だと思いますか
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事務（的職種）
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サービス（的職種）
システムエンジニア（SE）
製造
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経済系学部出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）

今の自分の仕事で、大学で学んだことは役に立っていますか
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経済系学部出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）
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サービス（的職種）
システムエンジニア（SE）
製造
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※（　　）内は職種別構成比率

今の自分の仕事は、自分の アイデア や
考えを活かせる仕事だと思いますか

6
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事務（的職種）
営業・販売（的職種）
管理（的職種）
サービス（的職種）
システムエンジニア（SE）
製造
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経済系学部出身者の主な職種別では（人数の多い職種順）

理系（工学系）vs.文系（経済学系）の大学の
学びの役立ち度・仕事に対する満足度

大学で学んだことのどんな点が役に立っていますか

公式サイト   わくわくキャッチ!  では、工学部機械系学科、経済系学部以外の学部・学
科の情報も掲載しています。

（サイト内「学校の先生へ」→「出身学部別集計データ」）
参照サイトページ

そう思う ややそう思う
あまりそう思わない そう思わない

ポイントポイント

ポイント
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お仕事トップ

公式サイト　わくわくキャッチ!　は、「はたらく人のやりが
い・みちのりBOOK」を授業等でより効果的に活用できるよ
うに制作した「仕掛けサイト」です。気になった言葉、興味が
わいた言葉や、そそっかしいキャラクターが偶然つかまえてし
まった言葉等、わくわく”沸いてきた泡＝“ワーク(働く)”を“わ
くわく”しながらキャッチし、出会った「それぞれの“ワーク(働
く)”の世界」をのぞいてみます。それを通して働く大人に出会
い、働くことや学ぶことの意味を考えるきっかけになることを
願っています。

「わくわくキャッチ!」のご案内

●「仕事を探そう」

「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」公式サイト

中学生が仕事を知り、興味を持ってもらうきっかけとして、
社会の中で持つ目的や役割から、仕事を「人の命を守る」「環境・
エネルギー問題に取り組む」「夢にちかづく」「未来の技術をう
みだす」「生活をゆたかにする」「社会を支える」の6つに分け
ました。ここからも各インタビュー記事を読むことができます。

●各インタビュー記事

➡

サイトでは、インタビュー記
事をさらに詳しく紹介してい
ます。
☆グループで分担して、ある

1人の仕事やみちのりを相
互に説明しあう活動等も
できます。

●トップページ

１．前書き
「なんでこの仕事があるの？」

➡

２．やりがい
「どんなところが楽しい？」

３．みちのり
「どうしてこの道に？」

➡

４．こんな仕事
「どんな仕事？」

➡
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●しごと傾向グラフ（各インタビュー記事の一番下に掲載されています）

インタビュー記事を読んで、興味を持った記事をチェックし
ていくと、自分が仕事に対してどんな志向性を持っているかが
わかってくるツールです。記事で紹介する人のそれぞれの仕事
が持つ特徴、たとえば「今すぐ役に立つ」ものを作る仕事か、「新
しい価値を生む」仕事か、あるいは「人とかかわる」ことが中
心の仕事か、「モノを相手にする」仕事か等が加点される仕組
みになっています。

☆生徒に「しごと傾向グラフ」を作らせて、グラフ右下の「しごと傾向グラフを印刷しよう」で印刷した後、グラフに表さ
れた自分の志向性を考え、どんな仕事に関心を持っているか振り返らせるという活用ができます。

※仕事の局面によっては、仕事の仕方が変わるもの(ex.1人でする仕事も、チームで協力し合う場面もある)もありますが、
記事で取り上げた場面に近いもので分類しています。１つの仕事でも、多様な側面があることを説明してください。

●「学校の先生へ」
授業で使えるワークシートや詳細な指導案やデータ集をダウ

ンロードして、授業にご活用ください

●授業での活用例・活用素材
本指導書p9 ～で紹介したワークシートを、指導案全体と共

に掲載しました。ワードファイル形式も載せましたので、授業
内容に合わせて作り替えていただくことができます。

●キャリア教育に活用できるデータ集
本指導書ｐ19 ～の「キャリア教育に活用できるデータ集」

に未掲載の詳細データがダウンロードできます。生徒のキャリ
ア意識を育成するためにより工夫された授業作りにご活用くだ
さい。
・「職種別データ集　仕事のやりがいって何？（コメント集）」
・「出身学部別集計データ集」（「大学の学部・学科別学びの役

立ち度」「出身学部別の仕事に対する満足度」などの詳細な
データ）

●その他、「はたらく人のやりがい・みちのりBOOK」と「わ
くわくキャッチ!」制作の背景の解説（「キャリア教育の課題と
理系の魅力の発信」）や「お役立ちリンク集」のページもあります。

http://www.wakuwaku-catch.jp/



発行　学校法人 河合塾


