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第 1 事業の概要 

1 趣旨・目的 

 

本事業は、文部科学省委託事業として令和 3 年度を初年度に 6 年計画で着手した

「地域産業のデジタル化を担う中核的人材養成プログラム開発事業」で、令和 4 年

度は同事業の 2 年目にあたる。 

６年計画の本事業では、これからのデジタル社会の進展を見据えた ICT に関す

る知識や技術、活用方法等について、高等学校から専門学校の各段階において習得

すべき項目や内容を、関連する企業の助言も参考に整理し、高等学校から専門学校

までの一貫した５年間の教育プログラムのモデルを開発する。 

高等学校と専門学校、そして ICT 企業の連携は、単に ICT 企業の求める人材の

養成にとどまらず、デジタル技術の取り込みに長けた若い世代の人材を広く地元企

業に供給し、そこでのデジタルトランスフォーメーション（DX）の進展を後押し

し、ひいては地域の活性化や若者定着によるコミュニティ維持にもつながることを

期待する。 

一方、本事業は、生徒一人ひとりが、高等学校や専門学校においてプログラミン

グやコンテンツ作成手法等を基礎から段階的に学びながら、さらに学んだことが企

業や社会における仕事にどう繋がっていくかを、一連の連携の過程で体験的に触れ

る機会を提供する。生徒自身が、ICT とその活用に興味を持ち、自らのやりたいこ

とや可能性について早い段階から考えることにも繋がるものと期待する。 

 

 

2 本教育プログラムが必要な背景について 

 

近年、社会全体の ICT リテラシーを高めることの重要性が広く語られている。

僅か 10 年、20 年前には存在しなかったデジタルツールや、e コマース、SNS 等の

インターネットを介した多くのサービスが、私たちの日常生活に欠かせないものに

なっており、今この瞬間にも新しいサービスが続々と生まれている。デジタル化の

進展やインターネット普及等によるこうした変化は、国内においてはスマホ社会と

いう言葉に象徴される新しい生活スタイルや行動変化を生み、スマホをゲートウェ

イとして様々なコミュニティを形成している。スマホは、その本来の情報通信機器

としての機能にとどまらず、情報や物品、役務を売買・シェアする場となり、カメ

ラであり翻訳機であり、更に決済支払機能や身分証明機能も具備し、現代社会のあ

らゆる人々に必須の生活プラットフォームとなっている。 
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地域経済の縮小が見込まれる中で、ICT を活用することにより、地域企業の商圏

の拡大、地理的制約に囚われない働き方やサービスの享受などが可能となり、地域

の活性化が図られることが期待される。例えば、ICT の普及で、時間と場所の制約

を超えて全国、全世界へと市場が拡大し、マッチングコストの低下により規模の制

約を超えて少量多品種生産でも市場が成立するようになり、地方の小規模な企業で

あっても、あらゆる地域の消費者に対し、その様々なニーズに即した商品・サービ

スの提供が可能となる。 

また ICT の普及により、テレワークなどの場所に囚われない新しい働き方が可

能となるとともに、インターネットショッピングや遠隔医療、遠隔教育など地方に

居ながら都会と同様のサービスを享受することも可能となる。こうした新しい働き

方や新しい暮らし方は、若者が地方に住み続けながら大都市圏の企業に就職したり、

大都市圏の人々が現在の仕事を維持しつつ地方に居住したりすることを可能とし、

また、地方で様々なサービスを利用することを可能にするなど、地方の定住人口の

拡大に貢献することが期待される。（注 1） 

 

デジタル化の進展著しい社会環境下に生まれたデジタルネイティブとも呼ばれ

る若い世代は、それ以前の世代に比べてデジタル社会への抵抗感が小さく、デジタ

ル社会における様々な技術や新しいサービスを受け入れ、使いこなす順応性の高さ

を見せている。政府が推進する GIGA スクール構想、小学校からのプログラミング

教育、新学習指導要領の導入等の複合的で重層的な取り組みが、若い世代および将

来世代のデジタルリテラシーを総体的に高め、ひいては DX 等の技術面、活用面で

の発展の大きな原動力となり、永続的な社会変革を牽引していくものと期待するも

のである。（注 2）（注 3） 

 

このような先行き予測のもと、足元では、ICT 即戦力人材の不足が社会全体に顕

著であり、また AI やデータサイエンスなど新分野の技術を担う新タイプの ICT 人

材・情報処理技術者の不足も、今後ますます深刻化するものと懸念されている。（注

4） 

 

さて、令和 3 年度「宮崎県の学校の現状」によると、令和 3 年 3 月の県内高等学

校卒業生は 9,653 人で、前年度より約 4％、390 人減少した。このうち半数近い約

46％の 4,460 人が大学・短大等に進学し、約 23％の 2,196 人が専修学校（専門課程

及び一般課程）に進学した。 

また、就職した生徒は約 27％の 2,647 人で、前年度より 234 人減少している。

就職率は 27.4%で、前年度より 1.3 ポイント低下したが、47 都道府県中では 4 位

と、進学せずに就職を選択する生徒の比率は全国的に見て高い。 
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なお、就職率が高い一方で、県内での就職率は 60.5％で、全国平均の 81.9％と比

べて 21.4 ポイントも低く、全国順位は 45 位である。こうした若い人材の県外流出

をくい止めることは、宮崎県にとって大きな課題であり、本事業においても大きく

意識するところである。（注 5） 

 

宮崎県では、令和４年度から県立高等学校商業の学科改編が実施され、情報系の

学習内容を拡充し、AI やデータサイエンスの教育にも力を入れることとした。 

初等中等教育段階から体系的に ICT を学ぶ彼ら、彼女らのデジタルネイティブ

世代が、宮崎県の産業、地域社会や家庭における ICT 普及と DX 進展の原動力と

なり、いずれ地域の活性化に大きな役割を果たすようになるであろう。 

 

ICT に関連する職業人材の養成という観点からは、ICT 全般に関する基礎的知識

の土台の上に、その時代に即して企業が重要視する先進的知識や応用技能を学べる

教育プログラムの開発が鍵となる。そしてそれは、専門教育に要する相応の教育期

間を念頭においた、中長期的視野での計画的な人材養成プログラムであることが重

要である。 

換言すると、初等中等教育における基礎的素養の土台つくりと、企業・社会にお

いて必要な専門性や技術応用基盤の明確化、そしてこの二つの間を繋ぎ、基礎から

応用へと至る橋渡しと専門性発展を含めた職業実践教育を担う専門学校、これらの

連携を支援、助言する役割を担う行政を加え、四者がシームレスに結合した教育プ

ログラム構築コンソーシアムが、ICT 人材の養成においては特に有効と考える。 

 

（注 1）（出典：「令和４年版情報通信白書」（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/n2100000.pdf） 

 

（注 2） 新学習指導要領（小学校及び中学校：平成 29 年 3 月告示）総則において、情報

活用能力を、言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけ、児童生

徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）等の学習

の基盤となる資質・能力を育成するため、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な

視点から教育課程の編成を図るものとすることが明記された。小学校においては、各

教科等の特質に応じて、児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤と

して必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動や、プログラミ

ングを体験しながらコンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思

考力を身に付けるための学習活動を計画的に実施することが明記された。 

 中学校学習指導要領では、急速な発達を遂げている情報の技術に関しては、小学校

におけるプログラミング教育の成果を生かし、発展させるという視点から、従前から

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/n2100000.pdf
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の計測・制御に加えて、双方向性のあるコンテンツに関するプログラミングや、ネッ

トワークやデータを活用して処理するプログラミングも題材として扱うことが考え

られるとしている。また、その際，情報セキュリティ等についても充実するとしてい

る。 

（出典：「経済産業省委託事業 平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る

基盤整備（IT 人材等育成支援のための調査分析事業）―IT 人材需給に関する調査

―調査報告書」（みずほ情報総研株式会社）

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf ） 

 

 

（注 3） IT 人材供給数を増やす方策として、新卒人材の供給力を強化することが挙げられる。 

近年、新卒 IT 人材数が増加する傾向にあるが、このトレンドを維持・上昇させていく

ことも一つの方策である。少子化により新卒者の総数が減少傾向にあることや IT に

関する高度な専門教育を行う学部や大学院のキャパシティの限界もあることを踏まえ

ると、新卒 IT 人材数を増加させるトレンドを維持・上昇させることは容易ではない

が、学生の時期に IT に関する能力を高める教育機会を増やすことで、IT 人材として

活躍する新卒者の割合を高めていくことは可能であると考えられる。ただし、こうし

た取組においても、 IT 需要の構造変化を踏まえ、将来の IT 需要に対応したスキル

や能力を対象とした教育を重点化していくことが重要である。こうした新卒人材が、

明示的な IT 人材として活躍しない場合でも、IT の素養や基本的能力を有した人材が

様々な産業で活躍することは、産業全体の生産性向上やイノベーションの促進に貢献

すると期待される。初等中等教育でのプログラミング教育の実践や高等学校等で情報

教育の強化が進められる中、中長期的には、IT に関する能力を持つ若年層が増加する

ことが見込まれる。2020 年からは、小学校でのプログラミングを体験しながらコン

ピュータに意図した処理を行わせるために必要な“論理的思考力”を身に付けるための

学習活動としてのプログラミング教育が、2021 年からは、中学校において、従前から

の計測・制御に加え、双方向性のあるコンテンツに関するプログラミングやネットワー

クやデータを活用して処理するプログラミング等を含むプログラミング教育が実施さ

れる。2030 年には、こうしたプログラミング教育を受けた若手が新卒人材として活躍

することが想定され、多くの人材がプログラミング教育を受けた人材であることから、

IT 人材供給の質的な向上も期待できる。 

（出典：「経済産業省委託事業 平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る

基盤整備（IT 人材等育成支援のための調査分析事業）―IT 人材需給に関する調査

―調査報告書」（みずほ情報総研株式会社）

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf ） 

 

（注 4） デジタル化の推進には、ICT 人材が不可欠であるが、独立行政法人情報処理推進機

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf
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構（IPA）の調査結果（2019 年度）によると、IT 人材の量について、「大幅に不足し

ている」又は「やや不足している」という回答の合計は、89.0%にも達している。ま

た、時代によって求められる ICT 人材が異なり、現在では、情報セキュリティなど

の高度な ICT スキルやアジャイル開発など新しい分野に対応できる人材が強く求め

られているが、IPA の調査では、IT 人材の質についても、「大幅に不足している」又

は「やや不足している」という回答の合計は、90.5%にも達している。このように、

我が国の ICT 人材は、量も質も十分ではないとユーザー企業に認識されている。 

（出典：「令和３年版情報通信白書」（総務省）

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf） 

 

（注 5） 令和 3 年 3 月の宮崎県内高等学校卒業者数は 9,653 人。このうち約 46％の 4,460 人が

大学・短大等に進学、約 23％の 2,196 人が専修学校（専門課程及び一般課程）に進学、

約 28％の 2,653 人が就職している。就職者総数のうち、県内就職者数は 1,602 人で、前

年度より 69 人減少している。県内就職率は 60.5％で、前年度より 2.5 ポイント上昇し

ている。これは全国（81.9％）と比べ、21.4 ポイント低く、全国での順位は 45 位となっ

ている。また、高校の学科別進路で見ると、卒業者数 4,248 人（卒業者総数の 44％）の

普通科では、大学等進学者が約 64％の 2,735 人、専修学校への進学が約 22％の 945 人、

就職が約 9％の 369 人となっている。商業科は、卒業者数が 1,265 人（卒業者総数の

13％）で、このうち大学等進学者が約 28％の 350 人、専修学校への進学が約 32％の 411

人、就職が約 38％の 479 人となっている。工業科は、卒業者数が 1,377 人（卒業者総数

の 14％）で、このうち大学等進学者が約 13％の 181 人、専修学校への進学が約 17％の

232 人、就職が約 69％の 947 人となっている。 

（出典： 令和 3 年度「宮崎県の学校の現状」 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/tokeichosa/kense/toke/gakkokihon/documents/66603_20220
125141819-1.pdf） 

 

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/tokeichosa/kense/toke/gakkokihon/documents/66603_20220125141819-1.pdf
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/tokeichosa/kense/toke/gakkokihon/documents/66603_20220125141819-1.pdf
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3 計画の全体像 

（1） 事業の名称 
 

地域産業のデジタル化を担う中核的人材養成プログラム開発事業 

 

（2） 事業の内容 

ア 開発する高・専一貫の教育プログラムの全体像 

高等学校・専門学校・企業に行政を加えた四者が、各々の役割や特性を踏ま

えて、段階的、計画的カリキュラムの下でそれぞれ ICT 人材養成の一端を担

う。 

高等学校は生徒の興味や関心の喚起と基礎的素養の土台づくり、企業は社会

において必要とされる専門性やモラルそして技術応用基盤の明確化、専門学校

はこの二者の間をつなぎ、基礎から具体的な応用へと至る橋渡しと専門性発展

を含めた職業実践教育と体験的学習を担う。 

 

四者は緊密に連携し、生徒がより主体的、意欲的に ICT 技術とその活用を学

べるよう、教育の場、教える人材、機器やソフト等のツールの様々な面で、互

いに不足を補い、卒業後には生徒がそこで学んだことをその後の人生設計に生

かせるよう教育環境を提供する。 

 

カリキュラムを考える上では、基礎から応用へと段階を踏む過程で、5 年程度

の長めの教育期間を念頭におき、中長期的スコープで計画的に人材を養成する

プログラムとする。高等学校、専門学校のカリキュラム編成においては、「シス

テム系」「クリエイティブ系」「共通」の三つの軸を考える。 

 

「システム系」については、従来からあるプログラミングやセキュリティ、

ネットワークインフラ等のシステムエンジニアリングに加えて、DX の中心

テーマの一つでもある AI・データサイエンス及びそれらに関連するプログラ

ミング等を学ぶ。 

「クリエイティブ系」については、Web 制作及び CG・映像制作等をテーマ

に、その先にある企業での職業実践を意識して、先端のソフトや機器を扱い、

流行の制作編集技術に触れる機会を提供する。 

さらに、「システム系」であれ「クリエイティブ系」であれ、企業・社会で仕

事をするに際しての基礎的素養ともいえる好奇心、主体性、創造志向、責任感、

コミュニケーション力、チームワークといったビジネス上の資質やスキルを

「共通」で学ぶ。 
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（ア） 高等学校 

宮崎県では、令和 4 年度から商業系高等学校の学科改編が実施された。改

編後のカリキュラムでは、共通教科において「情報Ⅰ」が採用されるほか（専

門教科の情報系科目で代替する場合もある）、商業専門教科においても情報

系科目が拡充される。具体的には、ネットワーク活用、ソフトウェア活用や

コンテンツ制作等を扱い、更に AI、データサイエンスについても取り組みを

始めた。 

高等学校においては、これまでハイスペックな PC 等の教育環境もなく、

教員もコンピュータグラフィックス（CG）等を教えた経験がほとんどない。

これらの不足を、自前で一から準備することは最善策ではないし現実的でも

ない。 

専門学校や企業との協力連携のもと、現役技術者の講話や企業見学、また

は高校生に最新ソフトや最前線の技術に触れる機会を提供したり、企業の実

際の仕事を模したチーム課題を提起したりすること等で、高校生の興味関心

を喚起することが、地域産業のデジタル化を担う中核的人材養成の有効な手

立てになると考える。 

 

（イ） 専門学校 

従来、専門学校の情報系学科では、二年間の就学期間の中で、卒業後の就

職に向けてのビジネススキル習得や専門領域における技能や資格、例えば

Excel/Word の MOS 資格、各種情報処理技術者試験に主眼を置いた教育を

行ってきた。 

クリエイティブ系では Web 制作、動画制作編集や 3D デザイン、コン

ピュータグラフィックス等々の技能習得と作品制作に、より軸足を置いた教

育が主流となっているが、システム系においては今もこうした方針は大きく

は変わっていない。 

特にシステム系、情報処理技術者を目指す生徒には、地道な学習努力が求め

られる。この分野が好きな生徒でないと、例えばプログラミングの学習難易度

が上がっていく途中で挫折したり、資格取得を諦めたりする例も少なくない。 

また、クリエイティブ系に関しても、創造性と主体性は、この分野が好き

な生徒とそうでない生徒では大きな差がつく。高校の段階で、生徒自身が自

らの興味と適性のある分野を自覚できる教育プログラムは、生徒にも専門学

校にもメリットが大きい。 

専門学校は、高等学校の要請に応じて専門教科授業への協力・支援を行う

とともに、基礎から具体的・実践的な応用へと至る橋渡しと、企業インター

ンシップ経験等を通しての職業実践教育の役割を担う。 
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（ウ） 企業 

一般に専門学校は、生徒の就職斡旋等の活動を通じて企業とある程度の繋

がりはあるが、商業系高等学校は、情報系分野の就職率自体が割と低いこと

もあり、システム系、クリエイティブ系ともに企業との繋がりが希薄であっ

た。 

企業の思いとしては、専門用語の知識等ある程度の基礎が出来ていて、こ

の分野の仕事に意欲のある人材を安定的に確保することのニーズが高い。 

クリエイティブ系企業では、この分野が好きで制作経験もある即戦力人材

にニーズがある。 

システム系企業では、あらゆる職種をこなせるジェネラリストとして、理

系文系を問わず大学卒を採用する。また技術者としての専門性を期待して、

情報系・数理系学部卒や大学院卒を採用する。 

一方で、高校卒に関しては、意欲・性格重視で、専門性は社内で教育し習

得させることができると考えており、専門学校卒には基本情報技術者レベル

の専門知識とインターンシップ等での職業経験までを期待する。 

本教育プログラムには、一定の基礎的教育を受けた意欲的な若手人材を地

元から安定的に確保できる仕組みとして、企業の期待も大きい。高等学校・

専門学校に対して企業視点で助言や提言を行うことや、講話や特別授業、最

新の業界動向や技術の紹介、企業見学やインターンシップ受け入れでの実践

的教育の提供等の役割を担う。 

 

 

イ 開発する教育プログラムの新規性 

高等学校での 3 年間の教育と専門学校の 2 年間の教育を一貫して行うこと

で、応用的な専門教育やインターンシップなどを通したビジネススキルの習得

をより効果的に実現できる。 

高等学校、専門学校は、システム系、クリエイティブ系ともに、令和 4 年度

から学習内容を見直し、取り組みを一部強化したが、企業や行政まで含めた関

係者が本事業を通して多面的に連携することで、企業・産業界の求める人材を

養成する観点でのより充実した教育を期待できる。 
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第 2 実施体制 

1 事業の実施・推進体制（イメージ） 

 

 

 

実施委員会 

本
事
業
の
全
体
調
整 

メ
ン
バ
ー
間
の
連
携
調
整 

 

宮崎県教育委員会（高校教育課） 
宮崎県総合政策部みやざき文化振興課 

企業 

専門

学校 

行政 

システム系分科会 クリエイティブ系分科会 

・宮崎商業高等学校 
・都城商業高等学校 
・延岡商業高等学校 
・富島高等学校 

・宮崎情報ビジネス 
 医療専門学校 

・宮崎商業高等学校 
・都城商業高等学校 
・延岡商業高等学校 
・富島高等学校 

・宮崎情報ビジネス 
 医療専門学校 

・一般社団法人宮崎県 
 情報産業協会 
・株式会社 MJC 
・スパークジャパン 

 株式会社 
・株式会社デンサン 
 

宮崎県立商業高等学校 4 校 

・株式会社ウェブサイト 
・スパークジャパン 

 株式会社 

宮崎情報ビジネス 
医療専門学校 

（学校法人宮崎総合学院） 

高
・
専
一
貫
の
教
育 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

システム

系企業 

3 社 

一般社団法人

宮崎県情報産

業協会 

クリエイ

ティブ系

企業 2 社 

（
進
学
・
就
職
） 

 

連携・協力 

・宮崎県教育委員会 
 （高校教育課） 

・宮崎県教育委員会 
 （高校教育課） 

高等

学校 
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2 構成機関・構成員等 

（1） 高等学校 

名称 役割等 都道府県 

１ 宮崎県立宮崎商業高等学校 調査・開発・実証 宮崎県 

２ 宮崎県立都城商業高等学校 調査・開発・実証 宮崎県 

３ 宮崎県立延岡商業高等学校 調査・開発・実証 宮崎県 

４ 宮崎県立富島高等学校 調査・開発・実証 宮崎県 

 

（2） 行政機関 

名称 役割等 都道府県 

１ 宮崎県教育委員会高校教育課 支援、助言 宮崎県 

２ 宮崎県総合政策部みやざき文化振興課 支援、助言 宮崎県 

 

（3） 専門学校 

名称 役割等 都道府県 

１ 宮崎情報ビジネス医療専門学校 
全体統括 

調査・開発・実証 
宮崎県 

 

（4） 企業 

名称 役割等 都道府県 

１ 
一般社団法人宮崎県情報産業協会 

(事務局：株式会社宮崎県ソフトウェアセンター) 
調査・開発・実証 宮崎県 

２ 株式会社ウェブサイト 調査・開発・実証 宮崎県 

３ 株式会社 MJC 調査・開発・実証 宮崎県 

４ スパークジャパン株式会社 調査・開発・実証 宮崎県 

５ 株式会社デンサン 調査・開発・実証 宮崎県 
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3 事業を推進する上で設置する会議 

（1） 会議名①：実施委員会 

会議名① 実施委員会 

目的・役割 事業全体の推進、方針決定を行う。 

委員数 16 人 開催回数 ３回 

 

○実施委員会の構成員（委員） 

所属・職名 役割等 都道府県 

学校法人宮崎総合学院 理事長 委員長 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 理事 副委員長 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校 校長 
調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立宮崎商業高等学校 校長 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立都城商業高等学校 校長 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立延岡商業高等学校 校長 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立富島高等学校 校長 調査・開発・実証 宮崎県 

一般社団法人宮崎県情報産業協会 会長 

株式会社 MJC 代表取締役社長 
調査・開発・実証 宮崎県 

株式会社ウェブサイト 代表取締役社長 調査・開発・実証 宮崎県 

スパークジャパン株式会社 代表取締役社長 調査・開発・実証 宮崎県 

株式会社デンサン 取締役 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県教育委員会高校教育課 課長 支援・助言 宮崎県 

宮崎県総合政策部みやざき文化振興課 課長 支援・助言 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎福祉医療カレッジ 校長 
コーディネーター 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校 顧問 
コーディネーター 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

総務本部 企画課長 
コーディネーター 宮崎県 
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（2） 会議名②：システム系分科会 

会議名② システム系分科会 

目的・役割 システム系の教育プログラムの検討、開発を行う。 

委員数 15 人 開催回数 ５回 

 

○システム系分科会の構成員（委員） 

所属・職名 役割等 都道府県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校 顧問 

委員長 

コーディネーター 
宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校教務部長 
調査・開発・実証 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校教務課長 
調査・開発・実証 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校教員 
調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立宮崎商業高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立都城商業高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立延岡商業高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立富島高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

一般社団法人宮崎県情報産業協会（株式会社宮崎

県ソフトウェアセンター 部長補佐） 
調査・開発・実証 宮崎県 

株式会社 MJC 事業本部 部長 調査・開発・実証 宮崎県 

スパークジャパン株式会社 

ソリューション本部 システム開発部 部長 
調査・開発・実証 宮崎県 

株式会社デンサン 

営業二部 兼 企画営業部 部長 
調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県教育委員会高校教育課 主幹 支援・助言 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎福祉医療カレッジ 校長 
コーディネーター 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

総務本部 企画課長 
コーディネーター 宮崎県 
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（3） 会議名③：クリエイティブ系分科会 

会議名③ クリエイティブ系分科会 

目的・役割 クリエイティブ系の教育プログラムの検討、開発を行う。 

委員数 13 人 開催回数 
（システム系分科会と合同開催）４回 

（クリエイティブ系のみの開催）１回 

 

○クリエイティブ系分科会の構成員（委員） 

所属・職名 役割等 都道府県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校 顧問 

委員長 

コーディネーター 
宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校 教務部長 
調査・開発・実証 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校 教員 
調査・開発・実証 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎情報ビジネス医療専門学校 教員 
調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立宮崎商業高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立都城商業高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立延岡商業高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県立富島高等学校 教諭 調査・開発・実証 宮崎県 

株式会社ウェブサイト 代表取締役社長 調査・開発・実証 宮崎県 

スパークジャパン株式会社 統括本部副本部長 

/CRM Cloud 部部長 /Web 制作部部長 
調査・開発・実証 宮崎県 

宮崎県教育委員会高校教育課 指導主事 支援・助言 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

宮崎福祉医療カレッジ 校長 
コーディネーター 宮崎県 

学校法人宮崎総合学院 

総務本部 企画課長 
コーディネーター 宮崎県 
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第 3 本年度事業の総括 

1 本年度実施内容の概要 

本年度は実施委員会を 3 回、分科会をシステム系、クリエイティブ系に分かれて

各 1 回、合同で 4 回の延べ計 6 回実施したほか、事業開始前にプレ分科会を 1 回実

施した。 

実証講座としては、ビジネス基礎に関する実証講座を昨年度のプレ実証講座の結

果等を踏まえて計画し、12 月に計 5 回実施した。本報告書作成時点では、ビジネ

ス基礎の実証講座について、2 月 16 日にあと 1 回開催予定、また、プログラミン

グのプレ実証講座を 2 月中に開催予定である。 

その他の事業内容としては、高校生、専門学校生を対象としたアンケート調査を

昨年度に引き続き行った。 

本年度初めての取組として、11 月 29 日に本事業の周知及び高等学校、企業、行

政及び専門学校のコンソーシアムの連携強化を図ることを目的として、シンポジウ

ムを開催した。 

さらに、昨年度の分科会や本年度のプレ分科会における議論の中で、高等学校か

ら希望の多かった教員向けの研修会について、8 月に静止画の編集をテーマとして、

12 月にプログラミング言語 Python の初級及び動画の編集をテーマとして実施し

た。 
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令和4年度の主な事業実施内容
6月 7月（事業開始） 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実施委員会

分科会

実証講座

その他

7月13日

第1回実施委員会

7月19日

第1回分科会(合同)

8月31日

第2回分科会(合同)

アンケート調査

・高校生

・専門学校生

今年度の事業計画説明

ほか

高校段階のカリキュラム

の現状、ビジネス基礎の

教育プログラム検討ほか

11月29日

第2回実施委員会

事業の進捗状況につい

てほか

1月31日

第3回実施委員会

報告書原案協議ほか

6月3日

プレ分科会

今年度の事業開

始に向けて高校

からの要望等

今年度の事業計画説明

ほか

10月4日

第3回分科会(合同)

プログラミングに関するグ

ループ討議、ビジネス基礎

の実証計画についてほか

10月18日

第4回分科会

(システム系)

プログラミングに関する第

3回分科会の継続討議ほか

10月20日

第4回分科会

(クリエイティブ系)

高校におけるクリエイティブ系

科目の現状、クリエイティブ系

の教育プログラムについてほか

1月19日

第5回分科会(合同)

実証講座の総括ほか

計5回

ビジネス基礎

に関する実証

講座

高校と企業との組み合

わせにより実証講座を

実施

2月16日(予定)

ビジネス基礎に

関する実証講座

11月29日

シンポジウム

・基調講演

・パネルディスカッション

ビジネス基礎の実証講

座に関する高校・企業

との事前協議

8月10日

高校の教員向け研修会

12月23日

高校の教員向け研修会

・クリエイティブ系（画像編集ソフト） ・システム系（Python初級）

・クリエイティブ系（動画編集ソフト）

2月(予定)

プログラミング

に関するプレ実

証講座



18 

2 高・専一貫の教育プログラムのイメージ図の一部見直しについて 

（1） 高・専一貫の教育プログラムのイメージ図の一部見直し 

高等学校のカリキュラムの現状や高校 1 年生段階でのクリエイティブ系の内

容が寂しいという意見等を踏まえて、次ページのとおり、高・専一貫の教育プロ

グラムのイメージ図について、高等学校部分の一部を見直すこととした。 

変更点としては、以下のとおりである。 

○共通分野について、高校 1 年生段階の科目「ビジネス基礎」を想定していた

が、本年度のビジネス基礎の実証講座実施後の企業からの 2 年生、3 年生へ

の継続の必要性に関する意見等も考慮し、キャリア教育として、1 年生から

3 年生の通しに変更した。 

また、システム系においても、クリエイティブ系においても顧客とのコミュ

ニケーションやチームで仕事を進める上でのコミュニケーション等が重要

との実施委員会や分科会での意見を受けて、科目「ビジネス基礎」を念頭に

「ビジネス基礎」という文言を使用していたが、2 年生、3 年生につながる

より広い意味として「ビジネスの基礎力養成」に変更した。 

○クリエイティブ系分野の高校 2 年生段階の「メディアコンテンツの概要」に

ついては、キャリア教育としての企業講話等も含めて「クリエイティブ入門」

として、高校 1 年生段階に変更した。 

○クリエイティブ系分野の「Web 作成の基礎」「CG 作成・映像編集ソフトの

操作」については、高校 3 年生段階としていたが、高校 2 年生段階からコー

スに分かれ、クリエイティブ系の科目に取り組み高校もあることから、2 年

生、3 年生の通しに変更した。 
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見直し・修正 
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（2） 高等学校の本事業関連カリキュラム 

高等学校のカリキュラムのうち、情報系の専門科目を中心に整理すると、次

ページ以降のとおりとなっているが、高・専一貫の教育プログラムのイメージと

科目との対応を整理すると概ね下記のとおりとなる。 

高等学校によって、学年ごとの科目の違い、あるいは学年によっては関連する

科目がない場合もあるため、来年度以降、教育プログラムの開発と実証を進めて

いく場合には、高等学校の実情にも配慮し、高等学校と十分議論しながら進める

ことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高・専一貫の教育プログラムのイメージと関連する科目

分野 内容

ビジネス基礎

ビジネス・コミュニケーション

ビジネス・マネジメント

★ビジネススキル

情報処理

情報Ⅰ

プログラミング

★応用情報処理（情報Ⅰ）

★AI・データサイエンス演習Ⅰ・Ⅱ

★AI演習

★データサイエンス

プログラミング

情報Ⅱ

情報処理（プレゼンテーションなど）

情報Ⅰ（コミュニケーションと情報デザインなど）

ネットワーク活用（ウェブページの制作とデザインなど）

情報デザイン

ネットワーク活用（図形と静止画、動画と音声など）

情報デザイン

ネットワーク管理

ソフトウェア活用（表計算ソフト、データベースソフトなど）

マーケティング

★情報セキュリティ

※ ★は学校設定科目

高・専一貫の教育プログラムのイメージ
関連する科目

その他

CG作成・映像編集ソフト

の操作

Web作成の基礎

クリエイティブ入門

AI・データサイエンス基

礎

プログラミング基礎

キャリア教育

（企業による講話、ビジ

ネスの基礎力養成等）

共通

システム系

クリエイ

ティブ系
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○宮崎商業高等学校については、2 年次以降のコース分離はないが、学校選択科

目として「AI・データサイエンス演習」と「情報セキュリティ」があることが

特徴となっている。 

 

  

情報系を中心とした専門科目の状況

宮崎商業高等学校（情報ソリューション科）（コース分離なし）

※ 網掛けは情報系の科目

※ ★は学校設定科目、破線は選択科目

（3単位）

4単位 3単位

3単位

1年 2年 3年

2単位

3単位

5単位 （2単位）

2単位

情報処理

プログラミング ★AI・データサイエンス

演習Ⅰ

★AI・データサイエンス

演習Ⅱ

★情報セキュリティ

ソフトウェア活用 ネットワーク管理

（ビジネス・マネジメント

との選択）

（マーケティングとの選択）

ネットワーク活用

ビジネス基礎
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○都城商業高等学校については、2 年次以降、情報数理類型（システム系）と情

報活用類型（クリエイティブ系ほか）の 2 つのコースに分かれる。また、情報

系の科目として、「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」を採用しているところが特徴としてある。

特に、情報数理類型については、工学部の情報系への大学進学も想定されてい

る。  

情報系を中心とした専門科目の状況

都城商業高等学校（情報ソリューション科）（2年次以降、コース［類型］分離）

【情報数理類型】

【情報活用類型】

※ 網掛けは情報系の科目

1年 2年 3年

2単位 2単位

2単位(前期)

2単位

2単位

3単位 2単位

3単位 4単位

2単位 2単位

2単位

2単位

3単位 2単位

情報Ⅰ (共通教科)

プログラミング

情報Ⅱ (共通教科)

プログラミング

ソフトウェア活用 ネットワーク管理

ネットワーク活用 ネットワーク活用

ネットワーク活用 ネットワーク活用

ビジネス基礎

（後期2単位はマーケティング）

ビジネス・マネジメント

ビジネス・マネジメント

ソフトウェア活用 ソフトウェア活用
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○延岡商業高等学校については、2 年次以降、IT システムコース（システム系）

と IT ビジネスコース（クリエイティブ系ほか）の 2 つのコースに分かれる。

また、学校設定科目として、「応用情報処理」「AI 演習」がある。「応用情報処

理」では「情報Ⅰ」の内容を学ぶ。  

情報系を中心とした専門科目の状況

延岡商業高等学校（情報ソリューション科）（2年次以降、コース分離）

【ITシステムコース】

【ITビジネスコース】

※ 網掛けは情報系の科目

※ ★は学校設定科目

2単位

2単位

2単位

2単位 3単位 4単位

2単位 3単位

3単位

3単位 5単位

3単位 3単位

1年 2年 3年

4単位 3単位

2単位

情報処理

プログラミング

★応用情報処理(情報Ⅰ)

プログラミング

ソフトウェア活用 ソフトウェア活用

ネットワーク管理

★応用情報処理(情報Ⅰ) ネットワーク活用

★AI演習

ビジネス基礎

ビジネス・コミュニケーション

★ビジネススキル

★ビジネススキル

（財務会計Ⅰとの選択）

（財務会計Ⅰとの選択）

ソフトウェア活用 ソフトウェア活用
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○富島高等学校については、2 年次以降、プログラミングコース（システム系）

とメディアクリエイトコース（クリエイティブ系ほか）の 2 つのコースに分か

れる。また、学校設定科目として、「データサイエンス」があるほか、メディア

クリエイトコースでは教科「情報」の「情報デザイン」を学ぶ。  

情報系を中心とした専門科目の状況

富島高等学校（情報ソリューション科）（2年次以降、コース分離）

【プログラミングコース】

【メディアクリエイトコース】

※ 網掛けは情報系の科目

※ ★は学校設定科目

2単位

1年 2年 3年

4単位 3単位

2単位

2単位

3単位 5単位

3単位 5単位

3単位

3単位

2単位

3単位

情報処理 プログラミング

ソフトウェア活用 ネットワーク管理

情報デザイン(教科：情報) ネットワーク活用

★データサイエンス

★データサイエンス

ビジネス基礎

ビジネス・コミュニケーション

マーケティング

（財務会計Ⅰとの選択）

マーケティング

（財務会計Ⅰとの選択）

ソフトウェア活用
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3 アンケート結果からみたプログラミングに対する意識 

昨年度に引き続き、本年度においても、高校生、専門学校生に対して、アンケー

ト調査を行った。調査内容については、経年比較についても考慮し、基本的に昨年

度と同じ内容で行った。 

 

 

以下、特にプログラミングに対する意識について、経年比較を中心にみた。 

 

（1） 昨年度と本年度の比較からみたプログラミングに対する意識 

高校生、専門学校生へのアンケート調査の中で、プログラミング教育に関して

途中で挫折する生徒がいるという問題意識を出発点として、アンケートの調査項

目として設定した「プログラミングに対する意識」に関する設問について、昨年

度（令和 3 年度）と本年度（令和 4 年度）の結果を比較した（次ページのグラフ

参照）。 

昨年度のアンケート結果においては、高校生、専門学校生ともに、学年が上に

なるほど「難しくて楽しくない」の割合が増える傾向がみられたため、学年が上

になるほど内容が難しくなり、授業についていけなくなっているのではないかと

推測した。 

今年度のアンケート結果をみると、昨年度のように学年が上になるほど「難し

くて楽しくない」の割合が増える傾向がみられなかった。 

特に専門学校の 2 年生については、昨年度は「難しくて楽しくない」が 36％で

あったが、今年度は 9.7％となっており、「得意で楽しい」が 22.6％と「難しくて

楽しくない」を大きく上回っている。 

この理由としては、カリキュラムの変更が要因の 1 つとして考えられる。昨年

度の 2 年生は Java を学習していたが、今年度の 2 年生は Python を学習してい

る。Python は Java よりシンプルでわかりやすく、プログラミングが未経験の学

生もスムーズに取り組むことができたため、今年度の 2 年生では「難しくて楽し

くない」の割合が低下したのではないかと考えられる。 

 

  

本年度のアンケート結果については「第 9 アンケート調査」を参照 
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より詳しく分析するために、まず、昨年度より学年が 1 つ上がってどういうふ

うに変化したか年次進行による変化をみてみた（次ページのグラフ参照）。 

 

  

8.3%

9.9%

12.8%

7.7%

8.0%

70.2%

59.3%

58.1%

76.9%

48.0%

5.4%

3.5%

3.4%

7.7%

8.0%

14.3%

26.7%

25.7%

7.7%

36.0%

1.8%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校1年

(n=168)

高校2年

(n=172)

高校3年

(n=179)

専門学校1年

(n=39)

専門学校2年

(n=25)

プログラミングに対する意識（令和3年度）

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい

難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

無回答

13.9%

6.9%

9.8%

12.7%

22.6%

66.5%

73.8%

66.3%

69.0%

58.1%

2.4%

6.2%

3.7%

4.2%

9.7%

17.1%

13.1%

20.2%

14.1%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校1年

(n=245)

高校2年

(n=130)

高校3年

(n=163)

専門学校1年

(n=71)

専門学校2年

(n=31)

プログラミングに対する意識（令和4年度）

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい

難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない
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年次進行の変化をまとめると次ページのようになる。 

 

  

9.9%

9.8%

59.3%

66.3%

3.5%

3.7%

26.7%

20.2%

0.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2年次(R3年度

n=172)

3年次(R4年度

n=163)

〔高校生 経年比較（入学年度・令和2年度入学生）〕

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない

難しくて楽しくない 無回答

8.3%

6.9%

70.2%

73.8%

5.4%

6.2%

14.3%

13.1%

1.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年次(R3年度

n=168)

2年次(R4年度

n=130)

〔高校生 経年比較（入学年度・令和3年度入学生）〕

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない

難しくて楽しくない 無回答

7.7%

22.6%

76.9%

58.1%

7.7%

9.7%

7.7%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年次(R3年度

n=39)

2年次(R4年度

n=31)

〔専門学校生 経年比較（入学年度・令和3年度入学生）〕

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない
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プログラミングに対する意識の年次進行による変化 

選択肢 

高校生 専門学校生 

R2 年度入学生 R3 年度入学生 R3 年度入学生 

2 年次(R3 年度) 

↓ 

3 年次(R4 年度) 

1 年次(R3 年度) 

↓ 

2 年次(R4 年度) 

1 年次(R3 年度) 

↓ 

2 年次(R4 年度) 

得意で楽しい △0.1 ポイント △1.4 ポイント ＋14.9 ポイント 

あまり得意ではない

が楽しい 
＋7 ポイント ＋3.6 ポイント △18.8 ポイント 

難しくはないが楽し

くない 
＋0.2 ポイント ＋0.8 ポイント ＋2 ポイント 

難しくて楽しくない △6.5 ポイント △1.2 ポイント ＋2 ポイント 

 

「難しくて楽しくない」の年次進行による変化に注目してみると、高校生では

学年が上がっても割合が減少する結果となった。 

専門学校生では、学年が上がって 2 ポイント割合が増えているが、変化の程度

でみると、「得意で楽しい」の 14.9 ポイント増のほうが、より大きく変化してい

る。（なお、「得意で楽しい」が増加した理由としては、入学時にはそれほどプロ

グラミングに興味を抱いていなかった学生が、就職活動を経てエンジニア職とし

て内定したことで、プログラミングに対する意識が変化したことなどが理由とし

てあるのではないかと考えられる。） 

以上の結果より、年次進行により、学年が上がったことでプログラミングに対

する意識がどう変わったかをみると、昨年度推測したような「学年が上になるほ

ど内容が難しくなり、授業についていけなくなっているのではないか」という傾

向が必ずしもみられないのではないかという結果となった。 

 

次の項では、希望する職業がプログラミングに対する意識に影響を与えている

のではないかということについて、詳しくみてみた。 
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（2） 希望職業別にみたプログラミングに対する意識 

次々ページ以降のグラフはプログラミングに対する意識に、希望する職業が影

響しているかどうかをみるために、プログラミングについてどのように思うかと

いう設問と就職したい職業について、昨年度及び今年度の高校生、専門学校生の

アンケート結果をもとにクロス集計を行ったものである。 

 

全体的な傾向を把握するために「得意で楽しい」と「あまり得意ではないが楽

しい」をあわせて「楽しい」、「難しくはないが楽しくない」と「難しくて楽しく

ない」をあわせて「楽しくない」として、最新の令和 4 年度の結果を整理すると

次ページの表のとおりとなった。 

表をみると高校生、専門学校生ともに、IT 関係の職業を希望する生徒・学生に

ついては、「楽しい」の割合が 80％～100％程度とほとんどを占めている。 

逆に、IT 関係・クリエイティブ関係以外の職業を希望する生徒・学生について

は、「楽しい」の割合が 70％～80％程度に下がり、「楽しくない」の割合が 20％

～30％程度となっている。 

クリエイティブ関係の職業については、高校生においては、IT 関係の職業と

IT 関係・クリエイティブ関係以外の職業の中間的な位置づけだが、専門学校で

は、「楽しくない」の割合が 40％～60％程度とかなり高くなり、専門分野におい

て、プログラミングの必要性をあまり感じていない可能性がある。 

 

以上の結果より、希望する職業によって、プログラミングに対する意識が異な

る傾向がわかった。 

専門学校においては、システム系のコースとクリエイティブ系のコースにおい

て、専門性にあわせて教育内容がかなり異なっているが、高等学校においても、

4 校のうち 3 校については、来年度の 2 年生からシステム系のコースとクリエイ

ティブ系のコース（あるいはアプリケーションの活用に重点をおいたコース）に

分かれることとなっている。 

次年度以降のプログラミングの実証講座を計画するにあたっては、生徒・学生

の所属するコースや希望する進路にも留意したほうが望ましいと考えられる。 
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希望職業別にみたプログラミングに対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和4年度　高校生

① ② ③ ④

得意で楽しい
あまり得意では

ないが楽しい

難しくはないが

楽しくない

難しくて楽しく

ない

1年生 37.5% 56.3% 93.8% 2.1% 4.2% 6.3%

2年生 21.1% 63.2% 84.2% 5.3% 10.5% 15.8%

3年生 30.0% 70.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1年生 14.8% 70.4% 85.2% 3.7% 11.1% 14.8%

2年生 0.0% 85.7% 85.7% 14.3% 0.0% 14.3%

3年生 10.0% 80.0% 90.0% 0.0% 10.0% 10.0%

1年生 7.1% 68.8% 75.9% 2.4% 21.8% 24.1%

2年生 4.8% 75.0% 79.8% 5.8% 14.4% 20.2%

3年生 6.8% 64.7% 71.4% 4.5% 24.1% 28.6%

楽しくない

③＋④
希望職業 学年

IT関係

クリエイティブ関係

IT関係・クリエイ

ティブ関係以外

楽しい

①＋②

令和4年度　専門学校生

① ② ③ ④

得意で楽しい
あまり得意では

ないが楽しい

難しくはないが

楽しくない

難しくて楽しく

ない

1年生 25.9% 74.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2年生 38.9% 55.6% 94.4% 0.0% 5.6% 5.6%

1年生 6.7% 53.3% 60.0% 20.0% 20.0% 40.0%

2年生 0.0% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 66.7%

1年生 3.4% 72.4% 75.9% 0.0% 24.1% 24.1%

2年生 0.0% 70.0% 70.0% 10.0% 20.0% 30.0%

楽しい

①＋②

楽しくない

③＋④
希望職業 学年

IT関係

クリエイティブ関係

IT関係・クリエイ

ティブ関係以外
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20.5%

47.6%

36.7%

64.1%

52.4%

56.7%

5.1%

0.0%

0.0%

5.1%

0.0%

6.7%

5.1%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年 (n=39)

2年 (n=21)

3年 (n=30)

プログラミング意識 ： IT関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない 無回答

0.0%

16.7%

0.0%

90.9%

83.3%

57.1%

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

42.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年 (n=11)

2年 (n=12)

3年 (n=7)

プログラミング意識 ： クリエイティブ関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

5.1%

3.6%

8.5%

70.3%

58.3%

58.5%

5.9%

4.3%

4.2%

17.8%

33.1%

28.9%

0.8%

0.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年 (n=118)

2年 (n=139)

3年 (n=142)

プログラミング意識 ： IT関係・クリエイティブ関係以外の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない 無回答

令和 3 年度 高校生 クロス集計 

問 5 プログラミングについてどのように思いますか。【回答は 1 つ】 

問 10 進学後に就職する場合も含めて、将来就職したい職業は何ですか。【回答は 1 つ】 
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37.5%

21.1%

30.0%

56.3%

63.2%

70.0%

2.1%

5.3%

4.2%

10.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=48)

2年(n=19)

3年(n=20)

プログラミング意識：IT関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

14.8%

10.0%

70.4%

85.7%

80.0%

3.7%

14.3%

11.1%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=27)

2年(n=7)

3年(n=10)

プログラミング意識：クリエイティブ関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

7.1%

4.8%

6.8%

68.8%

75.0%

64.7%

2.4%

5.8%

4.5%

21.8%

14.4%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=170)

2年(n=104)

3年(n=133)

プログラミング意識：IT関係・クリエイティブ関係以外の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

令和 4 年度 高校生 クロス集計 

問 5 プログラミングについてどのように思いますか。【回答は 1 つ】 

問 10 進学後に就職する場合も含めて、将来就職したい職業は何ですか。【回答は 1 つ】 
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14.3%

25.0%

81.0%

62.5%

0.0%

0.0%

4.8%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年 (n=21)

2年 (n=8)

プログラミング意識 ： IT関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

0.0%

0.0%

63.6%

33.3%

27.3%

33.3%

9.1%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年 (n=11)

2年 (n=3)

プログラミング意識 ： クリエイティブ関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

0.0%

0.0%

85.7%

42.9%

0.0%

7.1%

14.3%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年 (n=7)

2年 (n=14)

プログラミング意識 ： IT関係・クリエイティブ関係以外の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

令和 3 年度 専門学校生 クロス集計 

問 5 プログラミングについてどのように思いますか。【回答は 1 つ】 

問 7 将来就職したい職業は何ですか。【回答は 1 つ】 
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25.9%

38.9%

74.1%

55.6%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=27)

2年(n=18)

プログラミング意識：IT関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

6.7%

53.3%

33.3%

20.0%

66.7%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=15)

2年(n=3)

プログラミング意識：クリエイティブ関係の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

3.4%

72.4%

70.0%

10.0%

24.1%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=29)

2年(n=10)

プログラミング意識：IT関係・クリエイティブ関係以外の職業

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい 難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない

令和 4 年度 専門学校生 クロス集計 

問 5 プログラミングについてどのように思いますか。【回答は 1 つ】 

問 7 就職したい職業は何ですか。【回答は 1 つ】 
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4 昨年度のプレ実証講座から本年度の実証講座までの流れ 

ビジネス基礎の実証講座について、昨年度のプレ実証講座から本年度の実証講座

までの流れについて整理した。 

 

（1） 昨年度の人材養成の全体像とキャリア教育に関する課題 

昨年度事業において、人材養成の全体像（方向性）を下の図のとおり設定した。 

その中で、教育現場における課題の中のキャリア教育に関する課題として、経

営情報科の生徒のうち、昨年度実施した高校生アンケート結果によれば、システ

ム系、クリエイティブ系への進学・就職を希望している生徒は 23.9％で、経営情

報科としては少ないのではないかということがあった（下のグラフ参照）。 
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さらに、高校 1 年生の科目「ビジネス基礎」において、情報通信業のことにつ

いても触れてはあるが、「ビジネス基礎」は商業のガイダンス的な科目で、商業高

校で学ぶ内容について広く浅く網羅的な内容となっているため、情報通信業の理

解を深めるまでには至らない状況にあった。 

企業からは、まずは高校生がイメージできるように IT 業界の最新の情報につ

いて、情報提供したいという意見があった。 

また、プログラミングについて、苦手意識を持つ生徒もいるかもしれないが、

IT 関連の職種は幅広く、中にはプログラミングがあまり必要ない職種（ネット

ワーク技術者など）もあることも知ってもらい、プログラミングが苦手というだ

けで、IT 業界で働くことをあきらめないでほしいというような意見もあった。 

行政からは、県内就職率の向上という面からも県内の IT 企業のことを知って

ほしいという意見があった。 

 

（2） 昨年度のプレ実証講座について 

上記のような流れを受けて、昨年度のビジネス基礎のプレ実証講座としては、

下記のとおり、実施した。 

IT 業界の紹介だけでなく、プログラミングが必要な職種だけでないというこ

とで「情報通信業における多様な業種・多様な職種」について、また、「企業とし

て求める人材像」についても触れていただいた。 
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プレ実証講座後の生徒への主なアンケート結果をみると、95％近くが、「興味

が深まった」と回答し、印象に残ったポイントでも「情報通信業の幅広さ」と「企

業が求める人材像」が 60％で最も高く、「多様な業種・多様な職種」「企業として

求める人材像」という当初、目的としていた内容が生徒へ伝わっていることがう

かがえた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.0%

60.0%

45.7%

31.4%

27.1%

10.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

情報通信業の幅広さ

企業が求める人材像

資格取得

クリエイティブ（Web）系の仕事

システム（プログラミング）系の仕事

インフラ（ネットワーク・サーバー）系の仕事

今日の講義の中で印象に残ったポイントは何ですか

（n=70）

より興味が

深まった, 

41.4%改めて興味

が深まった, 

52.9%

あまり興味

は深まらな

かった, 5.7%

ほとんど興味は深

まらなかった, 

0.0%

今日の講義を通してICT（情報通信業）

に対する興味は深まりましたか

（n=70）
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（3） プレ実証講座を踏まえたコマシラバス、育成の視点の作成 

本年度においては、昨年度のビジネス基礎のプレ実証講座の内容を「コマシラ

バス（A）」としてまとめた。さらに、講師の方が変わっても対応できるよう内容

を一般化した「コマシラバス（B）」を作成した。 

さらに、実証講座を行う高等学校、企業等の関係者が目的を共有するために、

「育成の視点」を作成した。 

 

 

「育成の視点」としては、ビジネス基礎の内容として、ICT 業界のことや ICT

に関する業種や職種、企業が求める人材像などを盛り込むことを前提として、学

習のねらいや評価の観点等を次の 5 つに整理した。 

①生活の中の ICT 技術 

②ICT 技術の可能性 

③地元企業における仕事としての ICT 

④ICT 業界の仕事の楽しさ・やりがい 

⑤ビジネスに向かう姿勢 

 

なお、ビジネス基礎の実証講座の内容については、昨年度のプレ実証講座を基

本とするということで、分科会で議論したところ、企業から以下のような内容・

方法も効果的との意見があり、「育成の視点」の中にも反映したところである。 

・ICT に関する展示会等への参加、見学（最新の ICT 技術等の体験） 

・ICT 企業の若手社員との交流会等 

展示会等への参加については、コンソーシアムに参加している株式会社宮崎県

ソフトウェアセンターから宮崎県の事業として実施する展示会等の情報をご提

供いただいた。本年度は高等学校とのスケジュール調整が間に合わず、高等学校

での実施は実現しなかったが、宮崎情報ビジネス医療専門学校の情報システム科

の見学実習として令和 4 年 11 月 30 日に「みやざき DX 技術体験展示会」に参加

した。〔詳細については、176～177 ページ参照〕 

参加した学生へのアンケート結果をみると「企業から採用基準などを直接聞け

る機会があり、自分のやるべき最低ラインがようやくわかった」「AI を使ったリ

アルタイム通訳や危険な場所での研修を VR を使ってするなどどれもこれもおも

しろく、企業を知る機会になったため、とてもよい経験ができた」など、地元で

先進的な取組をしている企業を知ることで、学生自身のモチベーションなどにも

よい影響があったようである。来年度以降は、高等学校に展示会等のスケジュー

ルを早めに提示できるよう、企業とも連携を図りたい。  

コマシラバス及び育成の視点については、57～60 ページを参照 
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また、若手社員との交流については、本年度 12 月 9 日の実証講座で企業の若

手社員の方にも参加していただいて、ワークショップの指導等を行った。 

若手社員の方からの主な意見について、以下にまとめた。例えば、「積極的に質

問をしてくれて、教える側としても話かけやすかった」という意見もあり、年齢

が近いことから、生徒としても質問等しやすく、若手社員の方のサポートのおか

げで、良好な関係が構築できていたようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

進行や生徒をサポートする上で難しかった点や改善したい点

○複数の視点から課題解決による効果を導きだしてもらうために、ヒントを与え
すぎず教えることが難しかったです。

○生徒自らが現状の課題や不足している部分に気づき、改善をするために、どの
ような表現をすれば上手くヒントを与えられるかが難しかったです。

○自分なら理解できるのだが高校生に伝えた時に、分かりやすい表現に変える必
要がある部分が少し難しかった。

生徒の様子や反応について（終了後の生徒へのアンケート結果も含めて）

○生徒が積極的に作業に取りかかり、アドバイス等も素直に受け止めて、講座に
励んでくれたため、とてもやりがいがありました。

○アンケートで、大半の生徒がITに興味を持ってくれたことが分かり、参加でき
てよかったと思いました。

○実業務に近い内容の体験をしてもらうことができたので、生徒へ良い刺激に
なったのではないかと思います。

○理想形にするため、積極的にメンバーと会話したり、講師に質問をしてくれて
いたので、非常に良い雰囲気で進められていたと思います。

○積極的に質問をしてくれて、教える側としても話かけやすかったです。

○試行錯誤し、問題解決に向けて話し合いをしている姿を見て、「自分の高校時
代にも同じようなプログラムをしてほしかった」と思いました。

次年度以降、継続していくための要望や課題等

○卒業後を具体的に考え始める高校2年生に講座を行った方がより身につくのでは
と感じました。

○高校との連携を取り、要望を解決できるようなプログラム作成できると良いと
思いました。

○1年生に加えて、2・3年生にも受けられるプログラムが作成できると良いと思い
ました。

若手社員の方からの実証講座後の主なご意見
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（4） 本年度のビジネス基礎に関する実証講座計画 

 

 

本年度のビジネス基礎に関する実証講座については、下記のとおり、高等学校

と企業とのペアをつくり、それぞれのペアごとに高等学校の希望、企業からの提

案をもとに協議を進め、実施した。 

ビジネス基礎の実証講座としては、6 回（2 月実施予定含む）実施することと

なった。 

企業による講話はすべての実証講座で行い、実証講座①と実証講座⑤ではワー

クショップについても行った。 

また、実証講座②と実証講座④については、高等学校の 2 年次からシステム系

のコースとクリエイティブ系のコースに分かれる高校があることも考慮し、クリ

エイティブ系中心の内容とした。 

実証講座④については、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、オンライン

により実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

講座 日程
高等学校

講座内容
企業（講師）

実証講座①
12/9(金)

6コマ

富島高等学校 企業による講話
＋

ワークショップ株式会社デンサン

実証講座②
12/13(火)

1コマ

富島高等学校
企業による講話

【クリエイティブ系中心】
スパークジャパン株式会社

実証講座③
12/16(金)

1コマ

宮崎商業高等学校

企業による講話
株式会社宮崎県ソフトウェ
アセンター

実証講座④
12/19(月)

1コマ

都城商業高等学校
延岡商業高等学校

企業による講話
【クリエイティブ系中心】

※オンラインで実施株式会社ウェブサイト

実証講座⑤
12/21(水)

2コマ

都城商業高等学校 企業による講話
＋

ワークショップ株式会社ＭＪＣ

実証講座⑥
（実施予定）

2/16(木)
1コマ

延岡商業高等学校
企業による講話

スパークジャパン株式会社

令和4年度 ビジネス基礎 実証講座

ビジネス基礎に関する実証講座の詳細については「第 4 ビジネス基礎に関する実証講座」参照 
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（5） 本年度のビジネス基礎に関する実証講座の検証 

ア 実証講座後の生徒へのアンケート結果 

実証講座後の生徒へのアンケート結果について、実証講座前の興味関心の度

合いに関する「もともと ICT（情報通信技術）や情報通信業に対して興味があ

りましたか」という設問と実証講座後の興味関心の度合いに関する「講座全体

を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業（あるいは Web クリエイティブ）

に対する興味は深まりましたか」という設問についてクロス集計を行った。 

以下のグラフをみると、企業講話に加えてワークショップを行った実証講座

①と実証講座⑤については、「大いに興味があった」生徒が「以前よりかなり興

味が深まった」と回答した割合が 70％～80％程度と企業講話のみの実証講座

に比べて高くなっている。 

「少し興味があった」生徒についても「以前よりかなり興味が深まった」と

回答した割合が 45％～50％程度と企業講話のみの実証講座に比べて高い傾向

にある。 

こうしたことから、ワークショップを行ったことが、興味を深める結果につ

ながったのではないかと考えられる。 

 

 

実証講座①【企業講話＋ワークショップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証講座⑤【企業講話＋ワークショップ】 

 

 

 

 

 

 

 

66.7%

44.1%

12.5%

33.3%

55.9%

87.5%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

問11 今日一日の講座全体を通してICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興味は深まりましたか

以前よりかなり興味が深まった

以前より少し興味が深まった

あまり興味は深まらなかった

ほとんど興味は深まらなかった

＜縦軸＞

問1「もともとICT（情報通信技術）

や情報通信業に対して興味がありま

したか。」に対する回答

77.8%

52.2%

30.0%

22.2%

47.8%

60.0% 10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

問11 12月21日の講座全体を通してICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興味は深まりましたか

以前よりかなり興味が深まった

以前より少し興味が深まった

あまり興味は深まらなかった

ほとんど興味は深まらなかった

＜縦軸＞

問1「もともとICT（情報通信技術）

や情報通信業に対して興味があり

ましたか。」に対する回答
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実証講座②【企業講話のみ】（クリエイティブ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証講座③【企業講話のみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証講座④【企業講話のみ（オンライン）】（クリエイティブ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.3%

32.3%

41.7%

64.5%

77.8%

50.0%

3.2%

22.2%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

問7 今日の講座を通してWebクリエイティブの分野に対する興味は深まりましたか

以前よりかなり興味が深まった

以前より少し興味が深まった

あまり興味は深まらなかった

ほとんど興味は深まらなかった

＜縦軸＞

問1「もともとWebクリエイティブ

の分野に対して興味がありました

か。」に対する回答

43.8%

25.0%

8.3%

50.0%

71.9%

83.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

問7 今日の講座を通してICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興味は深まりましたか

以前よりかなり興味が深まった

以前より少し興味が深まった

あまり興味は深まらなかった

ほとんど興味は深まらなかった

＜縦軸＞

問1「もともとICT（情報通信技術）

や情報通信業に対して興味がありま

したか。」に対する回答

44.4%

44.9%

24.0%

55.6%

51.0%

68.0%

100.0%

4.1%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

問8 今回の講座を通してWebクリエイティブの分野に対する興味は深まりましたか。

以前よりかなり興味が深まった

以前より少し興味が深まった

あまり興味は深まらなかった

ほとんど興味は深まらなかった

＜縦軸＞

問2「もともとWebクリエイティブ

の分野に対して興味がありました

か。」に対する回答
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次ページ以降に実証講座後の生徒アンケートから自由意見について、実証講

座の目的に対して、生徒の反応がどうだったかを代表するような意見を抜粋し

た。 

講話については、知らなかったことを知ることができたとか、仕事に就きた

いと思っていた職種の内容を知ることができたとかの意見が多かった。 

ワークショップについては、企業の方から事前に講話の中で、社会人になる

とチームで仕事を進めることが多いので、コミュニケーション力が大事という

ような話を行っていたが、ワークショップのチーム内で役割分担をさせたこと

もあり、コミュニケーションをとりながら、作業を進めることができていたこ

とがうかがえる意見もみられた。 

コミュニケーション力については、昨年度事業の中で整理した人材養成の全

体像（方向性）〔35 ページ参照〕の中で、教育現場における課題の 1 つとして、

コミュニケーション力の低下やコミュニケーションの機会が少ない等のコ

ミュニケーション力に関する課題があげられていた。 

また、企業が求める能力・人材像の 1 つとしてコミュニケーション力がある

が、今回のビジネス基礎に関する実証講座で実施したようなワークショップは

コミュニケーション力を高める有力な方法と考えられる。〔ワークショップを

通じたコミュニケーション力の養成について 47 ページ参照〕 
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実証講座① 講座後の生徒アンケートの自由意見〔企業講話＋ワークショップ〕

ワークショップについて、グループ内でコミュニケーションがとれたという主な意見

初めての体験だったので最初は不安だったけど最後までみんなで協力してできたので良
かったです。

就職について深く考えることができたきっかけとなり、班みんなで意見を言い合いなが
ら、とてもいい活動をすることが出来ました。

将来に悩んでた時期にこういう体験ができて、とても勉強になった。みんなとのコミュ
ニケーションが取れていいグループ発表もできて、とても楽しかった。

普段できないことを、グループで協力しながら自分達の解決策を考え、それに合ったア
プリを作っていく難しさがあったが、楽しかったです。

とても楽しくできたし、友達との友好関係も深まった！

アプリの開発体験はとても難しかったけど、友達や先生とコミュニケーションをとりな
がら、作ることができとても楽しかったです！

開発体験は班のみんなで協力すると完成度の高いものに仕上がったので良い機会だった
なと思いました。

実証講座② 講座後の生徒アンケートの自由意見〔企業講話のみ〕

Webクリエイティブの仕事を知ることができたという主な意見

実際の企業の方が仕事を説明してくれていたので、とても説得力や現実味がありために
なりました！！

もっと詳しく知りたいと思った。もう少し時間が長かったら質問などが多くできたので
はないかと思った。

もともとWeb系の仕事に興味があったので今回の講座はとても勉強になりました。

どうやったら見やすくわかりやすいホームページが作れるのか、作るまでの作業などが
分かったので良かったです。

将来Webデザイナーになろうと思ってて、一体どんなことするんだろうって疑問の部分
もあったけど、今回の講話でとてもわかりやすく解説してくれて、今より興味が湧きま
した。

Webデザイナーになりたいとずっと思っていたので、今回の講座は私にとってとても勉
強になり、ためになるものでした。今回の講座を楽しみにしていたので、興味深いお話
が聞けて嬉しかったです。もっと、web業界に興味が湧き、webデザイナーになりたい
という気持ちが高まりました。

Webクリエイティブの仕事内容が、全く知らなかったので、とても良かったです。
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実証講座③ 講座後の生徒アンケートの自由意見〔企業講話のみ〕

ITの職種の幅広さ、地元のIT企業のことなどを知ることができたという主な意見

講師の方が話していたように、ITというとプログラマーをイメージしますが、今回意外
といろんなことしているんだなあとか、ITパスポートなどの国家試験を受けるといいと
か、学べることがたくさんありました。

IT企業と言っても、こんなにも色々な働き方があるのだと言うことを知ることができて、
興味深かったです。

今までは漠然としか知らなかったけど、今回の講座を受けてITについてさらに知りたい
と思いました。宮崎にもIT企業があると知って将来に就職も視野に入れてみようかと思
いました。

私は将来情報系の仕事に就職したいと思っているのですが、どんな職業があるのかを具
体的に知りませんでした。大体がプログラマーなどだろうと思っていたため、今日具体
的な仕事を知り、こんなに沢山仕事があるのかと驚くと同時に、自分が将来目指す職業
の選択の幅が広がりました。今日学んだ知識を忘れず、更に情報分野について詳しい知
識やスキルを身に付けていきたいと思います。

IT企業のことなど正直分からなかったので、今回の講座で少しでもIT企業について理解
することが出来てとてもいい機会になりました。

以前より情報処理についての知識が深まったと思います。実際、今勉強しているものが
何に繋がっているのか詳しく知らなかったので、今回の講習はとても勉強になりました。

今回の講座を受けて、ICTについての知識がなかったですが、講座を受けて知識もつき、
前より興味を深めることができました。自分は今、情報系の科目が好きなので将来の職
業を考えるいい機会になって良かったです。

実証講座④ 講座後の生徒アンケートの自由意見〔企業講話のみ〕（オンライン）

Webクリエイティブの仕事を知ることができたという主な意見

ホームページは以前に作った経験があったので今回この講座を通してもっとホームペー
ジに興味を持つことができました。

あまりWebサイトについては興味はなかったけど、今回の話を聞いて少し興味を持ちま
した。でもWebサイトを作るのが好きな人でないと仕事にするというのは難しいんだろ
うなと感じました。

自宅で簡単にウェブが作れることを知ったのでやってみたいと思いました。

なかなかWebサイトについて詳しく知る機会がなかったので講話が聴けて良かったです。

自分たちが日頃見ていたホームページがこういう人たちで作られていることを知って、
自分も以前からホームページの広告などの仕事をしたいと思っていたので参考になりま
した。

Webサイトを作るのはとても難しいものだと思っていましたが、意外と自分でも作った
りできるんだなと気付くことができました。

Webサイトのしくみとかあまり知らなかったけど今回の講座を聞いてよくわかりました

Webクリエイティブ分野について今まで何も知らなかったので、とても勉強になりまし
た。

Webクリエイティブについて自分の知らなかったことを知ることができ、話を聞いて
Webクリエイティブに対して興味を深めることができたのでとてもよかったと思いまし
た。
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実証講座⑤ 講座後の生徒アンケートの自由意見〔企業講話＋ワークショップ〕

ITの仕事を知ることができたという主な意見

ITの仕事について全然分からなかったけど今回の講座でITについて少し分かってITの仕
事に興味を持ちました！

ICTは難しい職業だから自分には絶対無理だと思っていたけど、今日の講話を聞いて人と
話すことが好きな自分にも少し可能性がある職なのかなと思いました。知らなかったこ
とを知ることができ、とても面白かったです。

今回ITの職業講話を聞いて、とてもITへの理解が深まりました。今まで情報について
様々なことを勉強してたことがどんなことに繋がるなどよく分かり、とても良い機会で
した。

ITの仕事に就こうと思っていたので、興味が深まってもっと調べたいと思いました。

ITについて知らないことが多かったので、今回知ることができてよかったです。

最初はあまりICTについてわからなかったけどこの授業を通してICTについて少し理解す
る事ができたので良かったです。

ワークショップ（体験学習）について、楽しかった・協力できたという主な意見

ICTのことについてあまり知らなかったので、今回の体験学習でより情報通信業に興味を
持つことができました。

ICTについて詳しく知ることができたし、体験型学習がとても楽しかったです。

将来、プログラマーやシステムエンジニアのような職業に就きたいと考えているので、
とても良い勉強になりました。後半の体験学習が楽しかったです！

班のみんなと、どのような機能があるといいかなどコミュニケーションをとることがで
き、新しい考え方なども学べ、いい経験になった。

IT系にはあまり興味がなかったけど話を聞いて、少し楽しそうだなと感じました。また、
体験型学習の時はグループの人達と協力してできたので、良かったと思いました。
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前半の講話の中でのコミュニケーション
に関する説明（企業として伝えたいこと）

後半のワークショップ
グループ内での役割分担（イメージ）

○システム開発は一人でパソコンに向かってプログラ
ミングをしているイメージがあるかもしないが、
基本的にチームで仕事を進めるので、コミュニケー
ション力や協調性が大事

プレゼン
資料づくり

ノーコード
アプリで

開発

ネットで
調べるなど

お互いにコミュニケー
ションをとらないと
いいものができない

終了後の生徒アンケートの
自由意見

○普段できないことを、グループで協
力しながら自分達の解決策を考え、
それに合ったアプリを作っていく難
しさがあったが、楽しかったです。

○開発体験は班のみんなで協力すると
完成度の高いものに仕上がったので
良い機会だったなと思いました。

○班のみんなと、どのような機能があ
るといいかなどコミュニケーション
をとることができ、新しい考え方な
ども学べ、いい経験になった。

終了後の企業からの
ご意見

○終了後の生徒アンケートで班の
メンバーでコミュニケーション
取りながら開発する事で、より
よいものを作ることができたと
いうコメントはとてもうれしく
感じました。

○最終的には、グループ内にて活
発的な論議が実施され、作成し
て頂いた資料もすばらしかった。

ワークショップを通じたコミュニケーション力の養成

（実証講座①、実証講座⑤を例として）
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イ 高等学校、企業、専門学校の意見概要 

本年度12月に実施したビジネス基礎に関する実証講座について、高等学校、

企業、専門学校からの意見の要点をまとめると次ページのとおりとなる。 

実施時期やオンラインよりもリアルでの実施のほうがやりやすいなどの課

題も明らかになったが、生徒へのアンケート結果もあわせて考えると、概ね計

画どおりに実施できた。 

これは特に、講師をお願いした企業と実証講座の対象となる高等学校とで、

基本的に下記の図のような流れで 2 回の事前協議を行い、高等学校と企業とが

お互いに意見をすり合わせできた結果だと考える。（ただし、時間の都合等で

事前協議が 1 回の場合もあった。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ビジネス基礎の実証講座に関する総括 

来年度のビジネス基礎に関する実証講座については、高等学校からの希望を

もとに、実施時期としては、1 年生が 2 年次からのコースを選択する前である

7 月頃を目標としたい。 

また、内容としては、2 年次からのコース選択がある高等学校のことも考慮

し、システム系中心とクリエイティブ系中心の 2 つのパターンを基本とし、企

業講話とワークショップ等をどう組み合わせるか、あるいはどちらかのみか、

高等学校の希望に応じて検討したい。 

なお、第 5 回分科会（令和 5 年 1 月 19 日開催）において、12 月に実施した

実証講座の総括について議論したが、企業から提示のあった「希望者を募って、

興味のある生徒に集中して講座を行うという考え方もあるのではないか」とい

う意見に対して、高等学校からは、いい考えで、夏休みに専門学校に高校生（希

望者や情報系の部活動の生徒）を集めて実施してはどうかという意見もあった。  

1回目協議 2回目協議

高等学校からの希
望、企業からの提
案のすり合わせ

講座内容案につい
て協議

講
座
内
容
案
の

作
成(

企
業)

講
座
内
容
の

修
正(

企
業)

実証講座
実施

［高等学校・企業・専門学校の3者で協議］実証講座に関する事前協議の流れ

高等学校の希望の例
・ビッグデータの扱い方も含めてほしい
・生徒も参加できることがあるといい

企業からの提案の例
・課題解決のワークショップはどうか
・仕事の中身を具体的に伝えたい

修正案の例
・ワークショップの課題

を高校生に身近な内容
に修正してほしい
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○内容について

高校と企業との事前協議を行うことで、「育成の視点」や高校の希望等もふまえることができ、概
ね理想的に設定できた。

○時間数（コマ数）について

講話だけの1コマの場合、高校・企業ともに足りなかったという意見があった。
グループワークを取り入れた講座については、基本的に妥当という意見だった。

○内容のレベル

高校からは、わかりやすかった、妥当だったという意見が多かった。1コマの場合、時間の制約から
生徒が理解する前にテーマが変わるような場面もあったというような意見もあった。

○内容や課題を設定する上で難しかった点や改善したい点（企業）

ワークショップの課題については、どのような課題であれば高校生がイメージできるかで相当悩ん
だ。
体験型のワークショップなどができるともっといろいろお伝えできたかもしれない。（講話のみ
だった講座）

○進行や生徒をサポートする上で難しかった点や改善したい点（企業）

次やるときはリアルを希望（生徒の表情を見ながら話したい）
若手社員の方（ワークショップのサポート）：自分では理解できるが高校生にどうやってわかりや
すく伝えるか、ヒントをどうすればうまく与えられるかなど。

○生徒の様子や反応について

アンケート結果で、生徒に伝えたい内容が伝わっていたりして、うれしかったとか、安心したとか。
ワークショップでは積極的に質問してくれたとか、楽しく活動していたなどプラスのイメージ。

○実証講座の準備について

高校、企業とも基本的に十分だったという意見
（基本的には2回の事前協議を実施した［最低でも1回］）

○継続していくために必要なこと

希望者を募って、興味のある生徒に集中して行うという考え方もあるのでは。（企業）
継続することに意味があるので、2、3年生にも実施したほうがよいのでは。（企業）

○その他の感想や意見

コース選択の前や資格取得に向け早い段階で興味関心がわくように1学期に実施してほしい。（6月
～7月頃）
複数の学校で集まって、ワークショップや発表会をするのもおもしろい。（企業）
デジタルネイティブ世代は初めてのツールでも抵抗なく、非常に心強い。（企業）
生徒が講話や講演に慣れていて、学校では効果が薄い気がする。できれば会社見学などとセットで
行うとよいかもしれない。（高校）
リモートだと講演者の情熱的なところが伝わりにくい。（高校）

令和4年度ビジネス基礎に関する実証講座について

高等学校・企業・専門学校の意見総括
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（6） プログラミングに関する実証講座について 

 

 

プログラミングに関する実証講座については、52 ページのような流れで検討

を行った。 

昨年度、人材養成の全体像（方向性）〔35 ページ参照〕を整理する中で、プロ

グラミング教育については、授業についていけず挫折する生徒が出てくるという

ことで、いかに挫折させないかということが課題としてあった。 

また、プログラミング教育の方向性としては、まずは、楽しさ、興味、好奇心

をキーワードとして、プログラミングに抵抗感を感じさせないような教育が必要

ではないかという意見があった。 

昨年度の議論をもとに、今年度、プログラミングに関する実証講座を計画する

にあたっては、まず、プログラミングに関する論点を設定し、分科会でグループ

討議を行った。主な論点の討議結果は 54 ページの表のとおりである。 

プログラミングに関する分科会での議論を受けて、プログラミング実証講座の

案として、まず、p5.js を宮崎情報ビジネス医療専門学校より提案した。 

提案した p5.js の内容については、分科会において、プログラミング教材とし

ては、授業の導入時期には適しているが、それ以外では難しいというような意見

が多かったため、さらに複数の実証講座の案を提示した。 

その中で 4 校がやってみたいという希望であった企業による Python または AI

を使ったアプリ紹介（体験）をベースに今年度、プレ実証講座を行うこととした

（令和 5 年 2 月実施予定）。 

 

プログラミングの実証講座については、ビジネス基礎と比べて、以下のような

点で共通認識を得るのに難しい面があった。 

次年度以降は、高等学校、企業とも協議を深めながらプログラミングの実証講

座を計画していきたい。 

○科目「プログラミング」以外にも「情報」「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」のほか、学校

設定科目（AI、データサイエンス関連）においてもプログラミングを行って

おり、言語も Python だけでなく、HTML や CSS、VB（VisualBasic）など

でも行っている。 

○同じ 1 年生でも授業の進み具合に応じて、求められる教材のレベルが変わっ

てくる。 

○商業高校としては、基本的に全商（公益財団法人全国商業高等学校協会）の

情報処理検定試験（プログラミング部門・ビジネス情報部門）を必ず受験す

るが、プログラミング部門の検定試験はコーディングではなくフロー図等が

プログラミングに関する実証講座の詳細については「第 5 プログラミングに関する実証講座」参照 
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中心となっており、検定対策としての授業とプログラムをつくるコーディン

グの授業とのバランスが難しい状況にある。 

○本事業に参加している高等学校 4 校のうち 3 校は 2 年次からシステム系（プ

ログラミング等）中心のコースとクリエイティブ系（あるいはアプリケー

ションの活用等）中心のコースに分かれることになるが、4 校それぞれのプ

ログラミングに関する目標等との擦り合わせが十分できなかった。 

○特に、情報ソリューション科に改編されたことで、プログラミングの授業で

学んだ Python を使って、AI、データサイエンスの授業を行う流れとなって

おり、科目間の接続も意識する必要がある。 
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プログラミングに関する実証講座検討の流れ

人材養成の全体像（方向性）における
プログラミング教育関連部分

プログラミング教育に
関する課題

いかに挫折させないか

プログラミング教育の
方向性

抵抗感を感じさせない（楽
しさ、興味、好奇心）

プログラミングに関する10の論点の議論（グループ討議）

論点1 プログラミング授業の現状

論点2 高校段階(情報ソリューション科)で習得してほしいプログラミングのレベル

論点3 プログラミング嫌い(楽しくない)の理由と対応

論点4 プログラミングの効果的な学び方

論点5 高校のプログラミング授業への企業、専門学校が持つノウハウの取り入れ

論点6
プログラミングの勉強がどのように役立つか
（高校3年間の視点、高校卒業後の視点）

論点7 プログラミングに関する高等学校の先生向け研修について

論点8
Pythonの教材、開発環境等について
（Python以外の言語の学習状況、クリエイティブ系で必要とされるプログラ
ミング言語）

論点9 中学校までのプログラミング教育との接続

論点10 プログラミングと資格試験対策の関わり

令和3年度

令和4年度

〔討議の結果については、「第5 プログラミングに関する実証講座」の1の(2)のア～ウ参照〕

プログラミング教材・実証講座案の提案

p5.jsによる実証講座の提案

○特徴として、実行結果がグラフィ
カルでわかりやすい

○高校・企業からの意見として、導
入の教材としてはよい

その他の実証講座の提案

○事務局(宮崎情報ビジネス医療専門
学校)より、次ページ表の案を提案

○次ページ表のNo.4を4校ともやって
みたい

○次年度、プログラミング授業の導
入として希望の高校で実施

○次ページ表のNo.4の内容をベース
に、今年度、AI概論や機械学習を
テーマとし、プレ実証講座として2
月末頃、実施予定
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No.
大まかな
レベル

授業の目的 テーマ 内容（概要）

やっ
てみ
たい
高校

1 初級
高校生にプログラミング
のイメージをつかんでも
らう。

プログラミン
グ体験

Scratchで簡単なゲームを作成することに
よって、プログラミングのイメージをつ
かんでもらう

2校

2 初級
プログラミングに興味を
持ってもらう。

Excelのキャ
ンバスに絵を
描く

「セルに色を付ける」「色を変えてみ
る」などの簡単な処理を通じて、プログ
ラムの基本的な構造について理解する。

2校

3 初級
少し複雑なプログラムの
構造を知る。

Excelキャン
バスの絵を動
かす

上記4の応用的な内容。「色のついたセル
を動かす」「色を変えながら動かす」な
ど、簡単な動きを作り出すプログラムの
構造を考える。

2校

4
初級

(実践が入
ると中級)

AIが具体的にどのように
活用されているのかを体
験する。
AIを活用するプログラミ
ングを体験する。

Python体験
or AIアプリ
体験

企業によるPython or AIを使ったアプリ紹
介
例：企業が開発したアプリを生徒に体験
させて、どういう処理をしているのかわ
かりやすく説明する。
可能であれば、機能を簡略化してプログ
ラミングを体験する。

4校

5 中級
Pythonを用いて機械学習
（画像認識）を体験して
もらう。

AI体験
ある程度完成しているPythonプログラム
を触らせて、画像認識を行うプログラム
を完成させる

0

6 中級
プログラミングを実践し
てアプリをつくる。

Webクーポン
アプリをつく
る

Pythonの「Flask」というライブラリを
利用してWebアプリを開発。プログラミ
ングとしてはHTML、CSSを中心に使用。

1校

7

中級～
上級

(内容によ
る)

プログラミングの課題
（仕様）を与えて、プロ
グラミングを完成するま
で、またはAdobeXDによ
る試作品を作ることによ
り、仕事の流れを体験す
ることを通して、実践力
を身に付ける。

アプリ開発
（XDも試し
てみる）

アプリ開発の流れを体験するワーク
ショップ。
課題を解決するプロセスを学ぶ。

1校

8 ー

企業の若手社員あるいは
専門学校生と一緒に授業
をすることによって、自
分のロールモデルとする。
また、指導補助を受ける
ことによって、プログラ
ミングの理解度を高める。

企業or専門学
校生との授業

高校の既存のPythonの授業でもいいので、
企業の若手社員または専門学校の学生が
指導補助につく。

1校

プログラミングに関する実証講座の提案内容
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論点2
高校段階(情報ソリューション科)で習得してほしいプログラミングのレベル

○「嫌い」で卒業させない、興味を持たせて卒業させる
○自分でエラーを解決するレベル、解決しようとする姿勢
○ゴールに向かって、流れ図がイメージできるようなところまでは学習してもらいた

い。
○せめて、論理的思考を身につけて卒業してもらいたい。
○できれば何か1つ言語を学んできてほしい。
○（若い社員に聞いてみたところ）C言語、JavaScriptがいいのではないか。とにか

く何かしらの言語を極めて（習得して）いればどの言語にも対応できる。自分で考
えて構築できるレベルでいけば、本当に素晴らしい。

論点3
プログラミング嫌い(楽しくない)の理由と対応

○分からない＝嫌い
○検定のための授業、生徒の希望（こういうことがしたい）と授業のギャップ
○エラーで思考がストップしてしまう
○学校の現状：3行以上の文章を読まない生徒が多い。
○食わず嫌い。必要性を感じてないのではないか。
○（対応として）成果物があるといい。
○やらされている感があるからではないか。

→2年生でコースが分かれたりする→システム系に流れる子が少ない。
○最初の導入段階で興味は湧く。（ドローンを飛ばす、ちょっとした動きのあるプロ

グラミング）
○その後、実際に教科書対応になった瞬間、生徒たちの気持ちがついてこない。→そ

こで嫌いが分かれていく部分。

論点4
プログラミングの効果的な学び方

○「好き」でいてほしい。
○専門学校：最初に楽しい授業から入って、中身のプログラミングに移る。
○楽しい、学びたいという感覚を体験 → 高校でも一定の効果があるのではないか。
○工業高校：プログラミング → ロボット完成
○商業高校：ゲーム、アプリ
○ぷよぷよのプログラミング、Pythonライブラリの「Flask（フラスク）」（ウェブ

ページ作成）→ 可視化することができるのでは。
○マクロ：可視化した学習ができるので、とっつきやすい。
○設計書が理解できたかどうかを確認しながら、商業高校の場合、プログラミングの

問題の条件を確認しながらやらせていくとよい。
○ペア学習

企業側：全くできない（始めたばっかりの）社員と、経験のある社員
→発展させた授業のあり方：合同授業（2年生＋1年生、3年生＋2年生）

○目に見えて変化があるようなものの方が、生徒は食いつきやすい。
・HTML、CSS、JavaScriptなど（結果がわかりやすい）
・Pythonは変化があまりないところがちょっと難しいのではないか。

プログラミングに関する10の論点のうちの主な論点の討議結果
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5 高校教員向けの新しい要素に対応する研修会について 

 

 

 

本事業に参加いただいている高等学校については、これまでの経営情報科から本

年度より、情報ソリューション科に学科改編となっている。情報ソリューション科

への改編に伴い、新しい要素として、システム系に関するものとしては、プログラ

ミング言語 Python の導入、AI・データサイエンスに関する科目の導入、クリエイ

ティブ系に関するものとしては、静止画編集、動画編集などのクリエイティブ系ソ

フトの導入などがあげられる。 

こうした新しい要素の導入に伴い、高等学校からは、Python や AI・データサイ

エンス、クリエイティブ系ソフトの操作など、教える側としても初めて経験するよ

うな内容でもあり、教員向けの研修を行ってほしいとの希望が多くあった。 

コンソーシアムに参加している企業、専門学校による高校生向けの実証講座のほ

かに、企業、専門学校がさらに、教員向けに新しい要素に対応できるような研修会

（リカレント研修）を行うことによって、教える側のレベルアップも図ることがで

き、その結果、生徒への情報ソリューション科にふさわしい学びの提供に、より貢

献できるものと考える。 

本年度は下記のような内容で、3 つの研修会を行ったが、参加した先生方の満足

度も高く、また、県教育委員会からは、県下の他の商業高校等にも広げてほしいと

の意見もあり、コンソーシアムの連携による高・専連携の大きな効果の 1 つとして

考え、次年度以降も高等学校の研修内容に関する希望も反映しながら、継続してい

きたい。 

○Illustrator と Photoshop の基本的な操作方法［クリエイティブ系（静止画）］ 

○Python の基礎［システム系］ 

○Premiere Pro と After Effects の基本的操作［クリエイティブ系（動画）］ 

 

 

 

 

 

 

  

先生

生徒

授業

企業・専門学校

企業・専門学校

高・専連携による実証講座

リカレント研修
(新しい要素への対応)

新しい要素
○Python
○AI・データサイ

エンス
○クリエイティブ

系ソフト

高等学校
(情報ソリューション科)

教員向け研修会のイメージ

高校教員向けの研修会の詳細については「第 6 専門学校生の取組及び教員向け研修会」の「2 宮崎

情報ビジネス医療専門学校主催の教員向け研修会」参照 
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6 コンソーシアムの連携による効果 

先にみた高校教員向けの研修会のほかにもコンソーシアムの連携による効果と

して、以下の研修会や展示会に参加することができた。 

これまでは、以下のような研修会や展示会が開催されていても高等学校や専門学

校に情報が届かずに参加できなかったこともあるが、今回、企業（業界団体）がコ

ンソーシアムに参加していることで、研修会や展示会の情報が入手でき、参加する

機会が得られた。 

本年度は、シンポジウムを開催し、本事業による高等学校・企業・行政・専門学

校によるコンソーシアムを職業教育コンソーシアムと位置づけし、コンソーシアム

内の連携強化を図るとともに、関係者等への周知を図った。 

下記のような効果は当初、想定していなかったが、コンソーシアムの大きなメ

リットとして次年度以降も引き続き、コンソーシアム内の情報共有と連携を図って

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■参加経緯
本委託事業のコンソーシアムメンバーでもある株式会社宮崎県ソフト
ウェアセンター（当該展示会事務局）より情報提供をいただき、宮崎
情報ビジネス医療専門学校の情報システム科の学生（101名）が見学
実習として参加

■実施概要
○日時：令和4年11月29日～30日
○内容：デジタル技術の体験型の展示会。

宮崎県内企業9社、県外企業11社が参加

■参加経緯
宮崎県内ICT企業従事者やICT部門従事者向けの技術研修であったが、
本委託事業のコンソーシアムメンバーでもある株式会社宮崎県ソフト
ウェアセンター（当該人材育成事業運営事務局）のご紹介により、本
研修を希望する分科会参加の高校・専門学校の教員計4名が参加

■研修概要
○研修コース：AI・Python・データ分析研修
○期日：令和4年12月12日～ 令和5年1月27日 ※全6回
○参加者：宮崎商業高等学校1名、富島高等学校1名、

宮崎情報ビジネス医療専門学校２名

みやざきDX技術体験展示会

宮崎県 令和4年度 みやざきICT産業を担う人材育成事業

学生の展示会見学

教員の研修会参加

〔詳細については「第 6 専門学校生の取組及び教員向け研修会」の「1 専門学校生の取組」参照〕 

〔詳細については「第 6 専門学校生の取組及び教員向け研修会」の「3 外部団体主催の教員向け

研修会」参照〕 



57 

第 4 ビジネス基礎に関する実証講座 

1 ビジネス基礎に関する実証講座の概要 

（1） 令和 4 年度の実証講座の目的 

ビジネス基礎に関する実証講座について、令和 4 年度から本格的に実証講座を

始めるにあたり、令和 3 年度の 2 月に、宮崎商業高等学校経営情報科 1 年生を対

象としてプレ実証講座を実施し、その効果測定のため、講座終了後に生徒へのア

ンケート調査を行ったところ、結果は次のとおりであった。 

アンケート結果を見てみると、「今日の講義の中で印象に残ったポイントは何

ですか」（複数選択）の問いに対して「情報通信業の幅の広さ：60.0%」、「企業が

求める人材像：60.0%」「資格取得：45.7%」の回答が上位を占め、「今日の講義を

通して ICT（情報通信技術）について理解できましたか」という問いに対して、

「とても理解が深まった：48.6%」、「少し理解が深まった：50.0％」と 98.6%の

生徒が ICT に関する理解の深まりを示し、「企業や外部の方による講義に対する

要望について」の問いでも 84.3%の生徒が「今後もやってほしい」という要望が

あった。 

また、自由記述欄では「ICT にもいろいろあることを知った。将来 ICT 関係の

仕事に就きたいと思っているので、今日の講座を生かしていきたい。」「今回の講

座で今まで知らなかった ICT に関することをたくさんの学ぶことができた。宮

崎がこんなにもたくさんの ICT に関わっていることにとても驚いた。」「IT 系の

仕事に対して自分では無理だなと思っていたが、今日の話を聞いて IT 人材が不

足していることを知り、もう少し頑張ってみようと思った。どの分野でも IT 関

連に強い人は必要になるらしいので、今いる環境に感謝しつつ、資格取得などに

励んでいきたい」等、予想以上に多くの成果が得ることができた。 

本年度は 1 年生のうちに ICT（情報通信技術）に含まれる職種がプログラミン

グだけではなく様々な分野があることや、地元にも活躍している IT 企業がある

こと、IT 企業が求めている人材等を伝えることで、高校生の ICT に関する興味・

関心を高めて、将来の地域産業のデジタル化を担う人材の育成につながることを

目的に、共通科目である「ビジネス基礎」を通して、実証講座を行うことにした。 

 

（2） コマシラバスの作成 

本年度の実証講座を行うにあたり、改めて、昨年度実施したスパークジャパン

株式会社の「ビジネス基礎」プレ実証講座のコマシラバス（Ａ）を作成すること

にした。ただ、このシラバス（A）では、今後、他の企業に講師を依頼する際、

参考にはなっても、各企業の特色が出にくいのではないかという反省のもと、他

の企業の講師でも自社の特色を出しながら同様の効果が得られる講座が実施で

きるように、別途、汎用的なコマシラバス（Ｂ）を作成し、分科会で提案した。 
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プレ実証講座コマシラバス（Ａ） 

 
 

時間：50分

・自己紹介 3:05

・現在のITの仕事

6:17

・ICT産業の歴史 7:43

・日々の行動の大 8:48

　きな変化

・企業の変化 16:00

・オリンピックで 18:05

　のIT活用

・第4次産業革命と 19:35

　2025年の崖

・IT企業の職種 24:50

・ICT（情報通信） 26:15

・今後の展望 34:00

・求める人物像 38:04

・資格について 43:20

・最後に伝えたい 45:33

　こと

47:15

　業に限らず）

　●インフラ事業（ネットワーク・サーバー・セキュリティ）

　●システム開発事業（業務効率化）…プログラミング、HPの裏側の仕組み

　●CRM/SFA事業（顧客管理・営業支援）…ふるさと納税

・「できるかできないか」ではなく、「やるかやらないか」が大事である

　ジメント試験

・高校で取得しておくとよい資格：ITパスポート試験、情報セキュリティマネ

　思考） 、伝える力（プレゼン）

　期待できる人…気づく力（問題発見）、聴く力（傾聴）、考える力（論理的

・ものづくりに興味や楽しさを見いだす事ができ、共に働く中で素直な成長が

　IT企業は場所を選ばない

・オリンピックで導入された入場管理や自動採点システム、ドローン、自動運

・Web、ビッグデータ、IoT、AIなどのICTを使った産業の仕組みを変革する第

　スマホでLINE、ツイッター、インスタ、チケット購入、検索、Youtubeなど

　転等のIT活用

　ＥＣにおけるネット購買金額などの行動の変化

　●データセンター・クラウド事業…データセンター、Wifiの設置

・ICT（情報通信）についても、サービス系、構築系、運用系と分類される

・IT企業といってもいろいろな種類の仕事がある

　4次産業革命、IT業界が抱える「2025年の崖」問題：IT人材が43万人不足

時間

コマ目標

科目名

単元目標

コマテーマ

ることで、高校１年次におけるキャリア教育の一助とする。

実際に情報通信業に携わっている地元企業の講師からの講話を受けることで、情報通信業に

「ＩＣＴ（情報通信技術）について」

情報通信業の役割や種類、今後の動向について理解する

評価方法 授業態度・課題（振りかえりシート）の取り組み姿勢

対する理解や興味関心を高めるとともに、地元の情報通信業界の動向や求められる人材を知

内容項目
過
程

導
入

展
　
　
開

ま
と
め

ビジネス基礎

・ICT関連企業に就職する、しないに関わらず身につけておいた方が良い

・宮崎の企業でもICTを活用して発展している会社はたくさんある（IT関連企

・ICT（情報通信技術）は、どのような企業に行っても重要な知識

　●Webマーケティング事業（集客・育成）…HP、予約システム

・経歴、座右の銘、人生のテーマについて

・生活の身近なところでたくさんのITサービスが使われている

・「最適化」の今「変化に対応できる人材」が求められている

・産業の歴史が「機械化」「効率化」「自動化」から現在は「最適化」へ

・第１次産業革命から第４次産業革命へ

・トイレの利用時間(2分30秒→6分)、自動車購入時の来店回数(4.2回→1.5回)、

・トヨタ自動車、豊田自動織機、FUJIFILMなどの企業の変化

・スパークジャパンの今後の展望…「宮崎をアジアのシリコンバレーに！」

・高校生活の中で、ICTにより興味を持ってほしい

　その反対にあるのは、「何もしない」「見てるだけ」

・「成功」の反対語は「失敗」ではなく、「成功」も「失敗」も同じである

※　授業終了後に、生徒の意識の変化を把握するためのアンケートを実施する



59 

「ビジネス基礎」コマシラバス（Ｂ） 

 

時間： 50分

・アイスブレイキ

　ング ５

分

・ICT産業の歴史

・ICT産業の現在

１５

分

　

・ICT産業の将来

　

・IT企業の職種

・IT企業の業種 ２０

分

・今後の展望と求

める人材

５

分

・最後に伝えたい

　こと ５

分

ま
と
め

内容

・第4次産業革命と2025年の崖

・オリンピックでのIT活用

・企業の変化（トヨタ自動車、豊田自動織機、FUJIFILMなど）

・人々の行動の変化（消費行動、トイレの時間、店舗への来店数など）

・ICT産業の歴史

・「最適化」の現代に求められる人材とは？

・第１次産業革命から第４次産業革命（機械化→効率化→自動化→最適化）

　●LINE、ツイッター、インスタ、EC、チケット購入、検索、Youtubeなど

・生徒の身近にあるＩＣＴ

・自己紹介、座右の銘、人生のテーマ

　●IT業界が抱える「2025年の崖」問題：IT人材が43万人不足

　●Webマーケティング事業（集客・育成）…HP、予約システム

・IT企業の様々な職種

　●運用系：サポート、コールセンター

　●高校１年生の生徒へのメッセージ

　●高校の時に体験・経験すべきこと

　●高校での学びが社会に出て役立つこと（ICTに限らず）

・IT企業の職業人・社会人の先輩としてぜひ伝えたいこと

・高校で取得すべき資格と資格を取得することの意義

　●現代社会で求められているIT人材とは？

　●IT企業で求められる人物像とは？

・求める人物像

　●IT企業は場所を選ばない

・宮崎におけるICT産業の可能性

　●選手村での自動運転

　●ドローン

　●データセンター・クラウド事業…データセンター、WiFiの設置

　●インフラ事業（ネットワーク・サーバー・セキュリティ）

　●システム開発事業（業務効率化）…プログラミング、HPの裏側の仕組み

　●CRM/SFA事業（顧客管理・営業支援）…ふるさと納税

展
　
　
開

ビジネス基礎

過
程

　●自動採点システム

　●顔認証の入場管理自動運

　　/ネットワーク)

　●構築系：Web/動画/デザイン、システム開発(AI/IoT)、インフラ(サーバー

　　BtoB：販売管理、顧客管理、営業管理、受発注管理、在庫管理、工事管理

　　BtoC：検索エンジン、動画サービス、EC、ゲーム、情報サイト

　●サービス系

・ICT（情報通信業）の様々な業種

　第4次産業革命

　●Web、ビッグデータ、IoT、AIなどのICTを使った産業の仕組みを変革する

※　授業終了後に、生徒の意識の変化を把握するためのアンケートを実施する

時間

コマ目標

科目名

単元目標

コマテーマ

れる人材を知ることで、高校１年次におけるキャリア教育の一助とする。

実際に情報通信業に携わっている地元企業の講師からの講話を受けることで、情報通

「ＩＣＴ（情報通信技術）について」

情報通信業の役割や種類、今後の動向について理解する

評価方法 授業態度・課題（振りかえりシート）の取り組み姿勢

信業に対する理解や興味関心を高めるとともに、地元の情報通信業界の動向や求めら

項目

導
入
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（3） 「ビジネス基礎育成の視点」の作成 

コマシラバス（B）と併せて、さらに各企業の講師が行う実証講座で求める育

成の視点を受講する高校生が同等に得られるように、別途、本講座の育成の視点

として、「生活の中の ICT 技術」「ICT 技術の可能性」「地元企業における仕事と

しての ICT」「ICT 業界の仕事の楽しさ・やりがい」「ビジネスに向かう姿勢」の

5 つを設定して、コマシラバス同様分科会で協議して、各講師へ共有してもらう

ことになった。 

「ビジネス基礎」育成の視点 

 

育成の視点 学習のねらい
課題（生徒への

問）
（十分に満足でき

るレベル）
評価観点 評価方法

1 生活の中のICT技術

　自らの生活や様々な
ビジネスにＩＣＴ技術
が活用されていること
について理解を深め
る。

　自分たちの生活
やビジネスの中で
使われているICT
技術についてイン
ターネット等で調
べ、レポートにま
とめなさい。

　自分たちの生活
やビジネスで使わ
れているICT技術に
ついて調べわかり
やすくレポートに
まとめている。

知識・技
能

レポート

2 ICT技術の可能性

　ICTに関する展示会や
イベント等に参加し、
デジタルに関する新技
術を体験しICT技術活用
の可能性について理解
を深める。

　ICTに関する展
示会やイベント等
に参加し、デジタ
ルに関する新技術
を体験しICT技術
活用の可能性をレ
ポートにまとめな
さい。

　自分たちが暮ら
す地域の特色ある
ビジネスについて
調べわかりやすく
レポートにまとめ
ている。

知識・技
能

思考・判
断・表現

レポート
（ワーク
シート）

3
地元企業における
仕事としてのICT

　地元ICT企業の方の話
を聞いたりICT企業求人
情報を収集したりする
ことを通して、地元ICT
企業の業務や仕事内容
について理解を深め
る。

　地元ICT企業の
方の話を聞いたり
ICT企業求人情報
を収集したことを
まとめて、地元
ICT企業の良さを
含めてわかりやす
く発表しなさい。

　地元ICT企業の方
の話を聞いたりICT
企業求人情報を収
集したことをまと
め、その結果をわ
かりやすく発表す
ることができる。

知識・技
能

思考・判
断・表現

情報収集
のまとめ

発表

4
ICT業界の仕事の楽
しさ・やりがい

　地元ICT企業現場の年
齢の近い方と交流する
ことによりICT業界にお
ける仕事の楽しさやや
りがいについて理解を
深める。

　地元ICT企業現
場の年齢の近い方
と交流することに
よりICT業界にお
ける仕事の楽しさ
ややりがいについ
て考え、その理由
とともに記述しな
さい。

　ICT業界における
仕事の楽しさやや
りがいについてそ
の理由とともによ
くまとめている。
意欲的な発言する
とともに理解しよ
うと主体的かつ協
働的な活動ができ
ている。

知識・技
能

主体的に
学習に取
り組む態
度

体験・観
察

レポート

5
ビジネスに向かう
姿勢

　ICT業界における現場
実習等を通してビジネ
スに求められるコミュ
ニケーションやビジネ
スに向かう姿勢の重要
性について理解を深め
る。

　ICT現場実習等
を通してビジネス
に求められるコ
ミュニケーション
や粘り強くビジネ
スに向かう姿勢の
重要性をその根拠
とともに考え、グ
ループごとに発表
しなさい。

　ビジネスに求め
られるコミュニ
ケーションやビジ
ネスに向かう姿勢
の重要性をその根
拠を示しながらグ
ループ発表でき
る。
　グループの発表
にむけて、意欲的
な発言や行動を行
うなど、主体的か
つ協働的な活動が
できている。

思考・判
断・表現

主体的に
学習に取
り組む態
度

体験・観
察

発表

【地域産業のデジタル化を担う中核的人材養成における育成の視点】

「ビジネス基礎」編
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（4） 令和４年度の「ビジネス基礎」実証講座 

本年度、コンソーシアムに所属する 4 つの高等学校と 5 つの企業で初めての実

証講座を計画するにあたり、まずは事務局で高等学校と企業のペアを組み、分科

会でその了承を得たのち、高等学校・企業・事務局の三者で日程調整や高等学校

側の要望事項、企業側の提案事項等についてオンラインで協議して、育成の視点

を念頭に入れながら、それぞれの企業の特色を生かした実証講座を展開すること

にした。 

 

令和４年度「ビジネス基礎」実証講座一覧 

 日 程 
高等学校 

講 座 内 容 
企業（講師） 

実証講座

① 

12/9(金) 

6 コマ 

富島高等学校 企業による講話＋問題解

決のワークショップ 株式会社デンサン 

実証講座 

② 

12/13(火) 

1 コマ 

富島高等学校 企業による講話（クリエイ

ティブ系中心） スパークジャパン株式会社 

実証講座 

③ 

12/16(金) 

1 コマ 

宮崎商業高等学校 

企業による講話 株式会社宮崎県 

ソフトウェアセンター 

実証講座 

④ 

12/19(月) 

1 コマ 

都城商業高等学校 

延岡商業高等学校 

企業による講話（クリエイ

ティブ系中心） 

オンラインで実施 株式会社ウェブサイト 

実証講座 

⑤ 

12/21(水) 

2 コマ 

都城商業高等学校 企業による講話＋体験型

学習（ワークショップ） 株式会社ＭＪＣ 

実証講座 

⑥ 

2/16(木) 

1 コマ 

延岡商業高等学校 
企業による講話 

スパークジャパン株式会社 

※実証講座①～⑤は実施済、実証講座⑥は実施予定 
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2 ビジネス基礎に関する実証講座の実施報告・検証 

（1） 実証講座①：実施報告 

○期日 令和 4 年 12 月 9 日（金） 

○場所 宮崎県立富島高等学校 アクティブラーニング教室 

○時間 6 コマ 8:50～15:15（昼食休憩：12:40～13:25） 

○対象 情報ソリューション科 1 年生 66 名 

○授業形態 講義及びワークショップ 

○講師 株式会社デンサン  原田 佳典 様（総務部専任部長）、 

興梠 公司 様（取締役）、橋元 隆幸 様（営業支援部部長）、 

田中 舜彩 様、緒方 祐里 様、西原 麗華 様 

○見学者 池田 梨子 様（株式会社日経 BP コンサルティング、本事業で事務局

を担当） 

○事務局（学校法人宮崎総合学院・宮崎情報ビジネス医療専門学校） 

花盛 和也、馬場 隆、川越 浩一、尾崎 勝一 

○事前打ち合わせでの協議内容 

＜要望（高等学校）＞ 

    情報産業に興味を持たせること、仕事をする上で大切な能力を企業から

生の声で伝えてほしい 

＜提案（企業）＞ 

    工業系高校生へのインターンシップ内容の短縮版。課題解決のワーク

ショップ=IT ビジネスの疑似体験（ノーコードのツールを使った課題解

決とプレゼン） 

○育成の視点 

 
育成の視点 学習のねらい 

実証講座 

該当視点 

1 生活の中の ICT 技術 
自らの生活や様々なビジネスに ICT 技術が活用

されていることについて理解を深める。 
○ 

2 ICT 技術の可能性 

ICT に関する展示会やイベント等に参加し、デジ

タルに関する新技術を体験し ICT 技術活用の可

能性について理解を深める。 

○ 

3 
地元企業における 

仕事としての ICT 

地元 ICT 企業の方の話を聞いたり ICT 企業求人

情報を収集したりすることを通して、地元 ICT 企

業の業務や仕事内容について理解を深める。 

○ 

4 
ICT 業界の仕事の 

楽しさ・やりがい 

地元 ICT 企業現場の年齢に近い方と交流するこ

とにより ICT 業界における仕事の楽しさややり

がいについて理解を深める。 

○ 

5 ビジネスに向かう姿勢 

ICT 業界における現場実習等を通してビジネス

に求められるコミュニケーションやビジネスに

向かう姿勢の重要性について理解を深める。 

○ 
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○内容 

 1 限目 実証講座についてのガイダンス、Bloft 動作環境、ID/パスワードに関

する説明と Bloft 操作についての説明 

 2 限目 講義「ビジネスに向かう姿勢、IT 業界について」、解決課題及び開発

手順説明 

 3 限目 Bloft 開発/プレゼンテーション資料作成 

 4 限目 Bloft 開発/プレゼンテーション資料作成、若手社員との Q＆A 

 5 限目 Bloft 開発/プレゼンテーション資料作成、各班プレゼンテーション 

 6 限目 各班プレゼンテーション、生徒感想、総評 
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〇ワークショップの実習課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65 

〇講義「ビジネスに向かう姿勢、IT 業界について」の資料 
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（2） 実証講座①：生徒アンケート結果及び意見の概要 

ア 生徒アンケート結果（単純集計） 

 

問１ もともと ICT（情報通信技術）や情報通信業に対して興味がありましたか。 

 

   
 

問２ 今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 

   
 

問３ 今日の講座全体の中で印象に残ったポイントは何ですか。 【複数選択可】 

 

大いに興味があった

21.4%

少し興味があった

60.7%

あまりなかった

14.3%

全くなかった

3.6%

(n=56)

大いに役立ちそうである

73.2%

少し役立ちそうである

26.8%

あまり役立ちそうにない

0.0%

ほとんど役立ちそうにない

0.0%

わからない

0.0%

(n=56)

71.4%

62.5%

58.9%

42.9%

39.3%

32.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

学生のうちに身につけておくこと

Bloftの開発体験

情報通信業の仕事

コミュニケーションの重要性

企業が求める人材像

ビジネスに向かう姿勢

その他

(n=56)

[割合の高い順にソート]
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問４ 今日の２限目の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について

理解できましたか。 

 

   
 

問５ ワークショップ （Bloft の開発体験）の６つの課題は解決課題としてどう

でしたか。 

 

   
 

問６ ワークショップ （Bloft の開発体験）において、グループ内での議論は活

発だったと思いますか。 

 

   
 

とても理解が深まった

41.1%少し理解が深まった

58.9%

あまり理解できなかった

0.0%

ほとんど理解できなかった

0.0%

(n=56)

とても難しかった

26.8%

どちらかというと難しかった

55.4%

どちらかというと簡単だった

16.1%

とても簡単だった

1.8%

(n=56)

とても活発だった

60.7%

どちらかというと活発だった

35.7%

どちらかというと活発ではなかった

3.6%

まったく活発ではなかった

0.0%

(n=56)
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問 7 ワークショップ （Bloft の開発体験）を通して、課題解決の流れや解決策

の考え方について理解できましたか。 

   
 

問 8 企業や外部の方による講座に対する要望について 

 

   
 

 

 

 

問 9 本日２限目の講話の時間について 

 

   
 

 

よく理解できた

48.2%ある程度理解できた

51.8%

あまり理解できなかった

0.0%

ほとんど理解できなかった

0.0%

(n=56)

今後もやってほしい

87.5%

やってほしくない

1.8%

わからない

10.7%

(n=56)

本日（1コマ）くらいが

ちょうどよい

67.9%

もう少し長い方がよい

5.4%

もう少し短い方がよい

26.8%

(n=56)
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問 10 ワークショップ（Bloft の開発体験）の時間について 

 

   
 

問 11 今日一日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対する

興味は深まりましたか。 

 

   
 

問 12 今日一日の講座全体を通して、感想、意見、要望などについて、自由に記

入してください。 

（一部抜粋） 

普段の学校生活では出来ないようなとても良い経験になりました。また、楽

しくできたのであっという間でした。とても貴重な時間を過ごすことができ

てよかったです。Bloft もまた使って授業してみたいと思いました。 

初めての体験だったので最初は不安だったけど最後までみんなで協力してで

きたので良かったです。今回の体験学習を将来にしっかりと活かしたいと思

います 

何をどうしたらより良いアプリが作れるかを考えながら取り組めました。す

ごく楽しい 1 日 でした。 

就職について深く考えることができたきっかけとなり、Bloft の活動でも班み

んなで意見を言い合いながら、とてもいい活動をすることができました。 

本日（4コマ）くらいがちょうど

よい

67.9%

もう少し長い方がよ

い

25.0%

もう少し短い方がよい

7.1%

(n=56)

以前よりかなり興味が深まった

42.9%以前より少し興味が深まった

57.1%

あまり興味は深まらなかった

0.0%

ほとんど興味は深まらなかった

0.0%

(n=56)
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将来に悩んでいた時期にこういう体験ができて、とても勉強になった。みん

なとのコミュニケーションが取れていいグループ発表もできて、とても楽し

かった。 

アプリの開発体験はとても難しかったけど、友達や先生とコミュニケーショ

ンをとりながら、作ることができとても楽しかったです！ こういう機会が

もっとあるといいと思いました。是非、またおねがいします。 

今回の講座を聞くまで、アプリがどのようにできるのか知らなかったので、

とても良かったです。Bloft を見たのは初めてだったので、最初はできるのか

不安だったけど、とても楽しかったです。 

普段できないことを、グループで協力しながら自分達の解決策を考え、それ

に合ったアプリを作っていく難しさがあったが、楽しかったです。 

開発体験は班のみんなで協力すると完成度の高いものに仕上がったので良い

機会だったと思いました。 

 

イ 生徒アンケート結果（クロス集計） 

○高校生が持つもともとの興味・関心の度合いと本実証講座受講後の意識の変化

を把握するため、アンケートの問１「もともと ICT（情報通信技術）や情報通

信業に対して興味がありましたか。」に対する回答別に、主な設問についてク

ロス集計を行った。 

 

問２ 今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 
○問１で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 12 名のうち、

問 2 の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」に 10 名（83.3%）、「少し

役立ちそうである」に 2 名（16.7%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 34 名のうち、

問 2 の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」に 26 名（76.5%）、「少し

83.3%

76.5%

62.5%

16.7%

23.5%

37.5%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

大いに役立ちそうである

少し役立ちそうである

あまり役立ちそうにない

ほとんど役立ちそうにない

わからない
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役立ちそうである」に 8 名（23.5%）が回答している。 

○問１で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 8 名のうち、

問 2 の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」に 5 名（62.5%）、「少し役

立ちそうである」に 3 名（37.5%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 2 名は、問 2

の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」

の問いに対して「少し役立ちそうである」（100.0%）と回答している。 

 

問４ 今日の２限目の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について

理解できましたか。 

 
〇問１で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 12 名のうち、

問 4 の「今日の２限目の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に

ついて理解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 8 名

66.7%）、「少し理解が深まった」に 4 名（33.3%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 34 名のうち、

問 4 の「今日の２限目の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に

ついて理解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 13

名（38.2%）、「少し理解が深まった」に 21 名（61.8%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 8 名のうち、

問 4 の「今日の２限目の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に

ついて理解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 1 名

（12.5%）、「少し理解が深まった」に 7 名（87.5%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 2 名のうち、

問 4 の「今日の２限目の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に

ついて理解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 1 名

（50.0%）、「少し理解が深まった」に 1 名（50.0%）が回答している。 

66.7%

38.2%

12.5%

50.0%

33.3%

61.8%

87.5%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

とても理解が深まった

少し理解が深まった

あまり理解できなかっ

た

ほとんど理解できな

かった
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問 11 今日一日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対する

興味は深まりましたか。 

 
○問１で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 12 名のうち、

問 11 の「今日一日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業

に対する興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が

深まった」に 8 名（66.7%）、「以前より少し興味が深まった」に 4 名（33.3%）

が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 34 名のうち、

問 11 の「今日一日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業

に対する興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が

深まった」に15 名（44.1%）、「以前より少し興味が深まった」に 19 名（55.9%）

が回答している。 

○問１で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 8 名のうち、

問 11 の「今日一日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業

に対する興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が

深まった」に 1 名（12.5%）、「以前より少し興味が深まった」に 7 名（87.5%）

が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 2 名は、問 11

の「今日一日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対す

る興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前より少し興味が深まった」

（100.0%）と回答している。 

 

 

66.7%

44.1%

12.5%

33.3%

55.9%

87.5%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味

があった

②少し興味が

あった

③あまり興味

がなかった

④全くなかっ

た

以前よりかなり興味

が深まった

以前より少し興味が

深まった

あまり興味は深まら

なかった

ほとんど興味は深ま

らなかった
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ウ 意見の概要（企業、高等学校、専門学校） 

 

 

 

IT（ICT）業界の概要をイメージしてもらい、様々な種類の業種があ

り、更にIT企業内にはプログラマー以外にも様々な職種があって、様々

な個性を持った人材が働いていることを伝えて、少しでも興味を持って

もらう。

企業

日常の学習とは別に学生時代に（頭の片隅にでも）意識しておいてほし

い事や新しい時代の人材となるために机上の学習だけでは身に付きにく

い事を意識して欲しいということ。

企業

グループでノーコードプログラミングを体験してもらう事で疑似的なプ

ロジェクトとして役割分担やグループで意見を出し合う事でよりよい結

果が導けることを体験してもらう。

企業

システム開発においてもコミュニケーションが非常に重要である事やプ

ログラミング技術以外にも資料作成やプレゼンも大切であること。
企業

実際にモノ（システム・プレゼンテーション資料）を作って、発表する

事で、モノづくりと提案する事の楽しさを知ってもらうこと。
企業

生徒に近い年代の社員から伝えることで、より社会人という立場を身近

に感じてもらう。
企業

IT業界に限らず、社会ではチームでの問題解決（コミュニケーション、

意見調整、判断）、課題発見力が必要となり、チーム（グループ）での

活動の楽しさ、発展性、可能性の広がりを感じてもらうこと。

企業

チームメンバーでの役割分担（リーダー、アプリ開発者、資料作成者、

発表）の必要性
企業

ITが取り組む課題が意外と身近な諸問題であり、そのような問題はIT活

用で解決できること。
企業

IT業界に少しでも興味を持ってもらう。IT業界への壁をできるだけ低く

して、職業選択肢にいれてもらう。
企業

社会では問題解決力、問題発見力が必要であり、チームメンバーとのコ

ミュニケーションが重要であること。ノーコードプログラミングを知っ

てもらう。

企業

設問①については、企業（講師）、高等学校（受講者）、専門学校（事務局）の

立場に応じて、質問内容を個別に設定している。

企＝企業、高＝高等学校、専＝専門学校、共通＝３者共通設問

①実証講座に関する意見

ア　内容を設定した目的や意図（生徒に伝えたかったこと等）[企]
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デジタルデータを蓄積し、有効利用することがアプリ（システム）であ

り、もっと便利な高機能に挑戦するためにプログラミング学習が必要で

あること。そのために専門学校での技術スキルアップが効果的なキャリ

アプランだということ。

企業

社会人に対して良いイメージを持ってもらうこと。話し合いを通して、

「どのように問題を解決するか」という問題解決能力を身に着けてもら

うこと。

企業

（若手社員）

与えられた業務をこなすだけではなく、自分で課題を見つけ、解決する

ことの大切さ。

企業

（若手社員）

自ら課題を見つけ、それらを解決するまでの流れを体験するだけでな

く、それらを進める為にはコミュニケーションが重要だということ。

企業

（若手社員）

Bloftを使って作成するアプリの課題についてどのようなものであれば

高校生でもイメージできるかを相当悩んだ。
企業

ワークショップの設定課題がレベル感として妥当かどうか悩んだ。 企業

2限目の座学の内容はいかにして生徒が興味を持つことができ、こちら

としても理解して欲しい内容として構成できるかに苦慮した。
企業

初めの時間が押したため、中間発表レビューが実施できなかった。各班

のプレゼンも個別の講評を余裕をもって進めてあげるべきだった。プレ

ゼン資料もBloftアプリもとてもよくできていたので、生徒に申し訳な

かった。

企業

ワークショップのカリキュラムは、当日柔軟に変更する想定だったが、

時間がおしてしまい、中間発表レビューが実施できなかった点は次回へ

の改善事項。

企業

座学を最初ではなく、プログラム体験の途中に構成することで、途中で

ブレイクにもなり、今体験している事が業界の話として受け入れ易かっ

たかもしれないと感じる。

企業

意外にもプレゼンに慣れていない（資料は作成できるが）ように感じた

ので、１～2班を選抜して中間発表＋レビューをしたほうが、他の班の

プレゼンの参考になったかもと思う。

企業

①実証講座に関する意見

イ　内容や課題を設定する上で難しかった点や改善したい点　[企]
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ワークショップ形式での講座は生徒にとって初めての経験で、システム

を開発する課程を楽しく協働して学べる内容に満足しています。
高等学校

アルゴリズムを学習していたことから、実際にアプリ開発を行ったこと

により、より学びの内容が深まったのではないかと思います。
高等学校

あまりプログラミングの学習が好きでない生徒も積極的に参加してお

り、教材としても非常に良かったと思われます。
高等学校

「ビジネス基礎」分野に対する講座ということで適切な内容だった。 高等学校

講話については、学生と社会人との違い、高卒の若手社員3名の紹介、

システム開発の流れを踏まえての求められる人材像、求められる人材像

に向けて学生の間に意識してほしいことまで説明があったのは非常によ

かった。

専門学校

若手社員3名はそれぞれ別の職種で、多様な職種があることの説明との

つながりが考えられていてよかった。若手社員3名と高校生とのQ＆Aタ

イムが急遽設けられたのも高校生に就職後の姿をイメージしてもらう上

でよかった。

専門学校

ワークショップについては、実習課題をいくつか示して、その中から1

つを選ぶやり方で、「学校（学生）の課題」として3つ、「社会人の課

題」として3つの計6つが課題として準備されていたが、高校生に身近

な学校に関する課題のほかに、社会人としての課題も高校生としてもイ

メージしやすいものが準備されており、高校生が取り組みやすいよう非

常に工夫されていた。

専門学校

ワークショップでは、グループ内の役割をWebアプリを開発するチーム

と開発したWebアプリについてプレゼン資料を作るチームに分けて進め

られた。あえて2つのチームに分けることで、お互いにコミュニケー

ションをとることが必要となり、コミュニケーションを高めるという意

味では非常に効果的だった。

専門学校

ワークショップのサポートについては、計6名の社員が若手とベテラン

の2名1組のペアで、4グループずつを分担する方法で、非常にきめ細か

く効果的なサポートができていたと考えられる。

専門学校

講話の中で、学校と違って、社会人は多世代の多様な人とのコミュニ

ケーションが必要となると触れられていたが、ワークショップは生徒が

日頃、接触の機会があまりない企業の方とのコミュニケーションの機会

でもあり、講話の内容とワークショップがリンクしていたのがよかっ

た。

専門学校

①実証講座に関する意見

ウ　内容はどうだったか　[高・専]
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グループごとのプレゼンの発表の際も発表に対して、サポートを担当し

た若手社員が講評を伝えるようになっていたのはよかった。
専門学校

十分に考慮していただいた内容で、ちょうど良いレベルであった。 高等学校

今回の内容だと、どの時期に実施しても大丈夫だと思います。 高等学校

ツールに関しては、Bloftの操作性や見た目のわかりやすさからして、

今回の講座に非常に適していたと思う。課題については、普段あまり意

識することのない内容の課題解決ということで多少難しさを感じた学生

もいたかもしれないが、やや難しい程度の方が様々なアイデアも出る

し、また達成感も大きいため、適切だったのではないか。

専門学校

生徒のアンケート結果をみると、ワークショップの課題については、難

しいと感じた生徒も多かったようだが、社員のサポートやグループ内で

の議論もセットで考えると、少し難しいと思うくらいのほうが、ワーク

ショップとしての達成感があり、結果的によかったのではないか。

専門学校

座学+ワークショップスタイルで、時間（コマ）数なりの構成ができた

ので妥当であった。グループワークで生徒が集中して取り組むにはちょ

うど良い長さと感じた。

企業

座学+ワークショップスタイルで適度な時間であった。 企業

初級体験ではちょうどよい時間（コマ）数だと思う。 企業

1日駆け足で進んだので、もう少し時間があると良いと思った。
企業

（若手社員）

操作などの覚えも早く、人数に対してしっかり作業が分担できていたた

め、妥当な時間数だったと思う。

企業

（若手社員）

チームによっては、時間が足り無さそうな印象はあったが、締切や納期

に合わせてスケジュールし、進めるという経験が出来たのではないかと

思う。

企業

（若手社員）

事前の準備を含めると６コマあったが、妥当であったと思う。 高等学校

終日実施で正解でした。 高等学校

各グループの発表に対する若手社員の方からのコメントの時間もとって

あったが、発表内容について、生徒と企業の方とのやりとりをする時間

がもう少しあると生徒の理解もより深まるのではないか。

専門学校

①実証講座に関する意見

エ　内容のレベル（難易度）は、生徒にとってどうだったか　[高・専]

①実証講座に関する意見

オ　時間数（コマ数）について（妥当・多い・少ない）[共通]
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今回のように1グループが５～6名であれば、「ツール作成メンバー」

と「プレゼンメンバー」に作業を分担させたことで、時間数は妥当だっ

たと感じた。メンバーを3名程度に減らした上でもう半日設けて（1.5日

程度で）、ツール作成からプレゼン資料作成まで一通りの流れを体験さ

せるのも良い。

専門学校

初対面でしたが、もう少し遠慮せずに声掛けを頻繁に行うべきであった

かと思う。
企業

生徒の名前や個性をほとんど把握できない状態で進めるため、サポート

が手さぐりになってしまった印象だった。
企業

こちらでは設定できないところ(officeのアカウント等)を学生に聞か

れ、時間を要してしまった。

企業

（若手社員）

生徒自らが現状の課題や不足している部分に気づき、改善をするため

に、どのような表現をすれば上手くヒントを与えられるかが難しかっ

た。

企業

（若手社員）

自分なら理解できることを高校生に伝える時に、分かりやすい表現に変

える必要がある部分が難しかった

企業

（若手社員）

複数の視点から課題解決による効果を導きだしてもらうために、ヒント

を与えすぎず教えることが難しかった。

企業

（若手社員）

職業を知るという観点でいえば、通常の授業、進路指導以上の効果が

あった。
高等学校

生徒がPC操作になれていなかったため、もっと授業でもOffice系のソ

フトの指導が必要だと感じた。
高等学校

①実証講座に関する意見

キ　非常に良かった点、工夫したほうがよかったと思う点　[高]

①実証講座に関する意見

カ　進行や生徒をサポートする上で難しかった点や改善したい点　[企]

前のめりでBloft開発、資料作成に努めていて、非常に良い雰囲気だっ

たと思う。休み時間も削って取り組んでいる生徒もいて、嬉しく思っ

た。アンケート結果にコミュニケーション、チームワーク要素のコメン

トがあり、実証講座の目的の一つが達成できたと思う。

企業

②生徒の様子や反応に関する意見
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アンケートで班のメンバーでコミュニケーション取りながら開発する事

でよりよいものを作ることができたというコメントはとてもうれしく感

じた。

企業

2限目の講義は大人数での受講で生徒の反応が心配だったが、積極的に

聞く姿勢を持った生徒が多く、講師としては大変助かった。

アンケートで「Bloft開発」と合わせて「業界の仕事」と「学生のうち

に身につけておくこと」に高いポイントがついていることは講師として

非常にありがたく、生徒の業界や社会人への意識が高いと感じた。一方

で「講話が長い」という回答が4分の1を超えており、講義の内容や伝

え方の改善が必要だと痛感した。

企業

想定以上に良い反応、楽しそうな反応で安心した。 企業

学生が積極的に作業に取りかかり、アドバイス等も素直に受け止めて、

講座に励んでくれたため、とてもやりがいがあった。

企業

（若手社員）

アンケートで、大半の生徒がITに興味を持ってくれたことが分かり、参

加できてよかったと思った。実業務に近い内容の体験をしてもらうこと

ができたので、学生へ良い刺激になったのではないかと思う。

企業

（若手社員）

理想形にするため、積極的にメンバーと会話したり、講師に質問をして

くれていたので、非常に良い雰囲気で進められ、教える側としても話か

けやすかった。

企業

（若手社員）

試行錯誤し、問題解決に向けて話し合いをしている姿を見て、「自分の

学生時代にも同じようなプログラムをしてほしかった」と思った。

企業

（若手社員）

日頃見ている生徒たちとの様子とは異なり、真剣かつ楽しく学んでいる

様子が伺えた。
高等学校

今回の講師企業に興味を持つ生徒が出てきており、IT企業を身近に感じ

たことで職業観を広げることができた。
高等学校

ほとんどの学生が積極的に活動しており、また非常に楽しそうに取り組

んでいた。
専門学校

生徒へのアンケートの自由意見をみると、「楽しかった」という意見が

多く、また、「みんなと協力してできた」「友達や先生とコミュニケー

ションをとりながら作ることができた」などの意見もあり、グループ内

でコミュニケーションが行われていた様子もうかがうことができ、ワー

クショップは非常に効果的だったと考えられる。

専門学校



79 

 

必要な打ち合わせ、連携はできていたと思う。PC、ネットワーク、

Bloftの環境については当日以前に伺って設定（確認）できておくとよ

かったと感じた。

企業

打ち合わせ、連携は十分であったと思いますが、我々が力不足な点も

あった。先生方の事前準備・ご協力があったからこそ、よい講座になっ

たと思う。

企業

十分だったと思われる。 高等学校

高校と企業と当学院により、Zoomによる打ち合わせを最初に1回、テ

キストの素案ができた段階で1回の計2回、さらに実証講座の10日ほど

前に企業から高校に出向いての現地確認と打ち合わせを行っており、概

ね十分であったと考える。

専門学校

講義後の打ち合わせの際にも話題になったかと思うが、コース選択前に

実施できるとよいのではないかと思う。逆の意見になるが、希望者を

募って興味のある生徒に集中して行うという考え方もあるかと思う。

企業

ワークショップ形式では30名くらいが適正ではないかと感じる。時間

やスケジュールが許せば日を分けるなども検討かと思う。
企業

学校・企業の負荷も考慮し、企画の検討は必要かと思うが、今回の様な

体験型の講座は座学だけの講義より生徒にとって受け入れ易く、業界へ

の興味を持ってくれる機会になると思う。

企業

コース選択前に実施できるとよいのではないか、また将来的には講座予

算が確保できると理想的である。
企業

希望者を絞って、より高度な講座を行うとか、専門学校でのインターン

シップと連携する講座もよいと思う。
企業

卒業後を具体的に考え始める高校2年生に講座を行った方が、より身に

つくのではと感じた。

企業

（若手社員）

高校との連携を取り、要望を解決できるようなプログラム作成できると

良いと思いました。

企業

（若手社員）

1年生に加えて、2・3年生にも受けられるプログラムが作成できると良

いと思いました。

企業

（若手社員）

次年度以降もできれば継続していただきたい。 高等学校

本校では来年度以降、２年次以降のコース選択を１学期から進めていく

ため、イメージを持たせるためにも、クリエイティブ系とあわせて１学

期に実施できるとありがたい。

高等学校

やはり日程調整が課題だと思う。 専門学校

④継続していくための要望や課題に関する意見

③実証講座の準備に関する意見（事前の打ち合わせ等）
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今回は企業からの提案もあり、講師を6名、終日派遣していただいた

が、どの企業でも同じような対応というのは難しいのではないか。

今回は高校1年生が対象だったが、単発で終わるのではなく2年生、3年

生、さらには専門学校まで継続的にステップアップしていくような取組

に発展させるにはどうすればよいか考えていく必要がある。

専門学校

人任せにして参加しない生徒がいなかったのはとても進めやすかった。

また、若手社員3名がいることでコミュニケーションがとりやすかった

こともよかったと思う。

企業

デジタルネイティブの世代は初めてのツールでも抵抗なく、非常に心強

く感じる。
企業

チームを牽引するような学生が各班に配置されており、班分けに工夫い

ただいたのではと思う。ご支援、ありがとうございました。
企業

開催時期を１学期にしていただけると２学期、３学期の学びや進路選

択、コース選択に良い影響を与えると思う。
高等学校

お忙しい中、いろいろとご対応いただき、ありがとうございました。 高等学校

商業高校以外でも実施できると面白いと思った。 専門学校

丸1日という長さが企業の方と生徒との信頼関係を構築するのに非常に

プラスに働いたのではないか。時間が経つにつれて信頼関係ができてき

たことによって、企業の方と生徒とのコミュニケーションも深まったよ

うに感じる。

若手社員の方も生徒に具体的なアドバイスをしていて、生徒にとっても

非常に勉強になったのではないか。

専門学校

⑤その他、感想や意見（上記①～④以外について）
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（3） 実証講座①：検証 

○本年度 1 回目となる実証講座は、株式会社デンサンと富島高等学校の協力のも

と、5 コマで実施することとなった。その後、高等学校の厚意で 6 コマへと変

更になり、初めに、本講座の趣旨や目的を生徒向けに丁寧に説明する機会を設

けることができて、生徒たちへの意識付けにも繋がった。時間数については充

分であったと考える。 

〇6 コマで実施するにあたり、生徒たちの集中力や初めて使うソフト（Bloft）を

うまく活用できるか心配していたが、ガイダンス、講義、実習、発表という流

れのもと、最後まで熱心に取り組む生徒たちの姿が見られた。実習課題の設定

の工夫や 6 名のスタッフ（若手社員 3 名を含む）による手厚い実習サポートな

どが大きな要因に挙げられる。 

〇2 コマ目の講義の中では、「生活の中の ICT 技術」「ICT 技術の可能性」「地元

企業における仕事としての ICT」「ICT 業界の仕事の楽しさ・やりがい」「ビジ

ネスに向かう姿勢」というビジネス基礎の育成の視点の 5 つがすべて網羅され

ており、生徒たちの熱心に聞いたり、メモしたりしていた。 

〇生徒のアンケート結果は、予想以上の高評価となった。もともと ICT に興味が

あった生徒の反応はもちろんのこと、ICT に興味がなかった生徒たちも、「将

来に役立ちそう」「ICT を理解できた」「興味が深まった」という項目で大きく

伸びたことは大きな成果であると考える。 

〇講師の意見では、「講座に対するやりがいを感じた」「生徒が積極的に質問をし

てくれてコミュニケーションが図れた」「班編成もうまく構成されており、う

まく機能していた」などがあり、高等学校側の協力に感謝する意見が多かった。 

〇事前準備の協議以外に、企業と事務局で実際に高等学校現場を訪れて現地確認

したこともスムーズな講座の運営に繋がったと考える。 

〇今回の実証講座を経験して、新たな課題として日程の調整の難しさが挙げられ

る。生徒がその学びを必要とする時に、高等学校と企業が都合を合わせてタイ

ムリーに講座を設定することは容易ではない。本年度の反省を活かして、次年

度より良い実証講座を展開するためにも可能な限り早い段階で日程調整を行

う必要がある。 
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（4） 実証講座②：実施報告 

○期日 令和 4 年 12 月 13 日（火） 

○場所 宮崎県立富島高等学校 アクティブラーニング教室 

○時間 1 コマ 13:25～14:15 

○対象 情報ソリューション科 1 年生 66 名 

○授業形態 講義 

○講師 スパークジャパン株式会社 絵柳 勝也 様（総括本部副本部長）、 

             小石田 亮 様 

○事務局（学校法人宮崎総合学院・宮崎情報ビジネス医療専門学校） 

花盛 和也、馬場 隆 

○事前打ち合わせでの協議内容 

 ＜要望（高等学校）＞ 

    ２年次にクリエイティブ系のコースを選択する生徒が多いと予想され

るので、クリエイティブ系に特化した話を聞かせたい。 

 ＜提案（企業）＞ 

    Web ページ作成に関する実際のプレゼン内容をサンプルとして、プレ

ゼンの過程や仕事の中身を具体的に紹介したい。  

○育成の視点 

 
育成の視点 学習のねらい 

実証講座 

該当視点 

1 生活の中の ICT 技術 
自らの生活や様々なビジネスに ICT 技術が活用

されていることについて理解を深める。 
○ 

2 ICT 技術の可能性 

ICT に関する展示会やイベント等に参加し、デジ

タルに関する新技術を体験し ICT 技術活用の可

能性について理解を深める。 

― 

3 
地元企業における 

仕事としての ICT 

地元 ICT 企業の方の話を聞いたり ICT 企業求人

情報を収集したりすることを通して、地元 ICT 企

業の業務や仕事内容について理解を深める。 

○ 

4 
ICT 業界の仕事の 

楽しさ・やりがい 

地元 ICT 企業現場の年齢に近い方と交流するこ

とにより ICT 業界における仕事の楽しさややり

がいについて理解を深める。 

○ 

5 ビジネスに向かう姿勢 

ICT 業界における現場実習等を通してビジネス

に求められるコミュニケーションやビジネスに

向かう姿勢の重要性について理解を深める。 

○ 

○内容 

①自己紹介及び会社概要 

②Web クリエイティブの仕事 

③Web クリエイティブの職種とは？ 

④Web 制作会社の代表的な職種 

⑤Web クリエイターの魅力 

⑥高校生の間にできること 

⑦質疑応答 
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○講義資料① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講義資料② 
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（5） 実証講座②：生徒アンケート及び意見の概要 

ア 生徒アンケート結果（単純集計） 

 

問１ もともと Web クリエイティブの分野に対して興味がありましたか。 

 

 
 

問２ 今日の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 

 
 

問３ 今日の講座全体の中で印象に残ったポイントは何ですか。 【複数選択可】 

 

大いに興味があった

22.2%

少し興味があった

57.4%

あまりなかった

16.7%

全くなかった

3.7%

(n=54)

大いに役立ちそうである

46.3%

少し役立ちそうである

46.3%

あまり役立ちそうにない

0.0%

ほとんど役立ちそうにない

0.0%

わからない

7.4%

(n=54)

72.2%

42.6%

42.6%

25.9%

20.4%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

Webクリエイティブの仕事の内容

Webクリエイティブに関する職種

Webクリエイターの仕事の魅力

Webクリエイティブの仕事の事例紹介

会社の概要・紹介

その他

(n=54)

[割合の高い順にソート]
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問４ 今日の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解できま

したか。 

 

 
 

問 5 企業や外部の方による講座に対する要望について 

 

 
 

問６ 講座の時間について 

 

 
 

 

とても理解が深まった

24.1%

少し理解が深まった

70.4%

あまり理解できなかった

5.6%

ほとんど理解できなかった

0.0%

(n=54)

今後もやってほしい

81.5%

やってほしくない

1.9%

わからない

16.7%

(n=54)

本日（1コマ）くら

いがちょうどよい

61.1%

もう少し長い方がよい

24.1%

もう少し短い方がよい

14.8%

(n=54)
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問 7 今日の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深まりま

したか。 

 

 
 

問 8 今日の講座について、感想、意見、要望などについて、自由に記入してく

ださい。 

                                   （一部抜粋） 

実際の企業の方が説明してくれていたので、とても説得力や現実味があり、

知らないことを詳しく知ることができてとてもためになった。 

夢の幅が広がった。もっと詳しく知りたいと思った。もう少し時間が長かっ

たら質問などが多くできたのではないかと思った。 

自分の会社やクリエイティブの魅力を伝えようとする気持ちが伝わった。ま

た、Web の仕事にいろんな過程があることを知ることができ、Web クリエイ

ティブの仕事に少し興味を持つことができた。将来に役立てたい。 

パンフレットを作るときは読者が見やすいように文字ばかりでなく画像で興

味を持たせることが大事だと分かったので、これからプレゼンをする時など

にこのような技術が使えると良いと思った。Web クリエイティブの仕事内容

を全く知らなかったので、とても良かった。 

システムの開発で、0 から 1 をつくる事に興味を持った。また、Web デザイ

ナーなどの仕事がどれだけ大変かを知ることが出来たので良かった。 

知らなかったことがたくさん知れてよかった。もともと Web 系の仕事に興味

があったので今回の講座はとても勉強になった。 

どうやったら見やすくわかりやすいホームページを作れるかと完成までの過

程などが分かったので良かった。実際に仕事をしている人が説明してくれる

のでとても信用性があった。 

以前よりかなり興味が深

まった

31.5%

以前より少し興味が深まった

61.1%

あまり興味は深まらなかった

7.4%
ほとんど興味は深まらなかった

0.0%

(n=54)
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将来 Web デザイナーになろうと思っていて、一体どんなことするのだろうと

疑問の部分もあったけど、今回の講話でとてもわかりやすく解説してくれて、

Web クリエイティブの仕事にさらに興味が湧いた。 

Web デザイナーになりたいとずっと思っていたので、今回の講座は私にとっ

てとても勉強になり、ためになるものだった。今回の講座を楽しみにしてい

たので、興味深い話が聞けて嬉しかった。Web デザイナーになりたいという

気持ちが高まった。 

Web クリエイティブの仕事内容を全く知らなかったので、とても良かった。

Web パンフレットを作るのに、とても時間がかかることを知り、これからは

もっと集中して見ようと思った。 

 

 

イ 生徒アンケート結果（クロス集計） 

○高校生が持つもともとの興味・関心の度合いと本実証講座受講後の意識の変

化を把握するため、アンケートの問１「もともと Web クリエイティブの分

野に対して興味がありましたか。」に対する回答別に、主な設問についてク

ロス集計を行った。 

 

問２ 今日の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 
○問１で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 12 名のうち、

問 2 の「今日の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」の問

いに対して「大いに役立ちそうである」に 6 名（50.0%）、「少し役立ちそう

である」に 6 名（50.0%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 31 名のうち、

問 2 の「今日の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」の問

いに対して「大いに役立ちそうである」に 17 名（54.8%）、「少し役立ちそう

である」に 12 名（38.7%）、「わからない」に 2 名（6.5%）が回答している。 

50.0%

54.8%

22.2%

50.0%

38.7%

55.6%

100.0%

6.5%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

大いに役立ちそうである

少し役立ちそうである

あまり役立ちそうにない

ほとんど役立ちそうにない

わからない
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○問１で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 2 の「今日の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」の問

いに対して「大いに役立ちそうである」に 2 名（22.2%）、「少し役立ちそう

である」に 5 名（55.6%）、「わからない」に 2 名（22.2%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 2 名は、問 2

の「今日の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」の問いに対

して「少し役立ちそうである」（100.0%）と回答している。 

 

問４ 今日の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解でき

ましたか。 

 
 

○問１で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 12 名のうち、

問 4 の「今日の講話を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解

できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 4 名（33.3%）、

「少し理解が深まった」に 8 名（66.7%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 31 名うち、問

4 の「今日の講話を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解で

きましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 8 名（25.8%）、

「少し理解が深まった」に 22 名（71.0%）、「あまり理解できなかった」に 1

名（3.2%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 4 の「今日の講話を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解

できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 1 名（11.1%）、

「少し理解が深まった」に 6 名（66.7%）、「あまり理解できなかった」に 2

名（22.2%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 2 名は、問 4

の「今日の講話を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解でき

33.3%

25.8%

11.1%

66.7%

71.0%

66.7%

100.0%

3.2%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

とても理解が深まった

少し理解が深まった

あまり理解できなかった

ほとんど理解できなかった
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ましたか。」の問いに対して「少し興味が深まった」（100.0%）と回答してい

る。 

 

問７ 今日の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深まり

ましたか。 

 
○問１で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 12 名のうち、

問 7 の「今日の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深

まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まった」に 7 名

（58.3%）、「以前より少し興味が深まった」に 5 名（41.7%）が回答してい

る。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 31 名のうち、

問 7 の「今日の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深

まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まった」に 10 名

(32.3%)、「以前より少し興味が深まった」に 20 名(64.5％)、「あまり興味は

深まらなかった」に 1 名（3.2%）が回答している。 

○問１で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 7 の「今日の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深

まりましたか。」の問いに対して「以前より少し興味が深まった」に 7 名

（77.8%）、「あまり興味は深まらなかった」に 2 名（22.2%）が回答してい

る。 

○問１で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 2 名のうち、

問 7 の「今日の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深

まりましたか。」の問いに対して、「以前より少し興味が深まった」に 1 名

（50.0％）、「あまり興味は深まらなかった」に 1 名（50.0%）が回答してい

る。 

58.3%

32.3%

41.7%

64.5%

77.8%

50.0%

3.2%

22.2%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

以前よりかなり興味が

深まった

以前より少し興味が深

まった

あまり興味は深まらな

かった

ほとんど興味は深まら

なかった
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ウ 意見の概要（企業、高等学校、専門学校）  

 

 

 

 

富島高校との打ち合わせ時に、実際の仕事の内容のリアルを伝えて欲し

いという要望でしたので、なるべくそれに近い内容を検討した。
企業

Webクリエイティブとなると一般的にWebサイトのデザインに目が行き

がちなので、クリエイティブの本質的な部分を伝えることを目的に構成

した。

企業

生徒の温度感は、ほぼわからなかったので、今の学生でも調査や考え方

など、できること感じることができればという意図の構成で内容は、設

定した。

企業

あくまで実例をもとに説明するだけの講話だったので、伝わっているの

かどうかが講義中に感じ取れない部分が難しいと思った。
企業

改善したいポイントではないが、体験型のワークショップなどができる

と、もっといろいろなテクニックなどを含めて、伝えることができたか

もしれない。

企業

クリエイティブ系の仕事内容が非常にわかりやすかったと思う。リアル

な部分にも触れていただき、よりイメージしやすかった。
高等学校

WEB・HPに関する仕事内容を知る良い機会であった。 高等学校

大学のホームページを事例に取り上げて、Webページが如何につくられ

ているか、そのためにどのような工夫をしているかを分かり易く説明さ

れたため、生徒たちも興味や理解が深まったようである。

専門学校

設問①については、企業（講師）、高等学校（受講者）、専門学校（事務局）の

立場に応じて、質問内容を個別に設定している。

企＝企業、高＝高等学校、専＝専門学校、共通＝３者共通設問

①実証講座に関する意見

ア　内容を設定した目的や意図（生徒に伝えたかったこと等）[企]

①実証講座に関する意見

イ　内容や課題を設定する上で難しかった点や改善したい点　[企]

①実証講座に関する意見

ウ　内容はどうだったか　[高・専]
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実際にWebページの分析（グループワークなど）ができれば、ちょうど

よい内容であったと思われる。
高等学校

分かりやすい内容で準備していただき助かった。 高等学校

高校生が分かり易いように丁寧に説明されていたが、１コマという限ら

れた時間であったため、実習や体験等が入れられなかったのが残念で

あった。また、自分の高校のホームページについて課題意識を持たせた

点は大変よかった。

専門学校

少なかった。授業の関係もあるので、しょうがないと思っている。 企業

システム系と同様に、終日または半日は実施できればと思ったところ。

せっかくの機会ですので、ワークショップなども交えながら行うと、よ

り学びが深まると感じた。

高等学校

１コマでは、聞くだけの内容になってしまうので、もう少し時間があれ

ば良いと思う。
高等学校

１コマでは講義が中心となるため、最低でも２コマ設けて、講義＋アル

ファで実施することで、生徒・講師ともにより充実するのではないか。
専門学校

教室の見えるところに時計が欲しかった。説明における時間配分が難し

かった。
企業

授業内容について、クリエイティブ系に触れることがないので、事前に

触れておくべきでした。
高等学校

授業の中にクリエイティブ系の内容を教える授業は少なく、生徒も漠然

とクリエイティブをイメージしているので生徒たちにとって良い経験に

なった。

高等学校

①実証講座に関する意見

キ　非常に良かった点、工夫したほうがよかったと思う点　[高]

①実証講座に関する意見

エ　内容のレベル（難易度）は、生徒にとってどうだったか　[高・専]

①実証講座に関する意見

オ　時間数（コマ数）について（妥当・多い・少ない）[共通]

①実証講座に関する意見

カ　進行や生徒をサポートする上で難しかった点や改善したい点　[企]
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印象としては、発言してくれる生徒さんがいたのは助かった。また、ア

ンケートでもありがたいことに今回、伝えたいと思っていたことが伝

わっていて、このWebクリエイターの業界に興味を持っていただいた学

生がいたのは嬉しかった。

企業

システム系を実施した後だっただけに、クリエイティブ系の時間は1時

間だけという感じで、残念そうでした。
高等学校

クリエイティブ系に興味を持って入学してきた生徒もいるので、表情は

非常によかったです。
高等学校

WEB系の仕事について知らないことが多くあったが、職業をイメージ

できるようになったと思う。
高等学校

アンケート結果からWebクリエイティブに関して意外と理解していない

ことが分かった。その分、この授業を受けてWebに対する理解や興味が

深まったという意見も多くあった。

専門学校

②生徒の様子や反応に関する意見

特に意見なし。 企業

問題はなかったかと思う。 高等学校

準備は十分であったと思う。 高等学校

事前打ち合わせは充分であったと思う。 専門学校

講話とワークショップを分けて展開した方が良いと思った。夢を語るの

は、講話やパネルディスカッションで、仕事の内容を伝えるのは、ワー

クショップなど、目的に合わせて分けた方が良いと感じた。

企業

システム系でも記載しましたが、できれば1学期にしっかりと時間を設

けて実施できると、システム系もクリエイティブ系もそれぞれの分野の

学びが理解できるのはないかと思う。

高等学校

来年以降もぜひ継続させて欲しい。 高等学校

前週に６コマの実証講座を実施した翌週の１コマであったため、生徒た

ちの様子から物足りなさを感じた。また、どの時期に実施するのかも大

切であり、今後は、日程調整（日程確保）も大きな課題の一つとなる。

専門学校

③実証講座の準備に関する意見（事前の打ち合わせ等）

④継続していくための要望や課題に関する意見
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これが実現できると面白そうというアイデアでいうと、複数の学校の生

徒が体育館などの広い施設に集まり、そこでワークショップと発表会を

するなどのイベントができると面白いと思う。課題については、参加し

ている企業や先生で集まって検討し、課題解決を生徒にしてもらう。大

型のイベントになるが、それぞれの学校の生徒が他校の生徒との交流に

もなるし、実際、社会では初めての人同士でも仕事をするという意識づ

けもできるので、面白いのではないかと思う。

企業

貴重なお話を聞けて、有意義な時間となりました。ありがとうございま

した。
高等学校

コース選択や資格取得を強く意識させるためにも早い段階での実施を希

望したい。
高等学校

企業側は３～４コマの時間を確保できると、様々な体験や実習を取り入

れた講座を準備できるが、商業高校では１コマから多くても２コマ連続

の授業しかなく、それ以上の時間を確保するには特別に時間割を編成す

ることになるため厳しい現状があるが、今後も可能な限り高校の協力を

もらいながら、実証講座の時間を確保していきたい。

専門学校

⑤その他、感想や意見（上記①～④以外について）
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（6） 実証講座②：検証 

○2 週連続での富島高等学校での実習講座ということで、生徒たちは興味津々

で授業に参加していたようである。前回、本実証講座の趣旨も説明してあっ

たので、スムーズに本講座に入ることができた。前回が 6 コマで今回が 1 コ

マでの実施となったため、やや物足りなさを感じた生徒もいた。 

○今回、Web クリエイティブ分野に特化した講座ということで、事前打ち合わ

せに沿った内容で進められた。ホームページのリニューアル前とリニューア

ル後の事例を示し、そこから課題や問題点を考えさせる導入は生徒たちに高

い関心をもたらした。 

○Web クリエイターの仕事の内容や仕事の工程、Web クリエイターの職種に

ついての講義の中で、生徒が知らない多くの知識に触れることでき、Web ク

リエイターに関する興味や理解が深まったことがアンケートの結果からも

分かった。 

○講師から「ワークショップなどの実習や体験を入れたかった」との意見が

あった。やはり、1 コマの講義だけで Web クリエイティブという広い分野に

ついて十分な理解を得るには厳しいものがあると感じた。次回は 2 コマ以上

の時間を確保して、講義＋アルファの内容で実施していきたい。そのために

も、次年度は早い時期に日程を確保する必要がある。 
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（7） 実証講座③：実施報告 

○期日 令和 4 年 12 月 16 日（金） 

○場所 宮崎県立宮崎商業高等学校 体育館 

○時間 1 コマ 8:50～9:40 

○対象 情報ソリューション科 1 年生 80 名 

○授業形態 講義 

○講師 株式会社宮崎県ソフトウェアセンター 

中村 諒亮 様（人材育育成部部長補佐）、柄本 章太 様（総務部係長） 

○見学者 宮崎県みやざき文化振興課 德山 久明 様（課長）・他１名 

○事務局（学校法人宮崎総合学院・宮崎情報ビジネス医療専門学校） 

 花盛 和也、馬場 隆 

○事前打ち合わせでの協議内容 

＜要望（高等学校）＞ 

    ビッグデータの扱い方も含めてほしい（２年次からの Python による

データ分析につなげる） 

＜提案（企業）＞ 

    企業としてどういう人物を求めているか（技術よりもやる気などを重視

していることなど） 

○育成の視点 

 
育成の視点 学習のねらい 

実証講座 

該当視点 

1 生活の中の ICT 技術 
自らの生活や様々なビジネスに ICT 技術が活用

されていることについて理解を深める。 
○ 

2 ICT 技術の可能性 

ICT に関する展示会やイベント等に参加し、デジ

タルに関する新技術を体験し ICT 技術活用の可

能性について理解を深める。 

○ 

3 
地元企業における 

仕事としての ICT 

地元 ICT 企業の方の話を聞いたり ICT 企業求人

情報を収集したりすることを通して、地元 ICT 企

業の業務や仕事内容について理解を深める。 

○ 

4 
ICT 業界の仕事の 

楽しさ・やりがい 

地元 ICT 企業現場の年齢に近い方と交流するこ

とにより ICT 業界における仕事の楽しさややり

がいについて理解を深める。 

○ 

5 ビジネスに向かう姿勢 

ICT 業界における現場実習等を通してビジネス

に求められるコミュニケーションやビジネスに

向かう姿勢の重要性について理解を深める。 

○ 
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○講義内容 

①IT（ICT）業界とは（身近にある IT 活用技術、IT 業界とは、IT 業界の現状） 

②情報の入手と活用方法（情報の入手方法と留意点、情報入手で注意すべき点、

効率的な情報入手方法） 

③データサイエンス／ビッグデータ（ビッグデータとは、ビッグデータの必要

性、ビッグデータの活用事例） 

④企業紹介（宮崎県ソフトウェアセンター企業紹介、同社の事業領域） 

⑤質疑応答 
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○講義「情報の入手方法と注意点」の資料 
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（8） 実証講座③：生徒アンケート結果及び意見の概要 

ア 生徒アンケート結果（単純集計） 

問１ もともと ICT（情報通信技術）や情報通信業に対して興味がありましたか。 

 
 

 

問２ 今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 
 

 

問３ 今日の講座全体の中で印象に残ったポイントは何ですか。 【複数選択可】 

 

大いに興味があった

26.2%

少し興味があった

52.5%

あまりなかった

19.7%

全くなかった

1.6%

(n=61)

大いに役立ちそうである

59.0%少し役立ちそうである

29.5%

あまり役立ちそうにない

6.6%

ほとんど役立ちそうにない

0.0%
わからない

4.9%

(n=61)

68.9%

37.7%

34.4%

19.7%

8.2%

6.6%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

IT（ICT）業界の現状や仕事

情報の入手と活用方法

高卒採用の取組（IT大学校プロジェクト）

データサイエンス／ビッグデータ

（株）宮崎県ソフトウェアセンターの紹介

真のIT技術者とは

その他

(n=61)

[割合の高い順にソート]
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問４ 今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解でき

ましたか。 

 
 

 

問５ 企業や外部の方による講座に対する要望について 

 
 

 

問６ 講座の時間について 

 
 

とても理解が深まった

42.6%

少し理解が深まった

55.7%

あまり理解できなかった

1.6%

ほとんど理解できなかった

0.0%

(n=61)

今後もやってほしい

65.6%

やってほしくない

1.6%

わからない

32.8%

(n=61)

本日（1コマ）くらいが

ちょうどよい

57.4%

もう少し長い方がよい

11.5%

もう少し短い方がよい

31.1%

(n=61)
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問７ 今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興味は深

まりましたか。 

 
 

問８ 今日の講座に関する感想、意見、要望などについて、自由に記入してくだ

さい。 

（一部抜粋） 

今日の講座を聞いて、ICT や情報通信業について以前よりも興味が湧き将

来の夢の第一歩となりとても役に立ちました。ありがとうございました。 

今までは漠然としか知らなかったけど、今回の講座を受けて IT について

さらに知りたいと思いました。宮崎にも IT 企業があると知って将来に就

職も視野に入れてみようかと思いました。 

自分もスマートフォンでインターネットを使ってネットショッピングや

SNS でのやりとりをしてコミュニケーションをとったりしているので

ネットワークを通して情報や知識を増やしたいと思いました。 

私は将来情報系の仕事に就職したいと思っているのですが、どんな職業が

あるのかを具体的に知りませんでした。大体がプログラマーなどだろうと

思っていたため、今日具体的な仕事を知り、こんなに沢山仕事があるのか

と驚くと同時に、自分が将来目指す職業の選択の幅が広がりました。今日

学んだ知識を忘れず、更に情報分野について詳しい知識やスキルを身に付

けていきたいと思います。 

授業で勉強していたものと同時に、以前より情報処理についての知識が深

まったと思います。実際、今勉強しているものが何に繋がっているのか詳

しく知らなかったので、今回の講習はとても勉強になりました。 

今回の講座を受けて、ICT についての知識がなかったですが講座を受けて

知識もつき、前より興味を深めることができました。自分は今情報系の科

目が好きなので将来の職業を考えるいい機会になって良かったです。 

以前よりかなり興味が

深まった

26.2%

以前より少し興味が

深まった

68.9%

あまり興味は深まらなかった

4.9%

ほとんど興味は深まらなかった

0.0%

(n=61)
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イ 生徒アンケート結果（クロス集計） 

○高校生が持つもともとの興味・関心の度合いと本実証講座受講後の意識の変

化を把握するため、アンケートの問１「もともと ICT（情報通信技術）や情

報通信業に対して興味がありましたか。」に対する回答別に、主な設問につ

いてクロス集計を行った。 

 

問 2 今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 
 

○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 16 名のうち、

問 2 の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」に 13 名（81.3%）、「少し

役立ちそうである」に 2 名（12.5%）、「わからない」に 1 名（6.3％）が回答

している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 32 名のうち、

問 2 の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」に 19 名（59.4%）、「少し

役立ちそうである」に 11 名（34.4%）、「あまり役立ちそうにない」に 2 名

（6.3％）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 12 名のう

ち、問 2 の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそう

ですか。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」に 4 名（33.3%）、「少

し役立ちそうである」に 5 名（41.7%）、「あまり役立ちそうにない」に 2 名

（16.7％）、「わからない」に 1 名（8.3%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 1 名は、問 2

の「今日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」

の問いに対して「わからない」（100.0%）と回答している。 

 

81.3%

59.4%

33.3%

12.5%

34.4%

41.7%

6.3%

16.7%

6.3%

8.3%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

大いに役立ちそうである

少し役立ちそうである

あまり役立ちそうにない

ほとんど役立ちそうにない

わからない
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問 4 今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解でき

ましたか。 

 
 

○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 16 名のうち、

問 4 の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理

解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 12 名（75.0%）、

「少し理解が深まった」に 4 名（25.0%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 32 名のうち、

問 4 の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理

解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 11 名（34.4%）、

「少し理解が深まった」20 名（62.5%）、「あまり理解できなかった」に 1 名

（3.1%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 12 名のう

ち、問 4 の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業につい

て理解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 3 名

（25.0%）、「少し理解が深まった」に 9 名（75.0%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 1 名は、問 4

の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解で

きましたか。」の問いに対して「少し理解が深まった」（100.0%）と回答して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.0%

34.4%

25.0%

25.0%

62.5%

75.0%

100.0%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

とても理解が深まった

少し理解が深まった

あまり理解できなかった

ほとんど理解できなかった
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問 7 今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興味は深

まりましたか。 

 
 

○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 16 名のうち、

問 7 の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興

味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まった」に

7 名（43.8%）、「以前より少し興味が深まった」に 8 名（50.0%）、「あまり興

味は深まらなかった」に 1 名（6.3%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 32 名のうち、

問 7 の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興

味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まった」に

8 名（25.0%）、「以前より少し興味が深まった」に 23 名（71.9%）、「あまり

興味は深まらなかった」に 1 名（3.1%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 12 名のう

ち、問 7 の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対す

る興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まっ

た」に 1 名（8.3%）、「以前より少し興味が深まった」に 10 名（83.3%）、「あ

まり興味は深まらなかった」に 1 名（8.3%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 1 名は、問 7

の「今日の講座を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対する興味は

深まりましたか。」の問いに対して「以前より少し興味が深まった」（100.0%）

と回答している。 

 

 

 

 

 

 

43.8%

25.0%

8.3%

50.0%

71.9%

83.3%

100.0%

6.3%

3.1%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

以前よりかなり興味が深

まった

以前より少し興味が深まっ

た

あまり興味は深まらなかっ

た

ほとんど興味は深まらな

かった
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ウ 意見の概要（企業、高等学校、専門学校） 

 
 

 
 

 

IT業界への誤解（プログラマーやシステム開発など一人でPCに向かっ

てコツコツするような業務ばかりである）から、そもそも生徒さんたち

の職業の選択肢に入らないケースが多いと感じていました。まずはIT業

界には、いろいろな業種があり、IT業界で働くことについて正しく理解

してもらうこと。

企業

現在生徒さんたちが勉強している「情報」の教科が具体的に社会に出る

とどういうところで生かされているのかなど、ITを身近に感じてもら

い、より興味を持ってもらうこと。

企業

学校側からの希望も盛り込みつつ、全体構成をする中で、少し盛り込み

過ぎたところがあった。時間に余裕を持った構成にしたい。
企業

設問①については、企業（講師）、高等学校（受講者）、専門学校（事務局）の

立場に応じて、質問内容を個別に設定している。

企＝企業、高＝高等学校、専＝専門学校、共通＝３者共通設問

①実証講座に関する意見

ア　内容を設定した目的や意図（生徒に伝えたかったこと等）[企]

①実証講座に関する意見

イ　内容や課題を設定する上で難しかった点や改善したい点　[企]

ビジネス基礎の情報に関する内容を特化してもらい、ＩＴ業界の現状、

さらにビッグデータ・データサイエンスの必要性等を講話して頂いたこ

とで、来年度のAI・データサイエンス演習Ⅰという本校の学校設定科目

につながるものとなっていた。

高等学校

内容についてはビジネス基礎の育成の視点が網羅されており、大変良

かった。時間の関係もあるが、講師の話のみでの内容であったため、何

らかの生徒の動きがあるとより充実した講座になったと思う。また、や

やマイク音量が小さくて聞き取りにくい場面があった。

専門学校

①実証講座に関する意見

ウ　内容はどうだったか　[高・専]

妥当であった。 高等学校

生徒にとって理解しやすい内容であった。 専門学校

①実証講座に関する意見

エ　内容のレベル（難易度）は、生徒にとってどうだったか　[高・専]
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企業側からするともっとお伝えしたいことがあるが、講話として実施す

る場合は最大でも２コマだと思うため、最初としては妥当だと思われ

る。

企業

個人的には少なかったように感じるが、12月の体育館での実施と考え

ると１時間で妥当だったのではないかと考える。
高等学校

コマ数と内容については妥当だったが、2コマで実習や体験などが加わ

るとさらに充実すると考えられる。
専門学校

時間配分は予定通り進めることが出来たが、体育館という広い場所で実

施したため、生徒の反応がよく見ることができなかった。感染予防の観

点から難しい時期ではあるが、教室など生徒さんの表情まで見える距離

感で実施したかった。

企業

来年度の学びにつなげてもらった点はかなり良かった。 高等学校

会場が広く生徒の反応まであまり感じることが出来なかった。しかし、

アンケート結果を拝見すると予想以上に理解をしてくれていたので安心

した。検索のコツなど身近に使えそうなTipsについての反応も予想以上

にあったので、次回も可能であれば盛り込んでいきたい。

企業

生徒の反応は良かったのではないかと考える。ＩＴ業界に興味を示す生

徒も増え、資格取得に向け意欲を改めて持った生徒も増えた。
高等学校

大変寒い環境の中での実施であったが、生徒たちは真剣に受講してい

た。また、アンケート結果からも内容・時間・今後の要望・興味の深ま

りにおいて好評であったことが分かる。自由記述においても「より詳し

く知れた」「役に立った」「今後に生かしたい」との感想が多く、生徒

にとって充実した講座となったようである。

専門学校

①実証講座に関する意見

①実証講座に関する意見

オ　時間数（コマ数）について（妥当・多い・少ない）[共通]

カ　進行や生徒をサポートする上で難しかった点や改善したい点　[企]

①実証講座に関する意見

キ　非常に良かった点、工夫したほうがよかったと思う点　[高]

②生徒の様子や反応に関する意見
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事前に打合せを実施し、資料についてもご意見を頂くことができた。 企業

リモートで2回ほど行い、資料を事前に準備して頂いて十分であったと

考える。
高等学校

十分な打ち合わせができたため、高校側の要望もしっかりと取り入れた

内容であった。
専門学校

1回1コマで理解していただくことは難しい。就職や進学などでミス

マッチを起こさないためにも、今後も継続して実施することに意味があ

る。生徒からの意見も取り入れつつ、学校と企業が連携して試行錯誤し

ながら実施していけるとよい。

企業

実証講座をする時期を早められないだろうか。準備して打ち合わせをし

て進めていくとどうしても年度後半になるかもしれないが、ビジネス基

礎の教科書で情報に関する部分は最初の方に出てくる。1年生には検定

もほぼ影響ない時期でもあるので、できれば年度当初にできないだろう

か。今年度の場合、実証講座担当の先生がビジネス基礎を担当していな

いので、ビジネス基礎の担当者と別で打ち合わせをする時間も必要とな

る。

高等学校

高校側は前年度末に年間行事が確定しており、その中に本事業の実証講

座を組み入れるには、早めの日程調整が必要である。また、高校や企業

の負担を減らすことも事業を継続するうえで重要な事であると感じた。

専門学校

これからは今まで以上に学校と企業との連携が必要であると感じてい

る。
企業

上記④で記入した実証講座を実施する時期を検討して頂きたい。今回の

講座が６月や７月に実施されていると資格取得に向け興味関心が早い段

階で湧き、授業への取り組む態度も前向きになっていくのではないかと

考える。

高等学校

対面で実証講座をする場合は2コマを確保して、「講義＋体験」で展開

していくとより充実した講座になるのではないか。
専門学校

⑤その他、感想や意見（上記①～④以外について）

③実証講座の準備に関する意見（事前の打ち合わせ等）

④継続していくための要望や課題に関する意見
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（9） 実証講座③：検証 

○コロナ感染の状況を受け、高等学校の厚意で密を避けるため、急遽、武道場か

らより広い体育館へと場所が変更になった。1 限目ということもあり、大変寒

い中での実証講座となったが、熱心に講話に集中する生徒たちの姿が見られ、

とても感心させられた。 

○講座前半は、「IT（ICT）業界とは」と題し、身近な IT 活用技術や IT 業界の

現状について、次に「情報の入手と活用方法」として、情報保入手方法と留意

点、効率的な情報入手の方法などの説明があり、アンケートでは情報の入手に

関する部分に生徒の興味関心が高かったようである。 

○事前打ち合わせで高等学校から要望のあった「データサイエンス／ビッグデー

タ」についても、ビッグデータとは何か、あるいは、その必要性とコンビニエ

ンスストアやすし外食チェーンの具体的な活用事例を示して分かり易く説明

されたので、生徒の理解や次年度へ向けての興味を高めることができたのでは

ないかと考える。 

○自社の概要紹介の中で、高校卒業後の人材に対して、地元で「真の IT 技術者」

を育成するという目的で同社が令和 2 年度より取り組んでいる「IT 大学校プ

ロジェクト」の紹介があった。実際に宮崎商業高等学校から令和 2 年度に 1 人、

令和 3 年度に 2 人、令和 4 年度に 3 人と入社しており、生徒たちは身近に感じ

るとともに、改めて高等学校からでも地元の IT 企業に就職できるという新た

な進路の気づきに繋がったと思う。 

○高等学校から、1 年次の早い時期にこのような実証講座を行うことで、資格取

得や授業に取り組む意識がより高まるのではないかという意見があった。これ

は他の実証講座の中でも多く出た意見でもあり、次年度の大きな課題の一つと

して検討していきたい。 
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（10） 実証講座④：実施報告 

○期日 令和 4 年 12 月 19 日（月） 

○場所 宮崎県立延岡商業高等学校 宮崎県立都城商業高等学校 

○時間 1 コマ 14:30～15:15 

○対象 延岡商業高等学校 情報ソリューション科 1 年生 60 名 

都城商業高等学校 情報ソリューション科 1 年生 82 名 

○授業形態 Zoom によるオンライン講義 

○講師 株式会社ウェブサイト 柳本 明子 様（代表取締役社長） 

○事務局（学校法人宮崎総合学院・宮崎情報ビジネス医療専門学校） 

花盛 和也、馬場 隆、尾崎 勝一 

○事前打ち合わせでの協議内容 

＜要望（高等学校）＞ 

コンピュータ関係が苦手だと思っている生徒もいるので、今からでも希望

が持てるような話をしてほしい。どんな仕事をどのようにやっているのか、

社会人として必要な資質や能力について話してほしい 

＜提案（企業）＞ 

Web 制作の仕事にもいろんな内容・役割がある。ネット関連で高校生の 

興味がありそうな事例の紹介（動画でのビジネスとか）。スキルだけでなく

資質の部分（コミュニケーションなど）。一人１台のタブレットも活用した

い。 

○育成の視点 

 
育成の視点 学習のねらい 

実証講座 

該当視点 

1 生活の中の ICT 技術 
自らの生活や様々なビジネスに ICT 技術が活用

されていることについて理解を深める。 
○ 

2 ICT 技術の可能性 

ICT に関する展示会やイベント等に参加し、デジ

タルに関する新技術を体験し ICT 技術活用の可

能性について理解を深める。 

― 

3 
地元企業における 

仕事としての ICT 

地元 ICT 企業の方の話を聞いたり ICT 企業求人

情報を収集したりすることを通して、地元 ICT 企

業の業務や仕事内容について理解を深める。 

○ 

4 
ICT 業界の仕事の 

楽しさ・やりがい 

地元 ICT 企業現場の年齢に近い方と交流するこ

とにより ICT 業界における仕事の楽しさややり

がいについて理解を深める。 

○ 

5 ビジネスに向かう姿勢 

ICT 業界における現場実習等を通してビジネス

に求められるコミュニケーションやビジネスに

向かう姿勢の重要性について理解を深める。 

○ 
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○内容 

①自己紹介及び会社概要 

②ホームページって？ 

③ホームページ制作の流れ 

④制作前のヒアリングが大事 

⑤ホームページで大切なこと 

⑥高校生へのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講座資料① 
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○講座資料② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講座資料③ 
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（11） 実証講座④：生徒アンケート結果及び意見の概要 

ア 生徒アンケート結果（単純集計） 

問 1 もともと Web クリエイティブの分野に対して興味がありましたか。 

 
 

問 2 今回の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 
 

問 3 今回の講座の中で印象に残ったポイントは何ですか。【複数選択可】 

 

大いに興味があった

10.5%

少し興味があった

57.0%

あまりなかった

29.1%

全くなかった

3.5%

(n=86)

大いに役立ちそうである

37.2%

少し役立ちそうである

60.5%

あまり役立ちそうにない

0.0%

ほとんど役立ちそうにない

0.0%

わからない

2.3%

(n=86)

57.0%

44.2%

37.2%

37.2%

31.4%

17.4%

16.3%

8.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ホームページ（Webサイト）のしくみや作成事例

ホームページをつくるいろいろな技術や職種

検索サイトで見つけてもらう工夫

自分で学べるツール

ホームページ制作の流れとヒアリングの大切さ

講師からのメッセージ（「？」を大事に／頼まれたら断らない／

「個の力」）

講師の自己紹介や会社のこと

クリエイターエコノミー

その他

(n=86)

[割合の高い順にソート]
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問 4 今回の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解できま

したか。 

 
 

問 5 企業や外部の方による講座に対する要望について 

 
 

問 6 講座の時間について 

 
 

 

とても理解が深まった

33.7%

少し理解が深まった

65.1%

あまり理解できなかった

1.2%

ほとんど理解できなかった

0.0%

(n=86)

今後もやってほしい

79.1%

やってほしくない

0.0%

わからない

20.9%

(n=86)

今回（1コマ）くらいが

ちょうどよい

74.4%

もう少し長い方がよい

10.5%

もう少し短い方がよい

15.1%

(n=86)
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問 7 今回の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深まりま

したか。 

 
 

問 8 今回の講座に関する感想、意見、要望などについて、自由に記入してくだ

さい。 

（一部抜粋） 

ウェブサイトの作り方や講師の方のクリエイティブ講座がいろいろと分

かってすごく知識が取り込めた。 

もっとこういった講座を増やして欲しいと思った。 

Web サイトについて、無料でできるアプリやサイトがあることがわかっ

た。あまり Web サイトについて興味がなかったけど、今回の話を聞いて

少し興味を持った。でも Web サイトを作るのが好きな人でないと仕事に

するというのは難しいのだろうと感じた。 

高校生でも無料でサムネイルを作れたり、Web サイトを作れたりするツー

ルがある事は知らなかったので是非使ってみたいと思った。 

自分たちが日頃見ていたホームページがこういう人たちで作られている

ことを知って、自分も以前からホームページの広告などの仕事をしたいと

思っていたので参考になった。 

ウェブサイトを作るのはとても難しいものだと思っていたが、意外と方法

がわかれば作れることを知り、自分でも作れることに気付く事ができた。 

日頃から見ていたりする Web サイトなどに関する話などを聞けて仕組み

などがよく分かった。 

授業でホームページを作ったけど、習ったことを仕事にしている人がいる

ことが面白いと思った。 

実技があったほうが嬉しかった。 

講師の方が、簿記などが後々役に立ったと言っておられたので、自分の将

来と関係のないことでもしっかり取り組むことが大事だと分かった。 

以前よりかなり興味が深まった

37.2%以前より少し興味が深まった

58.1%

あまり興味は深まらなかった

4.7%

ほとんど興味は深まらなかった

0.0%

(n=86)
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イ 生徒アンケート結果（クロス集計） 

○クロス集計 

高校生が持つもともとの興味・関心の度合いと本実証講座受講後の意識の変化

を把握するため、アンケートの問１「もともと Web クリエイティブの分野に

対して興味がありましたか。」に対する回答別に、主な設問についてクロス集

計を行った。 

 

問 2 今回の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。 

 
 

○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 2 の「今回の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」の問

いに対して「大いに役立ちそうである」に 8 名（88.9%）、「少し役立ちそう

である」に 1 名（11.1%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 49 名のうち、

問 2 の「今回の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」の問

いに対して「大いに役立ちそうである」に 14 名（28.6%）、「少し役立ちそう

である」に 35 名（71.4%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 25 名のう

ち、問 2 の「今回の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」

の問いに対して「大いに役に立ちそうである」に 10 名（40.0%）、「少し役に

立ちそうである」に 13 名（52.0%）、「わからない」に 2 名（8.0%）が回答

している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 3 名は、問 2

の「今回の講座は、今後の高校生活や将来に役立ちそうですか。」の問いに対

して「少し役に立ちそうである」（100.0%）と回答している。 

 

 

88.9%

28.6%

40.0%

11.1%

71.4%

52.0%

100.0%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

大いに役立ちそうである

少し役立ちそうである

あまり役立ちそうにない

ほとんど役立ちそうにない

わからない
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問 4 今回の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解できま

したか。 

 
 

○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 4 の「今回の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解

できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 5 名（55.6%）、

「少し理解が深まった」に 4 名（44.4%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 49 名のうち、

問 4 の「今回の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解

できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 16 名（32.7%）、

「少し理解が深まった」に 33 名（67.3%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した 25 名のうち、

問 4 の「今回の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解

できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 7 名（28.0%）、

「少し理解が深まった」に 17 名（68.0%）、「あまり理解できなかった」に 1

名（4.0%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 3 名のうち、

問 4 の「今回の講座を通して Web クリエイティブ分野の仕事について理解

できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」1 名（33.3%）、

「少し理解が深まった」に 2 名（66.7%）が回答している。 
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117 

問 7 今回の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深まり

ましたか。 

 
○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 7 の「今回の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深

まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まった」に 4 名

（44.4%）、「以前より少し興味が深まった」に 5 名（55.6%）が回答してい

る。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 49 名のうち、

問 7 の「今回の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深

まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まった」に 22 名

（44.9%）、「以前より少し興味が深まった」に 25 名（51.0%）、「あまり興味

は深まらなかった」に 2 名（4.1%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 25 名のう

ち、問 7 の「今回の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味

は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味が深まった」に 6

名（24.0%）、「以前より少し興味が深まった」に 17 名（68.0%）、「あまり興

味は深まらなかった」に 2 名（8.0%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と回答した生徒 3 名は、問 7

の「今回の講座を通して Web クリエイティブの分野に対する興味は深まり

ましたか。」の問いに対して「以前より少し興味が深まった」（100.0%）と回

答している。 
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ウ 意見の概要（企業、高等学校、専門学校） 

 
 

 

高校1年の段階で、WEB制作について「なんとなく楽しそう」という興

味関心を抱いて欲しかった。
企業

作り方よりも「なんのためにWEBを作るのか」、お客様のニーズ、効

果、お困りごとの解決のため、という点を今回は優先して組み立てた。
企業

ウェブ以外にも、動画やSNSの運用代行などデジタル知識を生かした活

躍の場は無限にあることを知って欲しかった。プログラミングに苦手感

があっても、ITの仕事はそれだけではないということ。

企業

今回は２校合同で、オンラインという講義スタイルだったため、私自身

初めてのスタイルのため、講座内容の組み立てが難しく感じた。
企業

内容は良かった。Ｗｅｂ系に興味のある生徒には良い刺激になった。 高等学校

生徒が興味を持ってくれるような内容であった。 高等学校

Webサイトとはどういうものかから、自社でのWebサイトの作成事例、

ホームページの制作の流れ、検索サイトで見つけてもらう工夫など、具

体的な事例に即して説明があり、非常に分かりやすかった。ホームペー

ジ制作の流れでは事前のヒアリングが大事ということが強調され、ま

た、ホームページを作るにはいろいろな技術（職種）が必要だというこ

とも説明され、仕事に必要な能力や職種の多様性など生徒に伝えてほし

い内容が盛り込まれており、よかった。

専門学校

ネットで学べるツールの紹介や、だれでもネットを活用して仕事ができ

るようなクリエイターエコノミーの紹介など、高校生が興味を持ちそう

な最新の動向にも触れられていたのがよかった。

専門学校

①実証講座に関する意見

イ　内容や課題を設定する上で難しかった点や改善したい点　[企]

①実証講座に関する意見

ウ　内容はどうだったか　[高・専]

設問①については、企業（講師）、高等学校（受講者）、専門学校（事務局）の

立場に応じて、質問内容を個別に設定している。

企＝企業、高＝高等学校、専＝専門学校、共通＝３者共通設問

①実証講座に関する意見

ア　内容を設定した目的や意図（生徒に伝えたかったこと等）[企]
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最後に「『？』を大事に」「頼まれたら断らない」「個の力（が大事に

なる）」といった講師からのメッセージ（高校生に伝えたいこと）があ

り、キャリア教育としての面からも非常によかった。

専門学校

時間が少なかった関係でテーマごとの説明が希薄になってしまい、生徒

が理解する前にテーマが変わるなどついて行けてない生徒がいた。
高等学校

あまり専門用語を用いた説明ではなかったので、とても分かりやすかっ

た。
高等学校

具体的な事例を交えながらの話であったため、わかりやすかったのでは

ないかと思う。一部、WordPressの話など専門的・技術的な部分もあっ

たため、高校生がイメージしにくい部分もあったかもしれない。ただ

し、ネットで学べるツールの紹介もあったため、関心を持った生徒は自

分で調べて、勉強するのではないか。

専門学校

集中力を考えれば45分くらいがちょうどよいのかもしれないが、伝え

たいことがありすぎて、入れ込み過ぎた感はあったかなというのが反省

点である。後半が早口になってしまったので、もっとゆっくり伝えた

かったなというのはあった。

企業

話す分量と内容から見るとコマ数は少なかった。 高等学校

時間が限られていたため、早足で説明をいただいたのが申し訳なかっ

た。
高等学校

講座の内容としては、限られた時間の中でよくまとめられていたと考え

る。1コマだとどうしても駆け足での説明になってしまい、企業の講師

も説明したくてもできないところもあったのではないか。

専門学校

次やるとすれば絶対リアル（対面）を希望する。やはり生徒さんの表情

を見ながら話したい。
企業

①実証講座に関する意見

エ　内容のレベル（難易度）は、生徒にとってどうだったか　[高・専]

①実証講座に関する意見

オ　時間数（コマ数）について（妥当・多い・少ない）[共通]

①実証講座に関する意見

カ　進行や生徒をサポートする上で難しかった点や改善したい点　[企]



120 

 

Ｗｅｂが制作される過程が分かったこと。コミュニケーションなど人間

性が大切であること等求められる人材が分かった。
高等学校

とても分かりやすい説明で中には改めて興味を示してくれた生徒もい

た。
高等学校

時間と説明する分量、オンラインでは伝わらない感覚があり、講師の良

さが半減してしまった。
高等学校

「WEBクリエイティブについてよくわかった」「理解が深まった」と

いう声があったことが大変うれしく思った。

４５分の中に実践まで入れるのができなかったが、「実践も聞きたかっ

た」という声があったため、次回は検討したい。

企業

改めて興味を示してくれた生徒が多く、今後も実際に企業の方の生の声

を聞ける機会を続けていただけるとより興味が沸いてくるのではないか

と思う。

高等学校

興味のある生徒は楽しそうに聞いていた。ついて行けていない生徒もい

た。
高等学校

生徒へのアンケートの自由意見では、「知らなかったことを知ることが

できてよかった」や「興味を持つことができた」という意見も多く、実

際に企業の方の話を聞くことが非常によかったと考えられる。

専門学校

今回の実証講座はオンライン形式で、高校側のカメラは生徒の様子を映

していても講義資料を画面で共有すると生徒の様子がほとんど見ること

ができなくなるため、当初予想していたとおり、講師の方も生徒の様子

がわかりにくかったのではないか。

専門学校

事前のヒアリングは大変参考になった。特に問題もなかったと思う。 企業

十分であった。 高等学校

十分であった。 高等学校

事前の打ち合わせとしては、電話等による調整を行った上で、実証講座

の10日ほど前に高校（都城商業高校、延岡商業高校）、企業、専門学

校によるZoomによる打ち合わせを1回行った。当方の取り掛かりが遅

かったため、日程調整や事前の打ち合わせについて、余裕を持った日程

が組めなかったのは反省点である。

専門学校

①実証講座に関する意見

キ　非常に良かった点、工夫したほうがよかったと思う点　[高]

②生徒の様子や反応に関する意見

③実証講座の準備に関する意見（事前の打ち合わせ等）
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当初は、都城商業高校に講師の方が出向いて対面形式で行い、同時に延

岡商業高校にはオンライン形式で配信する予定だったが、新型コロナの

影響や配信のリハーサルの日程をとることも難しかったため、両校とも

オンライン形式で行うこととなった。

専門学校

プログラミングの講座もあると思うので、学校側のスケジュール調整が

難しいのだろうと推測する。何かいい形で時間を確保出来ると良いと思

われる。

企業

ウェブクリエイティブの分野は、高校時代の必須課程におそらく入って

ないので今回興味を抱いてくれた生徒さん達の気持ちを切らすことなく

２年、３年生へとクリエイティブ分野に触れてもらう工夫が必要と感じ

る。

企業

講話や講演に慣れていて、学校では効果が薄い気がする。会社見学など

出向いて話を聞くなど通常と違う行程で実施するのも良いかと思う。
高等学校

もし、可能であれば「ビジネス基礎」もしくは「プログラミング」の授

業について、4校連携して、4月の時間割を決める段階で、1時間でも同

時間の授業展開（時間割）（例：火曜日の6限目は4校の情報ソリュー

ション科がビジネス基礎の時間にするなど）にすると、時間割を変えず

にどの企業の講演も聴くことができ、よりよい学びにつながるのではな

いかと思う。また、講演だけでなく高校生と専門学校生をZOOMでつな

いだワークショップなどにも活用できる。

高等学校

講師の方からは、生徒の反応がわからないと話がしづらいとの意見もあ

り、基本的には対面形式での実施が望ましいと考えられるが、企業の講

師の方の移動の負担軽減の面からもオンライン形式のメリット・デメ

リットは検討課題である。特に都城商業高校ではオンライン形式、対面

形式の両方で実証講座を行ったので、生徒の反応等どうだったのか先生

の意見も参考にしたい。

専門学校

特に意見なし 企業

貴重な時間をありがとうございました。 高等学校

生徒との興味と講演者が伝えたいこととのずれがあると有意義な時間に

なりにくいと感じた。特にリモートだと情熱的なところも伝わりにく

い。

高等学校

生徒へのアンケートの自由意見の中に「実技があったほうがうれしかっ

た」という意見があったが、Webクリエイティブの場合は、ホームペー

ジを作成するアプリの使い方など実習や体験を伴うと講話の内容がより

わかりやすいのではないか。

専門学校

⑤その他、感想や意見（上記①～④以外について）

④継続していくための要望や課題に関する意見
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（12） 実証講座④：検証 

○当初は都城商業高等学校にて対面で実証講座を実施し、それをオンラインで延

岡商業高等学校へ配信する計画であったが、新型コロナの影響から、急遽 2 校

ともにオンラインでの実施となった。また、両校の授業時間に５分のずれが

あったため、45 分間での実施となった。 

○講座の導入で、「23725」（生徒が 80 歳まで生きた場合の残りの日数）の数字を

示し、何の数字であるかを考えさせてみたり、まとめの部分では、「『？』を大

事に」「頼まれたら断らない」「個の力」などのキーワードを示して、メッセー

ジを伝えたりと、生徒たちの興味関心が高める工夫が随所にあった。 

○事前打ち合わせで高等学校から「コンピュータ関係が苦手な生徒もおり、今か

らでも希望が持てるような話をしてほしい。」「どんな仕事をどのようにやって

いるのか、社会人として必要な資質や能力について話してほしい」の要望があ

り、それに対して、Web サイトとはどういうものか、作成事例、ホームページ

制作の流れなど具体的事例をもとに説明して、Web 制作には様々な職種（技

術）があり多様な能力や人材が求められているや Web 以外にも様々な IT の仕

事があることを伝えることで、高等学校からの要望にしっかりと応えた講座内

容となっていた。 

○講義内容は豊富で且つ精選されており申し分なかったが、企業、高等学校、専

門学校の意見や生徒アンケートから、今後は、1 時間以上の対面での講座の実

施や実技（実習や体験学習）を含む講座の実施を希望する意見が多かった。オ

ンラインでの互いの表情が伝わりにくい中で、講義のみの実証講座は厳しいも

のがあることを痛感させられた。 

○生徒アンケートの結果から「今後の高校生活や将来に役立ちそうか」の問いに

対して、「大いに役立つ」と答えた生徒が 37.2％、「少し役立つ」と答えた生徒

が 60.5％で、計 97.7％の生徒が役に立ったと回答、また、「Web クリエイティ

ブ分野の仕事について理解できたか」の問いに対して、「とても理解が深まっ

た」と答えた生徒が 33.7％、「少し理解が深まった」と答えた生徒が 65.1％で、

計 98.8％の生徒が理解できたと回答しており、生徒にとって、意義のある実証

講座となったことは確かである。 
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（13） 実証講座⑤：実施報告 

○期日 令和 4 年 12 月 21 日（水） 

○場所 宮崎県立都城商業高等学校 家庭経営実習室 

○時間 ２コマ 14:25～16:15 

○対象 情報ソリューション科 1 年生 82 名 

○授業形態 講義及びワークショップ 

○講師 株式会社ＭＪＣ 岩切 幸一郎 様（事業本部部長）、 

           岩本 信子 様（総務部課長） 

○見学者 髙橋 健太朗 様（株式会社日経ＢＰコンサルティング、本事業で有識

者会議の委員を担当） 

○事務局（学校法人宮崎総合学院・宮崎情報ビジネス医療専門学校） 

 花盛 和也、馬場 隆、尾崎 勝一 

○事前打ち合わせでの協議内容 

＜要望（高等学校）＞ 

    講話だけでなく、生徒がワークショップなどで参加できることもあると

よい。 

＜提案（企業）＞ 

    高卒の若手社員の生の話も聞かせたい。体験型学習としては生徒にも身

近なシステム開発事例を設定し、必要な機能を考えさせるなどしたい。 

○育成の視点 

 
育成の視点 学習のねらい 

実証講座 

該当視点 

1 生活の中の ICT 技術 
自らの生活や様々なビジネスに ICT 技術が活用

されていることについて理解を深める。 
○ 

2 ICT 技術の可能性 

ICT に関する展示会やイベント等に参加し、デジ

タルに関する新技術を体験し ICT 技術活用の可

能性について理解を深める。 

－ 

3 
地元企業における 

仕事としての ICT 

地元 ICT 企業の方の話を聞いたり ICT 企業求人

情報を収集したりすることを通して、地元 ICT 企

業の業務や仕事内容について理解を深める。 

○ 

4 
ICT 業界の仕事の 

楽しさ・やりがい 

地元 ICT 企業現場の年齢に近い方と交流するこ

とにより ICT 業界における仕事の楽しさややり

がいについて理解を深める。 

○ 

5 ビジネスに向かう姿勢 

ICT 業界における現場実習等を通してビジネス

に求められるコミュニケーションやビジネスに

向かう姿勢の重要性について理解を深める。 

○ 
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○講義内容 

①IT 業界講座とは（IT の存在価値、IT の可能性、IT 業界の現状） 

②IT 業界の現状（仕事の流れ、求められる人物像） 

③企業紹介（株式会社ＭＪＣ 企業紹介、同社の事業領域） 

④体験型学習（Google スライドを利用し、課題に対する資料を作成） 

 課題『部活動生と顧問の先生とのコミュニケーションツールに必要な機能を

考えてみよう』 
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○講座資料① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講座資料② 
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（14） 実証講座⑤：生徒アンケート結果及び意見の概要 

ア 生徒アンケート結果（単純集計） 

 

問１ もともと ICT（情報通信技術）や情報通信業に対して興味がありましたか。 

 
 

問２ 12 月 21 日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。 

 
 

問３ 12 月 21 日の講座全体の中で印象に残ったポイントは何ですか。  

【複数選択可】 

 

大いに興味があった

21.4%

少し興味があった

54.8%

あまりなかった

23.8%

全くなかった

0.0%

(n=42)

大いに役立ちそ

うである

59.5%

少し役立ちそうである

38.1%

あまり役立ちそうにない

2.4%

ほとんど役立ちそうにない

0.0%
わからない

0.0%

(n=42)

47.6%

42.9%

35.7%

33.3%

31.0%

28.6%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

IT業界で求められる人物像

現代におけるITの存在価値

体験型学習（ツールに必要な機能を考える）

株式会社MJCの紹介

IT業界の仕事の流れ

IT業界の可能性

その他

(n=42)

[割合の高い順にソート]
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問 4 前半の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解でき

ましたか。 

 
 

問 5 後半の体験型学習のテーマ（課題）はどうでしたか。 

 
 

問 6 後半の体験型学習において、グループ内での議論は活発だったと思います

か。 

 
 

 

とても理解が深まった

54.8%

少し理解が深まった

45.2%

あまり理解できなかった

0.0%

ほとんど理解できなかった

0.0%

(n=42)

とても難しかった

14.3%

どちらかというと難しかった

69.0%

どちらかというと簡単だった

16.7%

とても簡単だった

0.0%

(n=42)

とても活発だった

57.1%

どちらかというと活発だった

42.9%

どちらかというと活発ではなかった

0.0%
まったく活発ではなかった

0.0%

(n=42)
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問 7 後半の体験型学習を通して、ツール等を開発する際の流れについて理解で

きましたか。 

 
 

問 8 企業や外部の方による講座に対する要望について 

 
 

問 9 前半の講話の時間について 

 

よく理解できた

50.0%

ある程度理解できた

50.0%

あまり理解できなかった

0.0%
ほとんど理解できなかった

0.0%

(n=42)

今後もやって

ほしい

92.9%

やってほしくない

0.0%
わからない

7.1%

(n=42)

本日（1コマ）くらいが

ちょうどよい

71.4%

もう少し長い方がよい

7.1%

もう少し短い方がよい

21.4%

(n=42)
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問 10 後半の体験型学習の時間について 

 
 

問 11 12 月 21 日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対

する興味は深まりましたか。 

 
 

 

問 12 12 月 21 日の講座全体を通して、感想、意見、要望などについて、自由

に記入してください。 

（一部抜粋） 

IT についてもっと詳しく知ることができた。またやって欲しいです。 

それを職業としている人の話を聞いたあとの講義だったのでとてもたの

しかったしわかりやすかったです。 

今回 IT の職業講話を聞いてとても IT への理解が深まりました。今まで情

報について様々なことを勉強していたことがどんなことに繋がるなどよ

く分かり、とても良い機会でした 

今回の講話で、自分の知識不足を感じつつ、以前よりたくさんの情報系の

知識が深まりとても楽しかったです 

本日（1コマ）くらいが

ちょうどよい

78.6%

もう少し長い方がよい

19.0%

もう少し短い方がよい

2.4%

(n=42)

以前よりかなり興味が

深まった

52.4%

以前より少し興味が

深まった

45.2%

あまり興味は深まらなかった

2.4%
ほとんど興味は深まらなかった

0.0%

(n=42)
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ICT のことについてあまり知らなかったので今回の体験学習でより情報

通信業に興味を持つことができました。 

将来、プログラマーやシステムエンジニアのような職業に就きたいと考え

ているので、とても良い勉強になりました。後半の体験学習が楽しかった

です。 

IT 業界についてあまり知らなかったことが今回の講座を通してわかりま

した。IT 系にはあまり興味がなかったけど話を聞いて、少し楽しそうだな

と感じました。また、体験型学習の時はグループの人達と協力してできた

ので、良かったと思いました。 

ICT は難しい職業だから自分には絶対無理だと思っていたけど、今日の講

話を聞いて人と話すことが好きな自分にも少し可能性がある職なのかな

と思いました。知らなかったことを知れてとても面白かったです。 

班のみんなと、どのような機能があるといいかなどコミュニケーションを

とることができ、新しい考え方なども学べ、いい経験になった。 

 

イ 生徒アンケート結果（クロス集計） 

○高校生が持つもともとの興味・関心の度合いと本実証講座受講後の意識の変化

を把握するため、アンケートの問１「もともと ICT（情報通信技術）や情報通

信業に対して興味がありましたか。」に対する回答別に、主な設問についてク

ロス集計を行った。 

 

問２ 12 月 21 日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。 

 
○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 9 名は、問 2

「12 月 21 日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそうです

か。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」（100.0%）と回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 23 名のうち、

100.0%

56.5%

30.0%

43.5%

60.0%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

大いに役立ちそうである

少し役立ちそうである

あまり役立ちそうにない

ほとんど役立ちそうにない

わからない
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問 2「12 月 21 日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ちそう

ですか。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」に 13 名（56.5%）、「少

し役立ちそうである」に 10 名（43.5%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 10 名のう

ち、問 2「12 月 21 日の講座全体を通して、今後の高校生活や将来に役立ち

そうですか。」の問いに対して「大いに役立ちそうである」3 名（30.0%）、

「少し役立ちそうである」に 6 名（60.0%）、「あまり役立ちそうにない」に

1 名（10.0%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と答えた生徒は 0 名であった。 

 

問 4 前半の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解でき

ましたか。 

 
 

○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 9 名は、問 4

「前半の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解でき

ましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」（100.0%）と回答して

いる。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 23 名のうち、

問 4「前半の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解

できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 10 名（43.5%）、

「少し理解が深まった」に 13 名（56.5%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 10 名のう

ち、問 4「前半の講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業について

理解できましたか。」の問いに対して「とても理解が深まった」に 4 名（40.0%）、

「少し理解が深まった」に 6 名（60.0%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と答えた生徒は 0 名であった。 

 

 

100.0%

43.5%

40.0%

56.5%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

とても理解が深まった

少し理解が深まった

あまり理解できなかった

ほとんど理解できなかった
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問 7 後半の体験型学習を通して、ツール等を開発する際の流れについて理解で

きましたか。 

 
 

○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 7「後半の体験型学習を通して、ツール等を開発する際の流れについて理

解できましたか。」の問いに対して「よく理解できた」に 6 名（66.7%）、「あ

る程度理解できた」に 3 名（33.3%）が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 23 名のうち、

問 7「後半の体験型学習を通して、ツール等を開発する際の流れについて理

解できましたか。」の問いに対して「よく理解できた」に 11 名（47.8%）、「あ

る程度理解できた」に 12 名（52.2%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 10 名のう

ち、問 7「後半の体験型学習を通して、ツール等を開発する際の流れについ

て理解できましたか。」の問いに対して「よく理解できた」に 4 名（40.0%）、

「ある程度理解できた」に 6 名（60.0%）が回答している。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と答えた生徒は 0 名であった。 

 

問 11 12 月 21 日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業に対

する興味は深まりましたか。 

 

66.7%

47.8%

40.0%

33.3%

52.2%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味があった

②少し興味があった

③あまり興味がなかった

④全くなかった

よく理解できた

ある程度理解できた

あまり理解できなかった

ほとんど理解できなかった

77.8%

52.2%

30.0%

22.2%

47.8%

60.0% 10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①大いに興味が

あった

②少し興味が

あった

③あまり興味が

なかった

④全くなかった

以前よりかなり興味

が深まった

以前より少し興味が

深まった

あまり興味は深まら

なかった

ほとんど興味は深ま

らなかった
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○問 1 で「①（もともと）大いに興味があった」と回答した生徒 9 名のうち、

問 11 の「12 月 21 日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信

業に対する興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味

が深まった」に 7 名（77.8%）、「以前より少し興味が深まった」に 2 名（22.2%）

が回答している。 

○問 1 で「②（もともと）少し興味があった」と回答した生徒 23 名のうち、

問 11 の「12 月 21 日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報通信

業に対する興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり興味

が深まった」に 12 名（52.2%）、「以前より少し興味が深まった」に 11 名

（47.8%）が回答している。 

○問 1 で「③（もともと）あまり興味がなかった」と回答した生徒 10 名のう

ち、問 11 の「12 月 21 日の講座全体を通して ICT（情報通信技術）や情報

通信業に対する興味は深まりましたか。」の問いに対して「以前よりかなり

興味が深まった」に 3 名（30.0%）、「以前より少し興味が深まった」に 6 名

（60.0%）、「あまり興味は深まらなかった」に 1 名（10.0%）が回答してい

る。 

○問 1 で「④（もともと興味が）全くなかった」と答えた生徒は 0 名であった。 
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ウ 意見の概要（企業、高等学校、専門学校） 

 

IT業界の魅力紹介 企業

IT業界に就職する際に必要な要素を伝える 企業

宮崎にあるIT企業（MJC）紹介 企業

考える力、コミュニケーション力の大切さ（体験型学習） 企業

短時間で満足度の高い体験を目指したので、内容検討に時間をかけた。

生徒のアンケート結果にて、テーマ（課題）が難しかったという意見も

多いため、体験型学習にて何を実施するかも含め、今後の改善点の一つ

と考えている。最終的には、グループ内にて活発的な論議が実施され、

作成して頂いた資料もすばらしかった印象である。

企業

充実した内容であった。 高等学校

講話については、IT業界のことを知ってもらう、必要な能力等を知って

もらうという趣旨を踏まえた内容がわかりやすくまとめられており、よ

かった。人物像については、コミュニケーション力や協調性にも触れら

れており、後半のワークショップでのチーム内でコミュニケーションを

とるようにという指導にもつながるような内容で工夫がみられた。

専門学校

ワークショップ（体験型学習）については、「部活動生と顧問の先生と

のコミュニケーションツールに必要な機能」を考えるという課題で、1

コマでできるようテーマが絞られており、よかった。事前に課題と

Googleスライドのテンプレートと提案例を配付してあったことも、

ワークショップがスムーズにいった理由かもしれない。

専門学校

企業の講師によるワークショップのサポートでは、各グループの進捗状

況をみて、イラストの活用や文字の強調について、途中にアドバイスが

あり、臨機応変に対応されていた。

専門学校

①実証講座に関する意見

イ　内容や課題を設定する上で難しかった点や改善したい点　[企]

①実証講座に関する意見

ウ　内容はどうだったか　[高・専]

設問①については、企業（講師）、高等学校（受講者）、専門学校（事務局）の

立場に応じて、質問内容を個別に設定している。

企＝企業、高＝高等学校、専＝専門学校、共通＝３者共通設問

①実証講座に関する意見

ア　内容を設定した目的や意図（生徒に伝えたかったこと等）[企]
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適正な難易度であった。 高等学校

講話の内容については、事例なども多く分かりやすかった。ワーク

ショップの課題については、生徒のアンケート結果をみると、どちらか

というと難しいと思った生徒が多かったようだが、ある程度難しいと感

じるくらいのほうが、ワークショップのテーマとしてやりがいがあるの

ではないかと考える。

専門学校

妥当であった。時間数をもとに内容を検討したこともあって、妥当に

至った要素と考えている。
企業

妥当だと感じる。 高等学校

講話については、ワークショップについての説明の時間も必要だったの

で、実質30分程度だったが、非常によくまとまっていた。
専門学校

ワークショップについては、1コマだったためどこまでできるか心配も

あったが、多くのグループがほぼ完成に近いかたちまでいくことができ

たようで、結果的にはよかった。1コマのワークショップでは発表まで

難しいため、2コマ以上必要になるかもしれないが、理想としては、

ワークショップは発表までできたほうが、達成感につながるのではない

か。

専門学校

体験型学習について、時間が足りるかどうかの不安もあったが、実施委

員の皆さまや先生方のサポートもあり、ほとんどのグループにおいて

完成させることができた。サポート頂き、感謝している。改善点は特に

ない。

企業

①実証講座に関する意見

エ　内容のレベル（難易度）は、生徒にとってどうだったか　[高・専]

①実証講座に関する意見

オ　時間数（コマ数）について（妥当・多い・少ない）[共通]

①実証講座に関する意見

カ　進行や生徒をサポートする上で難しかった点や改善したい点　[企]

演習する作業やグループでの話し合いなど集中して取り組めていた。 高等学校

日程的にもう少し早い段階で取り組ませると良かった。 高等学校

①実証講座に関する意見

キ　非常に良かった点、工夫したほうがよかったと思う点　[高]
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全体的に集中して取組んで頂いたと思う。妥当な時間数（コマ数）で

あったことも要因の一つと考えている。講話時は反応がとても良くて進

めやすかった。ICT（情報通信技術）や情報通信業について理解しても

らうとともに、興味を持ってくれた生徒も多かった印象である。体験時

は、始めはグループによって、なかなか話し合いが進まなかったが、途

中から楽しく活動してくれた印象である。ただし、テーマ（課題）が難

しかったという意見も多いため、体験型学習にて何を実施するかも含

め、改善が必要と考えている。

企業

総合的に見て楽しそうに活動していた。グループによって活発なところ

と、消極的な班があったが、ほとんどのグループがある程度完成してお

り、協力して取り組めていた。

高等学校

講話については、講師からの問いかけにも必ずだれかが答えるような感

じで、真剣に聞いている様子であった。
専門学校

生徒自ら、提案用（プレゼン用）のGoogleスライドにイラストを追加

したり、ネットでコミュニケーションについて検索したり、いろいろ創

意工夫している様子もうかがえた。

専門学校

生徒へのアンケートの自由意見をみると、ワークショップ（体験型学

習）が楽しかったという意見が多く、実証講座全体の構成としてはよ

かったのではないか。

専門学校

十分であった。ありがとうございました。 企業

それぞれ忙しい中での打ち合わせだったので、今回くらいが妥当な打ち

合わせ時間だったと思う。
高等学校

高校、企業、専門学校で事前に2回Zoomでの打ち合わせを行った。講

座内容については、1回目の打ち合わせで高校からの希望等を企業にお

伝えし、企業からの講座内容の原案ができた段階で2回目の打ち合わせ

を行った。

専門学校

ワークショップのテーマについては、当初の案では「小学校の先生と保

護者とのコミュニケーションツールに必要な機能」となっていたが、高

校生に身近なテーマのほうがよいとの高校からの意見もあり「部活動生

と顧問の先生とのコミュニケ―ションツールに必要な機能」に変更され

るなど、事前の打ち合わせが効果的にできたと考えられる。

専門学校

②生徒の様子や反応に関する意見

③実証講座の準備に関する意見（事前の打ち合わせ等）
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今回の実証講座では、学校側でインターネット環境と端末、実施場所等

を事前に調整および準備していただきスムーズに実施できたと思う。

次年度以降、別の学校で同じ講座を実施する場合も上記の準備が必要と

なるため、学校ごとに準備可能かの確認や検討も必要になるかと思う。

企業

講話だけでなく、体験型学習も盛り込んだほうがよいと思うが、学校に

よって環境（使用しているタブレット等のハードやソフト）も異なると

思うので、それぞれの環境に沿った形での学習内容の検討が必要と考え

る。

企業

講演や講話だけでなく、体験的なものは入れていくと良いと感じた。企

業、高校、専門学校それぞれの立場で検証・情報の共有をすべきであ

り、本校以外の連携状況も知っておきたい。

高等学校

ワークショップの場合は、生徒に企業の方とのコミュニケーションをと

る機会でもあり、サポートする講師が複数いるほうが、望ましいと思う

が、企業としても派遣できる講師（社員）の数に制約がある可能性もあ

るので、望ましい体制の確保は今後の検討課題である。

専門学校

アンケート結果も踏まえ、あらためて学校の授業とは違った企業側と連

携した有用性のある講座になったのではないかと思う。しかし、学習内

容によっては事前準備に時間を要するので、そのバランスが難しいと考

えている。

企業

来年度以降、１年生だけでなく、２年生、再来年は３年生まで情報ソ

リューション科が揃う。その際の対象学年は１学年だけなのか２年・３

年まで対象とした活動を進めて行くのか気になっている。対象クラス、

学年が増えれば学校行事に組み込むことが難しくなる気がする。

高等学校

2コマの中で、講師が入れ替わったり、生徒が興味を持ちそうな課題で

のワークショップがあったりして、あっという間に時間が過ぎたように

感じる講座であった。生徒たちの表情も生き生きとしており、それぞれ

の役割に応じて取り組んでおり、大変充実した実証講座となった。

専門学校

⑤その他、感想や意見（上記①～④以外について）

④継続していくための要望や課題に関する意見



138 

（15） 実証講座⑤：検証 

○講義とワークショップの組み合わせで 2 コマでの実施であった。講義では、IT

業界の存在価値、可能性、仕事の流れ、求められる能力や人物像、自社の会社

紹介といった内容で講話があり、生徒たちも興味を持って熱心に聞いていた。

講義の後、残り約 70 分でワークショップを展開したが、予想以上に生徒たち

が積極的であり、最後は予定になかった代表グループの発表まで行うことがで

きた。 

○ワークショップの課題が「部活動生と顧問の先生とコミュニケーションツール

に必要な機能を考えてみよう」というテーマで、部活動が盛んで部活動生の多

い都城商業高等学校にうまくマッチした課題であったことが、ワークショップ

でのコミュニケーションが積極的に行われた要因でもあったと思われる。この

テーマは高等学校からの提案であり、事前打ち合わせの効果があったと考えら

れる。 

○グループでの役割分担を決めたことで、生徒が自ら提案用プレゼンに Google

スライドのイラストを追加したり、ネットで検索したりと様々な工夫をして課

題に取り組んでいる姿が見られた。また、都城商業高等学校の多くの先生方が

見学に来られ、生徒たちとコミュニケーションをとりながら、サポートする姿

も見られた。 

○都城商業高等学校は外部機関との連携が盛んな学校で、生徒は外部講師による

講義に対して慣れている（新鮮味に欠ける）面もあり、講演や講話だけでなく

今回のような体験的な内容を取り入れた講座や企業に赴いての講座ができる

と望ましいとの意見があった。 

○生徒アンケートでの「講話を通して ICT（情報通信技術）や情報通信業につい

て理解できましたか」の問いに対して「とても理解できた」（54.8％）、「少し理

解できた」（45.2％）の計 100％、「体験型学習において、グループ内での議論

は活発だったと思いますか」の問いに対して、「とても活発だった」（57.1％）、

「どちらかというと活発だった」（42.9％）の計 100％、「体験型学習を通して、

ツール等を開発する際の流れについて理解できましたか」の問いに対して、「よ

く理解できた」（50％）、「ある程度理解できた」（50％）の計 100%という結果

からみても充実した実証講座になったことが伺える。 

○生徒アンケートでの「体験型学習のテーマ（課題）はどうでしたか」の問いに

対して、「とても難しかった」（14.3％）、「どちらかというと難しかった」（69.0％）

との回答があるが、今回の講座の様子から判断して、ワークショップでは生徒

にとってやや難易度のあるテーマの方が活発に行わるのではないかと推察さ

れる。 
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3 ビジネス基礎に関する実証講座のまとめ 

○本年度の「ビジネス基礎」の実証講座を、12 月 9 日（金）富島高等学校を皮切り

に、13 日（火）に同じく富島高等学校でクリエイティブ系に特化した実証講座、

16 日（金）に宮崎商業高等学校、19 日（月）に延岡商業高等学校と都城商業高

等学校とでオンラインによるクリエイティブ系実証講座、21 日（金）に都城商業

高等学校にて実施することができた。また、本年度最後の「ビジネス基礎」の実

証講座を 2 月 16 日（木）に延岡商業高等学校にて計画している。 

年度初めに決まっている学校行事を調整して日程を確保していただいた各高等

学校と、本来の業務を抱えながらその日程に併せて、万全の準備をして講座を担

当していただいた各企業の皆様方に心から感謝したい。 

○実証講座のコマ数として、1 コマの講座を 3 回、以下、2 コマを 1 回、6 コマを

1 回実施したが、1 コマで実施した講師からは伝えたかったことを存分に伝えら

れなかったとの意見があった。6 コマの講座では生徒の集中力の維持を心配して

いたが、生徒たちは予想以上に最後まで意欲的に取り組み、大きな成果を残すこ

とができた。 

2 コマの講座では、30 分を講義、70 分をワークショップという流れで実施して、

生徒たちの積極性もあって時間内で充実したワークショップを展開することが

できた。講義のみでなく、ワークショップを取り入れることで生徒の参加意欲も

高まることが伺えた。以上の点からも、次年度は最低でも 2 コマを確保して、講

義とワークショップなどの体験、あるいは実習等を組み合わせた実証講座が望ま

しいと考えられる。 

○時期については、高等学校から１年生の早い時期（６月～７月）に実施してほし

いとの要望が多くあった。そのためには年度初めまでに高等学校と企業の日程調

整を行う必要性も出てくる。また、連携する 4 校の高等学校の行事や検定試験等

の関係で、実証講座を希望する時期が重なる点もあり、実施時期については、次

年度も大きな検討課題の一つである。 

○本年度は、5 つの企業に実証講座を担当していただいたが、「ビジネス基礎育成の

視点」の活用や事前打ち合わせにより、各企業の特色を活かしながら、それぞれ

の視点を網羅した形で講座を行うことができた。また、高校生と年齢の近い若手

社員が加わることで、講師・生徒間の距離感が縮まり、より充実したコミュニケー

ションが図れることが分かったので、次年度の実証講座にも活かしていきたい。 

○連携校の 4 校のうち、宮崎商業高等学校以外の 3 校は、1 時間から 2 時間の移動

を要する地域にある。本年度、延岡商業高等学校と都城商業高等学校の 2 校を対

象にオンラインでの実証講座を実施したが、講師・高等学校の両方から対面での

実施を強く望む意見があった。移動の負担はあるが、企業の協力を得ながら次年

度は可能な限り対面での実証講座を計画していきたい。 
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第 5 プログラミングに関する実証講座 

1 プログラミングに関する実証講座の論点整理 

（1） 令和 3 年度の意見の振り返り（令和 3 年度委託事業報告書より） 

令和 3 年度の分科会で出された意見を振り返るとプログラミング教育に関す

る課題としては、高等学校から特に多く意見が出され、関心の高さがうかがえた。 

昨年度出された課題の 1 つはプログラミングの理解に関することについてで、

授業についていけない、あるいは興味を失い、途中で挫折する生徒がいるという

ことである。専門学校段階でもプログラミング授業についていけない学生が出て

いるため、いかに挫折しないようにするかということが一番の課題と考えている。 

プログラムのコードを書くという作業はできるが、中身の理解までは追いつい

ていないといった意見や論理的思考力で流れをイメージできるか否かで、プログ

ラミングの得意、不得意に大きな差がでるとの意見があった。 

もう 1 つは、プログラミングの教材・授業環境に関することで、プログラミン

グに抵抗がある生徒たちでも取り組みやすい教材、プログラミングの実行結果が

わかりやすい教材を望む意見があった。 

高等学校については、令和 4 年度からの学科改編の目玉でもある AI・データ

サイエンスを学ぶにあたって、プログラミング言語 Python を学ぶ必要があるが、

商業系のプログラミング教科書として Python の教科書がないことが課題となっ

ている。令和 4 年度のプログラミングの教科書については Java に関する現在の

教科書を使用しながら、教科書とは別に Python に関する副教材が必要となって

いる。 

また、Python のプログラミング学習環境として、インターネット環境で Google 

Colaboratory を使用する場合、生徒 1 人 1 台端末を前提にネットへの接続が不安

定になる等の通信環境を心配する高等学校もあった。 

プログラミングについて、挫折する生徒がいるという点を踏まえて、昨年度の

高校生及び専門学校生のアンケートで、プログラミングについてどう思っている

かについてたずねているが、回答としては、高校生、専門学校生ともに、「あまり

得意ではないが楽しい」が最も割合が高かったが、両方とも、1 年生よりも上の

学年のほうが「難しくて楽しくない」の割合が増える傾向が見られた。特に専門

学校生では「難しくて楽しくない」の割合が 1 年生の約 8％に対して、2 年生で

は 36％と大きく増加した。 

この結果については、学年が上になるほど内容が難しくなり、授業についてい

けなくなることが理由ではないかと推測した。 
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令和 3 年度の分科会で出された意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今のところ、プログラミングは一方的に先生が説明してというのがメイ

ン。難しいと脱落してしまうので、プログラミングは楽しいという方向

に持っていきたい。

高等学校

中学生は高校にゲームが作れるプログラミングというイメージで入って

くる。プログラミングの基礎の部分で挫折する生徒が多い。
高等学校

プログラミングについては、論理的思考力、流れをイメージできるかで

得意、不得意の差が大きい。
高等学校

大学の先生にプログラミングの授業をしてもらったが、先生と生徒との

知識のギャップが大きい。生徒はプログラミング作業はできるが、中身

の理解までは追いつかない。

高等学校

プログラミングで1人で解けない部分を友達に聞いたりして学んだあと

に答えを説明させても「答えだけ聞いたので説明できません」という生

徒もいる。

高等学校

プログラミングを学んでも、どう生かされているのかリアルな声を聞く

機会がない。生徒には、他の職種に進むにしても、論理的思考を学ぶこ

との意義を理解してほしい。エンジニアにならなくてもどう仕事につな

げるか、VB（Visual Basic）をどう使うかなど。

高等学校

プログラミングに抵抗がある子たちにどうすればいいか。専門学校を中

心として、画像処理とかWebページの作成とかの授業を配信できない

か。

高等学校

プログラミングについては、入力・出力のイメージがしやすいと教えや

すい。VBAだと結果がビジュアルでわかりやすいが、Pythonだと文字

なのでわかりにくい。

高等学校

プログラミングについて、どうしても全商の検定に追われているので、

実践的な時間がなかなかとれていない。企業の方がやるプログラミング

の一連の流れを言葉だけでなく、映像でも教材があるとやりやすいかも

しれない。

高等学校

高校で一言語をマスターするまでは時間数も少なく、なかなか難しい。

言語を県内で統一してもらって、簡単な開発（仕様書、サンプルデー

タ、開発環境など）とかの教材を提供してもらって、教師がアルゴリズ

ムを教えるとかということもいいかもしれない。もっと思考の部分を伸

ばせるといい。

高等学校

ローカルな環境でPythonができるものはないか。 高等学校

理

解

度

教

材

・

環

境

プログラミング教育に関する意見（課題）
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（2） 高等学校のプログラミングに関する授業の現状と課題 

ア プログラミングに関する 10 の論点 

第３回分科会では高等学校のプログラミング授業の現状と課題を整理し、プ

ログラミング基礎としての教育プログラムはどうあるべきか以下の 10 の論点

に着目し討議した。 

 

    ○ プログラミングに関する 10 の論点 

論点 1  プログラミング授業の現状 

論点 2  高校段階（情報ソリューション科）で習得してほしいプログラミングのレ

ベル 

論点 3  プログラミング嫌い（楽しくない）の理由と対応 

論点 4  プログラミングの効果的な学び方 

論点 5  高校のプログラミング授業への企業、専門学校が持つノウハウの取り入

れ 

論点 6  プログラミングの勉強がどのように役立つか（高校 3 年間の視点、高校卒

業後の視点） 

論点 7  プログラミングに関する高等学校の先生向け研修について 

論点 8  Python の教材、開発環境等について（Python 以外の言語の学習状況、ク

リエイティブ系で必要とされるプログラミング言語） 

論点 9  中学校までのプログラミング教育との接続 

論点 10 プログラミングと資格試験対策の関わり 

 

 

その中で論点 1 は「プログラミング授業の現状」として、高等学校より現在

実施されているプログラミングに関する授業について説明を受けた。次の表は

第 3 回分科会での各高等学校からの概要説明等をもとに作成している。 
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イ 高等学校のプログラミングに関する授業の現状（論点 1） 

学校名 プログラミングに関連する授業の現状 

宮崎商業 

高等学校 

科目「プログラミング」(1 年生)：Python 

・9 月までは全商のビジネス情報部門 2 級対策中心 

・今後、Python をさせながらプログラミング部門 2 級対策 

・経営情報科 3 年生に宮崎県商業教育研究会（商研）で作成した Python

の教材を使って実証を行っている。 

科目「AI・データサイエンス演習Ⅰ」★（2 年生）：Python（データ分析） 

科目「AI・データサイエンス演習Ⅱ」★（3 年生）：Python（データ分析） 

都城商業 

高等学校 

科目「情報Ⅰ」（1 年生）：HTML、CSS、Python 

科目「情報Ⅱ」（2 年生）：HTML、CSS、Python 

科目「プログラミング」（1 年生、2 年生）：VB 

延岡商業 

高等学校 

科目「プログラミング」（1 年生）：マクロ言語（VB） 

科目「応用情報処理」★（2 年生）：Python（情報Ⅰの内容を実施） 

科目「AI 演習」★（3 年生）：Python（IT システムコースのみ） 

富島 

高等学校 

科目「プログラミング」（1 年生）：Java 言語、マクロ言語（VB） 

科目「データサイエンス」★（2 年生）：Python 

          ※★：学校設定科目 

 

 

第 3 回分科会では、各高等学校におけるプログラミング授業の現状説明を受

け、その後、3 つのグループに分けてプログラミング教育に関する 9 つの論点

から議論を行った。 
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ウ グループ討議結果（論点 2～10） 

各グループの討議結果を掲載する。 

意見の主なポイント 

グループ討議の討議結果について 

○討議結果は、グループ討議終了後、討議で出た主な意見を各グループの代表

者に発表してもらい、それを一覧表にまとめたものである。グループ討議の

詳細な内容については、「第 10 実施委員会・分科会での議論の概要」の「4 

第 3 回分科会（合同）」の「（2） 意見概要」に掲載している。 

○分科会という限られた時間の中で実りある討議が出来るよう、グループ討議

においては、主に論点 2～6 を中心に自由な討議をしてもらい、論点 7～10 に

ついては、時間に余裕があれば適宜討議を行うという形式をとった。 

 

 

 

論点 2 
高校段階（情報ソリューション科）で習得してほしいプログラミ

ングのレベル 

第 1 グループ 
○「嫌い」で卒業させない、興味を持たせて卒業させる 

○自分でエラーを解決するレベル、解決しようとする姿勢 

第 2 グループ 

○ゴールに向かって、流れ図がイメージできるようなところまで

は学習してもらいたい。 

○せめて、論理的思考を身につけて卒業してもらいたい。 

○できれば何か 1 つ言語を学んできてほしい。 

第 3 グループ 

○企業側：（若い社員に聞いてみたところ）C 言語、JavaScript

がいいのではないか。とにかく何かしらの言語を極めて（習得し

て）いればどの言語にも対応できる。自分で考えて構築できるレ

ベルでいけば、本当に素晴らしい。 

○高校側：目標が見えない部分がありすごく参考になった。 
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論点 3 プログラミング嫌い（楽しくない）の理由と対応 

第 1 グループ 

○分からない＝嫌い 

○検定のための授業、生徒の希望（こういうことがしたい）と授

業のギャップ 

○エラーで思考がストップしてしまう 

第 2 グループ 

○学校の現状：3 行以上の文章を読まない生徒が多い。 

○食わず嫌い。必要性を感じてないのではないか。  

○（対応として）成果物があるといい。 

第 3 グループ 

○やらされている感があるからではないか。 

 →2 年生でコースが分かれたりする→システム系に流れる子が

少ない。 

○最初の導入段階で興味は湧く。 

（ドローンを飛ばす、ちょっとした動きのあるプログラミング） 

○その後実際に教科書対応になった瞬間、生徒たちの気持ちがつ

いてこない。 

 →そこで嫌いが分かれていく部分。 
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論点 4 プログラミングの効果的な学び方 

第 1 グループ 

○「好き」でいてほしい 

○専門学校：最初に楽しい授業から入って、中身のプログラミン

グに移る 

○楽しい、学びたいという感覚を体験 → 高校でも一定の効果が

あるのではないか 

第 2 グループ 

○工業高校：プログラミング → ロボット完成。 

○商業高校：ゲーム、アプリ。 

○ぷよぷよのプログラミング、Python ライブラリの「Flask（フ

ラスク）」（ウェブページ作成）→ 可視化することができるの

では。 

○マクロ：可視化した学習ができるので、とっつきやすい 

○設計書が理解できたかどうかを確認しながら、商業高校の場

合、プログラミングの問題の条件を確認しながらやらせていくと

よい。 

第 3 グループ 

○ペア学習 

 企業側：全くできない（始めたばっかりの）社員と、経験のあ

る社員 

 →発展させた授業のあり方：合同授業（2 年生＋1 年生、3 年

生＋2 年生） 

○目に見えて変化があるようなものの方が、生徒は食いつきやす

い。 

・HTML、CSS、JavaScript など（打った瞬間に色が変るので結

果がわかりやすい。） 

・Python は変化があまりないところがちょっと難しいのではな

いか。 

 

 

 



147 

論点 5 
高校のプログラミング授業への企業、専門学校が持つノウハウの

取り入れ 

第 1 グループ 

○高校、専門学校、企業の繋がりをイメージさせる 

○専門の職業として頑張っている方の話：イメージを持たせやす

い説明の必要性 

第 2 グループ   

第 3 グループ 

○実際に出向いて学びを経験する。 

・企業：プログラマーの仕事内容とか。 

・専門学校：学びを経験する。 

 

 

論点 6 プログラミングの勉強がどのように役立つか 

第 1 グループ 

○プログラミングは論理的思考を高める一番の科目 

○論理的思考：生徒が知識を獲得していくための全ての基盤 

 → 色んな教科にも良い効果、卒業後の仕事の仕方が変わるので

はないか 

○クリエイティブ分野でのライティング能力：打ち合わせ力、企

画提案力、交渉力なども含めて 

 → プログラミングにおいても必要ではないか（コーディングの

前段階、流れ図） 

○商業：前段階からの人との関わりが出来る人材 → 工業との差

別化 

第 2 グループ 
○（卒業後の進路として）情報系の大学へ進学できるようになれ

ばいい。 

第 3 グループ 

○動機付けすることはすごく大事。 

・将来、社会でどういうところに役に立つであるとかそういうと

ころ。 
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論点 7 プログラミングに関する高校の先生向け研修について 

第 1 グループ   

第 2 グループ   

第 3 グループ 

○言語を学ぶよりどういう風に教えていくのかの研修がすごく役

に立つし助かる。 

・教材有、2～3 日でゴールまで辿り着いたものを学校に持ち帰

る。 

・8 時間～10 時間の教材として利用。 

 

 

論点 8 Python の教材、開発環境等について 

第 1 グループ   

第 2 グループ   

第 3 グループ 

○商研が中心で作られた教材を利用。 

○専門学校の方から IT パスポートや、基本情報等の Google

フォームの提供。 

○都城商業：ライフイズテックレッスン（学生 1 人 2,500 円/3 年

間） 

「情報Ⅰ」全ての単元（プレゼン・動画・プログラミング・プ

ラットフォーム的なもの含む） 
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論点 9 中学校までのプログラミング教育との接続 

第 1 グループ   

第 2 グループ   

第 3 グループ ○まだ中学校は動いてないのでこれから。 

 

 

論点 10 プログラミングと資格試験対策の関わり 

第 1 グループ ○現状、切り離せない 

第 2 グループ   

第 3 グループ   
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（3） プログラミング教材「ｐ5」の提案 

高等学校におけるプログラミング授業の現状や第 3 回分科会の以下の意見等

を踏まえて教材を試作することとした。 

 

ア 注目した意見 

○今のところ、プログラミングは一方的に先生が説明してというのがメ

イン。難しいと脱落してしまうので、プログラミングは楽しいとい

う方向に持っていきたい。 

○「嫌い」で卒業させない、興味を持たせて卒業させる 

○C 言語、JavaScript がいいのではないか。（若い社員の方） 

○最初の導入段階で興味は湧く。 

（ドローンを飛ばす、ちょっとした動きのあるプログラミング） 

○目に見えて変化があるようなものの方が、生徒は食いつきやすい。 

・HTML、CSS、JavaScript など（打った瞬間に色が変わり結果がわか

りやすい） 

 

イ 試作の背景 

 高校へのヒアリング結果や分科会等においての意見から「プログラ

ミングへの興味関心を持たせたい。」「楽しいわかりやすい教材が欲し

い。」「多忙な中でプログラミング教材を作成している時間がとれな

い。」などの状況がある。 

 

 

ウ 教材開発の視点 

○プログラミングの導入教材として使える教材を専門学校で作成する。 

○プログラムの実行結果が目に見えて変化のあるビジュアル教材を作 

る。 

○少ないステップ数で実行可能な教材にする。 

○JavaScript 言語を基本として Web 表示まで発展性のある教材を作成す

る。 

○テキストだけではなく、ソースコードファイル等も準備する。 
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エ ｐ５（p5.js）プログラミングを採用した理由 

○10 行程度のステップ数で簡単なグラフィックを描くことができる。 

○プログラムの実行結果がグラフィカルでわかりやすい。 

○ブラウザベースで動作するため環境設定が不要である。 

○プログラミングへの導入教材として生徒へ興味を持たせることがで

きる。 

○JavaScript への移行が平易にできるため Web プログラミング等への

発展性がある。 

○システム系希望の生徒だけでなく、クリエイティブ系の生徒向きに

もなる。 

 

オ ｐ５（p5.js）プログラミング採用上の課題 

○Python とは言語特性が異なるため、Python プログラミングは最初

から学ぶ必要がある。二つの言語の関連性は少ない。 

○進んだ教材としての Web プログラミングでは Web サーバ環境に設

定が必要となる。（校内に簡易的に Web サーバを構築する方法あり。

要望があれば配布可能。） 

 

カ 実証授業の想定時間数等 

○必要時間 ２時間（50 分×2 限） 1 日で実施 

○必要設備 PC 教室（要インターネット接続） 

 

キ その他 

○実証講座実施の際は、プログラムソースのファイル提供予定。 

○（参考） P5.js の特徴 

 ・ｐ５（p5.js）とは Java 言語をベースに作られた「Processing」と

言う電子アートのプログラミング言語を JavaScript で使用できるよ

うにしたライブラリである。 

 ・p5.js を使うことでブラウザ上に表示できるアニメーションを作成

することができる。無料でオープンソースであり、Web プログラミ

ングに利用される。 

 

次ページに提案した資料を掲載する。 
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（4） 「ｐ5」教材に対する意見及び教材の試行 

第 4 回システム系分科会において、「p5」教材を説明したところ、高等学校や

企業から以下のような意見が出された。 

 

   高等学校の意見 

〇都城商業高校でもオープンキャンパス、体験入学で利用されているレベルの

教材である。導入教材には良いかもしれない。 

〇導入教材には凄くいいなと思っているところなので、これがまあ 1 年生のい

つするのかとなった時に、1 年生の終盤に近かった時には、少し物足りなさ

があるのかもしれないな、というところをちょっと感じている。 

〇この教材を使ってトライアンドエラーを繰り返すことによって、達成感を感

じられる教材ではないかなと思う。 

〇1 年生は今ちょうど検定が 9 月に行われて、10 月からプログラミングを始

めた段階なので、その段階であれば、違う言語でちょっとこういうのもある

よというので、触れさせることもできると思うので、すごくこういう教材は

本校の実情として、今の時期に使うのであれば、非常にいい素材になるかな

と思う。 

〇正直ちょっと生徒へのインパクトが薄いかなと思う。 

〇前段階というか、早いうちに実施しないとなかなか効果得られないと思うの

で、実施する時期に配慮が必要だと思う。 

 

 

    企業の意見 

〇インパクトがあって、プログラミングの導入部分には非常に分かりやすくて

いいのかなと思う。 

〇この教材の最後に、JavaScript をもっとこれを極めると、こんなこともできる

よ、みたいな、もうちょっと高レベルなところまで持っていって、最終的に

生徒さんたちは流石にできるでしょうが、まあ、いろんな構文もたくさん

使って、もっとこんなことができるようにするとよい。 

〇導入教材としては凄くいい。 

〇要はこの教材を使って「何をさせたい」のという目的が大切だと思う。 

〇プログラムがただ動くことだけではなく、「この円を左上から右下まで移動さ

せてみてください」とか、コードを作成せずに全部コピーを使ってもかまわ

ない。ただ、円を左から右に動かすロジックを考えさせることが大切だった

りする。 

〇ｐ5 の関数を全部公開して、それをどう組み合わせるかを生徒に考えさせる
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ことによっていろんな可能性が生まれるではないか。他の生徒のプログラム

から「この人はこう書いた」「けど、僕はこう書いている。」「どっちも上手く

動作するけど、じゃあ、どっちの方が効率的に動いているのか。」等を考えさ

せて話し合いができる等、いろいろできるのは、とてもいいだろうなと思う。 

〇教材を使って教えていくのか、いわゆる指導方法が大切。 

○ウェブで実行すると動作がものすごく重いので、実行環境が心配。 

〇もう少しレベル感を上げる、指導の時期という意見もあったので、発展的な

教材として構文とか、応用的な教材を作っても良いのではないか。 

 

 

P5 プログラミング教材の試行について 

○次年度は、今回の意見を踏まえて提案した p5 プログラミング教材作成を希

望する学校を対象に実証講座を実施する。 

○プログラミングを学ぼうとする生徒を対象に導入教材として試行する。その

際、高等学校と実施時期や実施内容等を確認しながら進める。実施時期につ

いては、本年度中に調整をしておく。 

○対象生徒の実態に合わせて教材をブラッシュアップして実施する。生徒に配

付する教材だけではなく、教室内に掲示できる副教材も研究する。 

○高等学校の要望や生徒の実態を確認しながら発展的な学習内容も検討する。 

○高等学校が必修としている Python 言語への接続の在り方（橋渡し）につい

ても検討を進める。 
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（5） その他のプログラミング実証講座の提案 

ア その他の実証講座の提案 

第 3 回分科会の意見等を踏まえ、宮崎情報ビジネス医療専門学校にて「p5」

教材以外の実証講座について検討を行った。事務局より提案したプログラミン

グに関する実証講座案とその案に対する各高等学校の希望状況等を掲載する。 

 

   提案① 

大まかなレベル 初級         

授業の目的 高校生にプログラミングのイメージをつかんでもらう。 

テーマ プログラミング体験 

内容（概要） 

Scratch で簡単なゲームを作成することによって、プログラミング

のイメージをつかんでもらう。 

備考 専門学校オープンキャンパス体験内容 

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい － － ○ ○ 
  

2 校   

 

提案② 

大まかなレベル 初級         

授業の目的 プログラミングに興味を持ってもらう。 

テーマ Excel のキャンバスに絵を描く 

内容（概要） 

「セルに色を付ける」「色を変えてみる」などの簡単な処理を通じ

て、プログラムの基本的な構造について理解する。 

備考 

・初心者やプログラミングに苦手意識のある生徒向け。 

・視覚的に結果が分かりやすいことを第一に考える。 

・ボタンを配置して実行させることで、アプリケーショ

ンを作った感覚を味わってもらう。 

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい ○ － ○ － 
  

2 校   
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   提案③ 

大まかなレベル 初級         

授業の目的 少し複雑なプログラムの構造を知る。 

テーマ Excel キャンバスの絵を動かす 

内容（概要） 

提案②の応用的な内容。「色のついたセルを動かす」「色を変えな

がら動かす」など、簡単な動きを作り出すプログラムの構造を考え

る。 

備考 

・初心者か、少しできる生徒向け。 

・プログラムをできるだけシンプルにし、生徒が応用し

やすいように作成する。 

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい ○ － ○ － 
  

2 校   

 

   提案④ 

大まかなレベル 初級（実践が入ると中級）     

授業の目的 
AI が具体的にどのように活用されているのかを体験する。 

AI を活用するプログラミングを体験する。 

テーマ Python 体験 or AI アプリ体験 

内容（概要） 

企業による Python or AI を使ったアプリ紹介 

例：企業が開発したアプリを生徒に体験させて、どういう処理をし

ているのかわかりやすく説明する。 

可能であれば、機能を簡略化してプログラミングを体験する。 

備考  

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい ○ ○ ○ ○ 
  

4 校   
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   提案⑤ 

大まかなレベル 中級         

授業の目的 Python を用いて機械学習（画像認識）を体験してもらう。 

テーマ AI 体験 

内容（概要） 

ある程度完成している Python プログラムを触らせて、画像認識を

行うプログラムを完成させる。 

備考 
AI や機械学習の内容に触れると数学的知識が必要にな

るため、拒絶反応を示す生徒が出てくる可能性あり。 

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい ー ー ー ー 
  

０ 校   

    

提案⑥ 

大まかなレベル 中級         

授業の目的 プログラミングを実践してアプリをつくる。 

テーマ Web クーポンアプリをつくる 

内容（概要） 

Python の「Flask」というライブラリを利用して Web アプリを開

発。プログラミングとしては HTML、CSS を中心に使用。 

備考 

宮崎情報ビジネス医療専門学校が都城商業高等学校と

連携して実施している授業の例（商業科 3 年生の課題

研究で実施） 

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい ー ○ ー ー 
  

1 校   
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   提案⑦ 

大まかなレベル 中級～上級（内容による）     

授業の目的 

プログラミングの課題（仕様）を与えて、プログラミングを完成す

るまで、または AdobeXD による試作品を作ることにより、仕事の

流れを体験することを通して、実践力を身に付ける。 

テーマ アプリ開発（AdobeXD を試してみる） 

内容（概要） 

アプリ開発の流れを体験するワークショップ。 

課題を解決するプロセスを学ぶ。 

備考 

グループ学習とし、主体性を促す。 

企業の若手社員や専門学校生が指導補助としてつくと

なおよい。 

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい ー ○ ー ー 
  

1 校   

    

提案⑧ 

大まかなレベル ―         

授業の目的 

企業の若手社員あるいは専門学校生と一緒に授業をすることによっ

て、自分のロールモデルとする。また、指導補助を受けることに

よって、プログラミングの理解度を高める。 

テーマ 企業 or 専門学校生との授業 

内容（概要） 

高等学校の既存の Python の授業でもいいので、企業の若手社員ま

たは専門学校生が指導補助につく。 

備考 

企業としても高校生のレベル感がわかる。 

専門学校生にとっても高校生に教えることを通して、

理解を深める。 

提案に対する 

高等学校の反応 

宮崎商業 

高等学校 

都城商業 

高等学校 

延岡商業 

高等学校 

富島 

高等学校 
  

当該実証講座を 

やってみたい ー ー ー ○ 
  

1 校   
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イ 高等学校からの意見 

 宮崎商業高等学校 

○実証講座をする学年によって難易度が変わってくる。１年生であれば、提

案②③④になると思うが、２年生であれば、提案④ができるとおもう。 

○提案⑤⑥⑦になると、２年生でも学習していないので、一からになる。実

証を行う時期もあると思うので、また相談させていただきたい。 

○現在、プログラミングに関する指導は始まっているため、経営情報科や情

報ソリューション科には難しいのではないか。 

○本校では、全学科プログラミングの指導を行うため、2 月にグローバル経

済科 1 年生１クラスを対象に実施することは可能である。 

○内容としてはプログラミングをこれから学習する生徒を対象に、プログラ

ミング入門の内容がよい。 

 

 

 都城商業高等学校 

○特になし 

 

延岡商業高等学校 

○情報ソリューション科については、９月の全商情報処理検定試験の終了後

よりプログラミングの学習に入るため、プログラミングの基礎を学んでい

る段階。そのため、初級程度が本校の生徒に合うのではないかと考える。 

 

富島高等学校 

○提案⑧の内容に非常に興味がある。縦の繋がりを意識させるためにも、社

員、専門学校生、高校生が１つのチームになるような体験活動ができると

面白い。(企業 and 専門学校 and 高等学校) 
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2 プログラミングに関するプレ実証講座の実施 

（1） 実施の背景 

「p5」教材については、プログラミングを学ぼうとする生徒を対象に導入教材

として次年度に実施することとし、本年度は、実証講座提案の中で 4 校全てが実

施してみたいと回答した提案④「Python 体験 or AI アプリ体験」についてプレ実

証講座を実施する方向で調整した。 

今回は AI アプリを教材として使用することが難しかったため、4 校が興味を

示している AI に関するプレ実証講座については内容を見直し実施していきたい。

また、高等学校におけるプログラミングに関する授業の現状や高等学校の先生方

の意見等を踏まえ企業の方の協力をいただきながら以下のように進めていく。 

 

プログラミングに関する実証講座に関する全体の方向性 

○高等学校から希望の強い Python 言語に関する教材などについて研究する。 

○高等学校の要望や生徒の実態を確認しながらプログラミング学習に適した

学習形態や教材活用方法や実習環境についても研究する。 

○プログラミングを学ぶ中で躓きやすい学習内容やその解決方法を探る。 

○プログラミングに対する生徒の理解を深めるための指導方法についても高

等学校の先生方と検討し、実証講座の中で試行しながら進める。 

○AI や機械学習に関することもプログラミングとの関連に触れながら取り扱

う。 

 

なお、本年度のプレ実証講座は、情報ソリューション科 1 年生が進級後に取り

扱うＡＩや機械学習について深く学ぶための導入教育としての講座と位置付け

ている。 

 

 

（2） プログラミングに関するプレ実証授業の実施概要（予定） 

実施概要 

○実施高校：宮崎商業高等学校、都城商業高等学校 

○期日：令和 5 年 2 月実施予定（事前協議の結果、都城商業高等学校については 

    4 月以降実施予定） 

○講師：株式会社デンサン 

○実施内容：（本報告書作成時点で提案されている内容） 

  テーマ：AI が世の中で具体的にどのように活用されているか 

      AI を活用するプログラミング体験または実例など 
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 1 コマ目：「AI 概論」 

  1 ＡＩの今 

    ・ＡＩの概要（機械学習、ニューラルネットワーク、ディープラーニン

グ） 

    ・ＡＩの歴史（ＡＩブームのキーワードと終焉の原因） 

 ・ＩＴ業界の変遷（ＩＴ革命、ＧＡＦＡＭの台頭、人材不足） 

 2 ＡＩの活用事例（案） 

    ・遠隔診断（医療） 

    ・まぐろの養殖（生産） 

 ・自動運転 

    ・コンビニ（小売） 

 3 スマートグリッドとスマートシティ 

   4 まとめ 

    ・ＡＩとの向き合い方 

  

  2 コマ目：機械学習 

 1 機械学習でできること（分類と予測） 

 2 機械学習の種類 

    ・教師あり学習 

    ・教師なし学習 

    ・強化学習 

    ・ディープラーニング 

 3 機械学習のアルゴリズム 

    ・アルゴリズムとモデル 

    ・モデルの作成 

    ・機械学習のプログラム言語 

    ・Python でのコーディング例 

   4 機械学習で重要なところ 

    ・データの前処理 

    ・モデル選定 

    ・精度を上げるためには 

 5 今後の機械学習 
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（3） 検証方法（予定） 

実証講座の検証方法については、アンケートを主体に行う。その際これまでの

分科会で出された意見を基にアンケート項目等を検討し実施する。また、アン

ケート以外の検証方法についても研究する。 

 

 アンケートの視点と設問例 

○視点 1（プログラミング学習の理解度に関すること） 

 ・わかったこと。 

 ・わからないこと。 

 ・どこが難しかったか等 

 

○視点 2（プログラミング学習に対する意識に関すること） 

 ・好きか嫌いかとその理由 

 ・役立つか 

 ・難しいと思う理由等 

 

○視点 3（プログラミング学習への態度に関すること） 

 ・最後まで自分でじっくり考えられたか。 

 ・自分でエラーを解決できたか。エラーを間違いや原因に気づけたか 

 ・友達に教えてもらってでも理解しようと努力したか等 

 

○視点 4（プログラミング学習の指導形態に関すること：教員向け） 

 ・グループ学習 

 ・メンターの有無による指導 

 ・プログラミング実習課題 

 ・プログラミング教材や環境等 
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第 6 専門学校生の取組及び教員向け研修会 

1 専門学校生の取組 

宮崎県主催「みやざき DX 技術体験展示会」の見学実習 

ア 参加経緯 

本委託事業のコンソーシアムメンバーでもある株式会社宮崎県ソフトウェ

アセンター様（当該展示会事務局）より展示会開催についての情報提供をいた

だき、最新の ICT 技術について触れて学ぶ見学実習の一環として、宮崎情報ビ

ジネス医療専門学校の情報システム科学生が展示会に参加。 

 

イ 実施概要「みやざき DX 技術体験展示会」 

○日時 1 日目：令和 4 年 11 月 29 日（火） 13:00～18:00 

    2 日目：令和 4 年 11 月 30 日（水）  9:00～15:00 

○場所 JA・AZM ホール 本館 大ホール 

○内容 デジタル技術の体験型の展示会。最新デジタル技術や DX ソリュー

ションが宮崎に集結。DX の一歩を踏み出すためのテクノロジーの体

験・商談が可能。 

○参加企業 宮崎県内企業 9 社、県外企業 11 社 

○参加者 宮崎情報ビジネス医療専門学校 

情報システム科 101 名（１年生 70 名、2 年生 31 名） 

※１日目（11 月 29 日）の日程が、本法人主催のシンポジウムと

重複したため、2 日目（11 月 30 日）のみ参加。 

 

ウ 専門学校生 参加者アンケート 

見学実習に参加した専門学校生に対して、宮崎情報ビジネス医療専門学校が

行ったアンケート調査の集計結果は、次のとおりである。（回答数：86 名） 

 

問１ 「みやざき DX 技術体験展示会」に参加して良かったと思いますか。 

①大変良かった： 47.7%  ②まあ良かった：44.2% 

③どちらともいえない：5.8%  ④あまり良くなかった：2.3% 

⑤よくなかった：0.0%  

 

問 2 今後も同じような展示会があれば参加したいですか。 

①ぜひ参加したい： 30.2%  ②参加したい：48.8% 

③どちらともいえない：18.6%  ④あまり参加したくない：2.3% 

⑤参加したくない：0.0%  

 



177 

問 3 参加しての、率直な意見を聞かせてください。     （一部抜粋） 

AI を思っていたより使う企業がおおくてもっと AI について知りたいと思いま

した。 

まったく見たことない機械や、少し内容が難しいものもあったけど、興味を惹

かれるものが多くあり、楽しかったです。 

話を聞くだけでなく実際に体験をすることでさらに理解が深まる他、自分が一

番興味を持つ分野も見つけやすいと思ったので参加してよかったと思います。 

最初は、興味ある会社がなかったが、聞いてみると面白い取り組みをしている

会社が多くて、参加してよかったなと思いました。 

こういう機会はあまりないのでとても良い勉強になりました。どうシステムを

作っていて、どのように使って活用していくかなどいろいろな話を聞けて良

かったです。AI を活用しているものが多く、XR のような最先端技術を用いて

おり興味を持ちました。 

様々な国の言葉に翻訳することができるブースに行ってみたが、翻訳の精度が

とても高くて驚いた。 

採用基準などを直接聞ける機会があり、自分のやるべき最低ラインがようやく

わかった。 

こういう展覧会はもっと増えるべきだと思った。 

宮崎の企業が今何を考え何を作っているのかを見ることができてよかった。 

県内の企業がどのような活動をしているか、知る機会があまりないのでとても

参考になりました。 

県内の最新 DX 技術を身近に体験できた上に、詳しくお話を伺えるとても有意

義な機会になりました。 

前々から楽しみにしていたイベントで、楽しいと思える体験会や、様々な企業

の方々と話をする事、知る事が出来てとてもいい経験になった。 

一概に、DX といっても VR や AR を使った事業を展開されている企業だけで

なく、AI を用いた来客予測や自治体向けのチャットサービスなど、話を聞いて

いて「確かにそうだな」「これがあると便利だな」と思わせてくれるような技

術を提供していて、とても興味深く感じました。 

今後、就職活動を行う際の参考にもなってとても良い機会になったなと思いま

した。また、次の機会にこういったイベント等があったら、参加して知見を広

げていきたいなと思いました。 

AI を使ったリアルタイム通訳や危険な場所での研修を VR を使ってするなどど

れもこれもが、面白くかつ企業のことを知る機会になったため、とても良い経

験ができました。 

もう少し早く行って、できれば全ブースを回りたかった。 

企業向けの展示をしているところに話を聞きに行くのが少しためらわれた。 

狭いので 1 年、2 年、コースで分かれていくとよかったのかなと思った。 
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2 宮崎情報ビジネス医療専門学校主催の教員向け研修会 

（1） クリエイティブ系分科会合同研修会①（高等学校教諭対象） 

ア 実施概要 

○日時 令和 4 年 8 月 10 日（水） 10:00～16:00（昼休憩含む） 

○場所 宮崎情報ビジネス医療専門学校 3 階 Mac Room 

○参加者 8 名 宮崎商業高等学校 2 名、都城商業高等学校 2 名、 

延岡商業高等学校 3 名、富島高等学校 1 名 

○講師 髙良 由佳（宮崎情報ビジネス医療専門学校 クリエイティブ系教員） 

○研修内容 

目 的 Illustrator と Photoshop の基本的な操作方法を習得する。 

テーマ デザインの作り方 

講 義 

デザインのフロー（工程）である「情報管理」「マージンの設定」「グ

リッドの設定」「優先順位の適用」「強弱の設定」「配色」「文字・書

体選び」「情報の図式化」の知識を学ぶ。 

iMac のキーボードやショートカットキーについての知識、各種ツール

やパネルの使い方を学ぶ。 

実 習 iMac を使用し、DM デザインの作品を製作する。 

[備考]・研修終了後に意見交換会を実施 

・研修資料は、高等学校の授業教材として使用可能 

○研修資料 
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イ 参加者アンケート結果 

問１ 今回の研修は授業を行う上で役立ちそうですか。 

①とても役立ちそう： 87.5%  ②ある程度役立ちそう：12.5% 

③あまり役立ちそうにない：0.0%  ④ほとんど役立ちそうにない：0.0% 

 

問 2 今回の研修内容で特に役立った項目を教えてください。 

（4 つまで複数回答）  [割合の高い順・同率の場合は選択肢順] 

①デザインのルール（近接・整列・強弱・反復） 62.5% 

②作成実習 62.5% 

③ダサく見えないためのポイント 50.0% 

④デザイン制作のフロー（工程） 37.5% 

⑤情報整理 37.5% 

⑥よく使うツール及びパネル 37.5% 

⑦マージンの設定・グリッドの設定 25.0% 

⑧Mac でのキーボード操作とショートカットキー 25.0% 

⑨優先順位の適用 12.5% 

⑩情報の図式化  0.0% 

⑪ガイドについて  0.0% 

 

問 3 今回の研修内容に対して、研修時間はどのくらいが妥当だと思いまし 

たか。 

①今回くらい（1 日）でよい： 25.0%  ②半日くらいでよい：0.0% 

③2～3 日くらいほしい：75.0%  ④4～5 日くらいほしい：0.0% 

 

問 4 クリエイティブ系の教諭向け研修会において、今後、取り上げてほしい

研修内容やご意見・ご感想等がありましたら、ご自由にご記入ください。 

動画編集ソフト(Adobe)を教えてほしい。 

アフターエフェクトの内容をしてほしい。 

動画編集、アプリケーションソフトの操作講習会 

ビデオスタジオなど動画編集の講座があると勉強になる。 

とても勉強になった。今回の研修を通して Photoshop や Illustrator の教材研究

をし、生徒に還元していきたい。ありがとうございました。 

Photoshop と Lightroom を組み合わせた研修 

大変勉強になった。ありがとうございました。今後は、校内行事等で生徒も作

成機会のある CM 等短い動画作成・編集について、今回のような座学と adobe 

Premiere Pro の活用方法を学びたい。 
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ウ 講師コメント 

○高校教諭に教えるのは恐縮。時間が限られているため、内容を詰め込みすぎ

たが、皆さん真摯に聞いてもらい有難かった。 

○正味５時間程度の時間で、デザインの基礎、Illustrator と Photoshop の操作

基礎を行い、なんとか時間内に収めることができたものの、実践的なことま

でを伝えるのは難しく、やはり日程としてはもう少し欲しい。 

○デザイン基礎に関しても、あらかじめ抑えておきたいポイントを２時間で収

めるには時間が足りず、習熟度を測るのは難しい。また、そのせいかどうし

ても早口になってしまった点が反省として挙げられる。 

○市場にある参考書はソフト機能の記載のみ。それを用いて何かを作るところ

までは記載がない。機能の習得とデザインの習得は別もの。機能だけ習得し

ても、生徒が何か作る作品に対してアドバイスが難しくなると予想。参考書

だけでの勉強では、生徒に教えられるレベルに達することはどうしても困難。 

○実践を通してデザイン基礎を身に付けることで、生徒に対してもアドバイス

ができてくるため、基礎に加え、実践応用を行う時間があった方がよい。 

○実践可能なレベルは、一から自分で作れる力が必要。その点で難しくなるの

が、素材の問題。写真素材を用いたい場合、自分で撮影するか、インターネッ

ト素材の「購入」が主流。有料素材サイトも、大抵は登録によりコピーライ

トが入った状態の素材は、特に問題なく利用可能なため、金額面は問題ない。

問題があるとすれば、素材を探す「時間」。実際の現場においても、素材を探

すことに膨大な時間を要することが多々ある。 

○今後、十分な内容で実施する場合、デザイン基礎３時間、ソフト操作基礎３

時間、基礎実践２時間×数回、応用実践５時間＋素材検索時間１時間として、

３日～５日はあった方がよい。 

○今回の研修会資料を高校生にフィードバックして授業を行ったところ、大変

好評であったとのこと。簡易的なものであれば、今回の内容で問題なかった

と思われる。 

○自分の経歴が商業高校に還元されることは喜ばしい。何回か行えることが希

望だが、双方の都合もあるため、環境整備が前提ではあるものの、オンライ

ン講義の形ででも短時間の講義を何回か行うことができると、スキルアップ

が少しずつ捗るのではないか。 

 

（2） システム系分科会合同研修会（高等学校教諭対象） 

ア 実施概要 

○日時 令和 4 年 12 月 23 日（金） 10:00～15:30（昼休憩含む） 

○場所 宮崎情報ビジネス医療専門学校 7 階 PC Room 
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○参加者 9 名 宮崎商業高等学校 1 名、延岡商業高等学校 3 名、 

富島高等学校 5 名 

○講師 佐竹 義明 様（株式会社デンサン） 

○研修内容 

目 的 Python の基礎を習得する。 

テーマ Python 基礎講座 

セット

アップ 

編 

Python セットアップと動作確認、Python 環境の種類、Python 開発環

境の構築、Anaconda 開発環境の構築、Google Colaboratory の使用、

Python ライブラリのインストールを学ぶ。 

 

基礎編 

Python の実行方法、演算子、プログラムからの実行、コメント、変数、

print、面積の計算、文字列、エスケープシーケンス、三重引用符、文字

列の連結、文字列の書式、ユーザからの入力、条件分岐、真偽型（bool

型）、if 構文（入れ子）、pass 文、繰り返し、リスト型、タプル型、集

合（セット）型、辞書型（dict）、関数を学ぶ。 

ライブ

ラリ 

活用編 

gTTS（音声合成ライブラリ）、sympy（代数計算（数式処理））、python-

barcode（バーコード（1 次元）作成）、qrcode（PythonQR コードジェ

ネレータ）を学ぶ。 

     

○研修資料 
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イ 参加者アンケート結果 

問１ 今回の研修は授業を行う上で役立ちそうですか。 

①とても役立ちそう： 66.7% ②ある程度役立ちそう：33.3% 

③あまり役立ちそうにない：0.0%   ④ほとんど役立ちそうにない：0.0% 

 

問 2 今回の研修内容で特に役立った項目を教えてください。（自由記述） 

python の基礎編ということもあり、全くわからない人からでもスタートしやす

い解説。そのままダイレクトに生徒へ還元できそうだと感じた。 

python がどんなものかが理解できた。 

python 研修全般 

基礎編で生徒が取り組み始めに入りやすい内容であった。 

python での実習（セットアップなど） 

苦手意識があったが、文字列の書式が分かるようになった。リスト型、タプル型

が生徒たちも好んでやってくれる項目だと思った。動画編集や写真編集を是非

自宅でもやってみたい。 

ライブラリの利用の仕方が特にためになった。IF 文や FOR 文の END がないの

で「どこまで？」と思ってしまうのは古いと気づいた。 

スピードも状況に併せてもらったので、ペースについていけて内容の理解がで

きた。初めて学ぶ高校生に対してどのように教えるか、注意しなければならない

かという点をイメージすることができ大変良かった。 

セットアップ編、基礎編、ライブラリ活用編と３つに分けて教えてもらった。 

どの分野もそれぞれに役に立った。おぼろげだったところがはっきりしたり、生

徒に面白さを伝えたいと思えたり、とても有意義な研修だった。 

 

問 3 今回の研修内容に対して、研修時間はどのくらいが妥当だと思いまし 

たか 

①今回くらい（1 日）がよい： 77.8% ②半日くらいがよい：0.0% 

③2～3 日くらいがよい：22.2%  ④4～5 日くらいがよい：0.0% 

 

問 4 システム系・クリエイティブ系の教職員向け研修会において、今後、取

り上げてほしい研修内容やご意見・ご感想等がありましたら、ご自由に

ご記入ください。 

２回くらいに分けてもう少しゆっくりだとさらに理解が深まる（専門的用語も

含め）。今回の研修をスタートに少しずつステップアップした研修があると本当

にうれしい。準備等、本当にありがとうございました。 

長期休業中でないと厳しいが、今回のような形で２．３日かけてもう少し深堀で

きると良い。 
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python については徐々にレベルを上げる形で複数回に分けてもらえると参加し

やすい。 

基本情報・セキュリティマネジメント、IT パスポートに関して、最新の情報を

踏まえた研修があると有難い。 

python を使ってどんなことができるかを知りたい。（簡単で、日常的なもの） 

ありがとうございました。初めての実技で勉強になった。 

動画編集をとてもやってみたいと思った。 

生徒たちへの変数の説明方法が苦手なので、教えてほしい。 

検定寄りの指導になりがちなので、生徒たちに興味を持ってもらえるような導

入など頑張りたいと思った。 

python がどのような場面で自分たちの生活とつながっているのかをもっと知り

たい。 

この次のレベルが楽しみ。コマンドベースは辛いので Google の Colaboratory が

使ってみたかった。 

システム系における内容、ネットワーク構築などのネットワーク分野の研修を

希望。（仮想ネットワーク構築など、次年度から始まる「ネットワーク活用」等

の授業に対応するため） 

数年前「Python を使っていく」となった時、Python と Anaconda はセットとい

うか必ずインストールしておかなければいけないものかと思っており、何時間

もかけて実習室全てのパソコンに入れたのを思い出す。現在３年生の授業で主

に Google Colaboratory を使って実習。３学期に１年生の授業で Python を使っ

た実習が入るということで参加。数々の言語で実際に様々なシステムを組んで

こられた講師の方に基本的なことから教えてもらい、本当に良かった。最後の方

の身近なライブラリ活用編は特に楽しかった。ありがとうございました。 

 

ウ 講師コメント 

○みなさん、興味を持っていただいてとても嬉しく思う。少し難しいかと

思っていたが、Python の面白さ、楽しさが伝わったようで安心した。 

○生徒に教える場合、どうしても興味を持ってもらう（楽しいと感じてもら

う）ことがまずは大事と考えている。興味を持てば自然と理解力も向上し、

質問なども積極的に出てくると思うので、さらにレベルが上がるという好

循環が生まれると考えている。 

○生徒に教えることは大変難しいことだと思うが、少しでも今までの経験が、

お役に立てれば光栄です。 

○研修会の準備、ありがとうございました。 
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（3） クリエイティブ系分科会合同研修会②（高等学校教諭対象） 

ア 実施概要 

○日時 令和 4 年 12 月 23 日（金） 10:00～15:30（昼休憩含む） 

○場所 宮崎情報ビジネス医療専門学校 Mac Room 

○参加者 10 名 宮崎商業高等学校 3 名、都城商業高等学校 2 名、 

延岡商業高等学校 2 名、富島高等学校 3 名 

○講師 谷山 珠之（宮崎情報ビジネス医療専門学校 クリエイティブ系教員） 

○研修内容 

目 的 Adobe Premiere Pro と Adobe After Effects の基本的操作を習得する。 

テーマ 「Adobe Premiere Pro」と「Adobe After Effects」の基本的操作 

Adobe 

Premiere 

Pro 

・Premiere Pro/After Effects 各ソフトの違い、使用用途 

・Premiere Pro の操作方法（空撮映像を使用した編集） 

①プロジェクト・シーケンスの作成／②動画・音声データの読み込

み／③各ツールを使った編集（レーザー・選択・テキスト）／④エ

フェクトコントロールを使用した編集（スケール・位置）／⑤トラ

ンジション／⑥声編集／⑦データの出力 

・出来上がった作品の鑑賞 

Adobe 

After 

Effects 

・After Effects の操作方法（テキストアニメーション） 

①プロジェクト・コンポジットの作成／②各ツールの説明・テキス

トツール詳細／③位置を使ったアニメーション（アンカーポイント

ツール）・イージーイーズ／④スケールを使ったアニメーション／

⑤回転を使ったアニメーション／⑥モーションブラー／⑦データ

の出力（機能「レンダリング」・ソフト『Media encoder』を使っ

た各出力方法と差異） 

・出来上がった作品の鑑賞 

・Premiere Pro/After Effects を使った作品紹介 

 

○研修資料 
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イ 参加者アンケート結果 

問１ 今回の研修は授業を行う上で役立ちそうですか。 

①とても役立ちそう： 80.0%  ②ある程度役立ちそう：20.0% 

③あまり役立ちそうにない：0.0%  ④ほとんど役立ちそうにない：0.0% 

 

問 2 今回の研修内容で特に役立った項目を教えてください。（自由記述） 

Premiere Pro の基本操作と設定が役に立った。 

Premiere Pro が理解できれば、After Effects も理解しやすいことが分かった。 

各ソフトともに最初の導入部分をどのように指導すればよいかが非常に参考に

なった。 

新しいソフトウェアを使えたことは大変良い経験になった。 

Premiere Pro と After Effects の基本的な操作を知ることができた。 

After Effects と Premiere Pro の可能性を感じた。 

After Effects と Premiere Pro の基本的な操作が役に立った。 

After Effects とは何なのかということが分かった。 

After Effects と Premiere Pro もほとんどしたことがなかったので、基本的な操

作から知ることができてよかった。来年度から「メディアクリエイトコース」が

本校で開設されるので、いろいろと勉強になった。 

Premiere Pro と After Effects の基本的な使い方と Premiere Pro への連携を学ぶ

ことができた。 

 

問 3 今回の研修内容に対して、研修時間はどのくらいが妥当だと思いまし 

たか。 

①今回くらい（1 日）がよい： 60.0% ②半日くらいがよい：0.0% 

③2～3 日くらいがよい：30.0%  ④4～5 日くらいがよい：10.0% 

 

問 4 システム系・クリエイティブ系の教職員向け研修会において、今後、取

り上げてほしい研修内容やご意見・ご感想等がありましたら、ご自由に

ご記入ください。 

１日の研修だと参加しやすいが、年に数回の研修があると嬉しい。 

イラストレーターも研修があれば嬉しい。 

XD、InDesign について研修したい。 

今日利用したソフトは１日で理解するのに時間がかかったので、２日間くらい

でしてもらえると有難い。もし、マスターできたら様々な授業でも活用できると

思った。 

継続して研修を行ってもらい、技術の向上に努めたい。 

短期集中で継続した研修ができればよい。（例：研修→課題→研修→課題） 
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動画作成、編集等の内容は継続的に何度か実施してほしい。本日はありがとうご

ざいました。 

今回の発展的な内容（中級編）を実施してほしい。復習用の練習問題と作成方法

があると良い。早速、生徒へ伝えていける内容だった。ありがとうございまし

た。 

とても分かり易い研修内容でとても良かった。ほとんど初めてだったので、不安

もあったが、とても楽しく学ぶことができた。ありがとうございました。 

Premiere Pro を使った授業の映像化を考えていきたい。 

１つの動画の中に画像を入れていくことやテロップの入れ方の工夫等をもっと

具体的に学びたい。クリエイティブな部分として色の使い方や素材の撮り方な

ども学びたい。また、２回目、３回目と行ってもらえるとありがたい。 

今日はありがとうございました。学校にいても使っていなかったので、今後は自

分でも使用してみたいと思った。今後も研修してもらえるのであれば定期的に

してもらえると有難い。また、イラスト系ソフトの研修も受けてみたい。 

 

ウ 講師コメント 

○今回の研修会は、初めての方に Premiere Pro と After Effects の操作方法に

ついて、演習を通して覚えてもらうという内容だったが、1 日では短いと感

じた。どうしても初めてのソフト、初めてのハードの操作と相まって、かな

り覚えるのも大変だったのではないかと、教えながら思った次第。 

○アンケート結果に、３分の１の先生方が２～３日でしてほしいと出ている。

１日目を Premiere Pro、２日目を After Effects とした方が良かった。 

○次回行う際は、もう少し踏み込んだ編集方法、またはスマホでも出来る撮影

方法とその素材を使った編集が出来ると良い。 

 

3 外部団体主催の教員向け研修会 

宮崎県 令和 4 年度 みやざき ICT 産業を担う人材育成事業 

ア 参加経緯 

宮崎県内 ICT 企業従事者や ICT 部門従事者向けの技術研修であったが、本

委託事業のコンソーシアムメンバーでもある株式会社宮崎県ソフトウェアセ

ンター様（当該人材育成事業運営事務局）のご紹介により、本研修を希望する

分科会委員が参加。 

 

イ 研修概要 

○研修コース AI・Python・データ分析研修 

○期日 令和 4 年 12 月 12 日(月) ～ 令和 5 年 1 月 27 日(金) ※全 6 回 

○場所 KITEN ビルコンベンションホール および オンライン開催 
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○時間 集合研修 10:00～18:00／オンライン研修 9:30～17:30（昼休憩含む） 

○参加者 宮崎商業高等学校 1 名、富島高等学校 1 名、 

     宮崎情報ビジネス医療専門学校２名 

○講師 株式会社宮崎県ソフトウェアセンター（当該人材育成事業運営事務局） 

○研修内容 

日 程 講義形態 内 容 

令和 4 年 12 月 12 日(月) 集合研修 Python 環境構築と基本文法の確認 

令和 4 年 12 月 23 日(金) オンライン データ分析の概要とライブラリの活用 

令和 5 年 1 月 6 日(金) オンライン 機械学習 

令和 5 年 1 月 13 日(金) オンライン ディープラーニング 

令和 5 年 1 月 20 日(金) オンライン データ分析・機械学習実践 

令和 5 年 1 月 27 日(金) 集合研修 Python 検定を取得して、実務に活かす 

 

ウ 参加者コメント 

＜高等学校＞ 

○本校にて新設された情報ソリューション科において、プログラミングやデータ

サイエンスは特に力を入れたい科目となっており、時代に即した必要とされる

科目であることは理解しているが、教員としてその知識やスキルが不足してい

ると感じていた。そのような状況下で今回の研修を受講し、基礎的な内容から

応用に至るまで分かりやすく学ぶことが出来た。 

○講師の実務経験で得た経験談やアドバイスは、生徒に還元できる内容ばかりで、

この研修で習得した知識やスキルを活かし、これからの ICT 産業を支える人

材の育成に携わっていければと思う。 

＜専門学校＞ 

○Python においてはほぼ知識の無い状態で本研修に臨んだが、ポイントが的確

に押さえられており、基本文法やライブラリの活用法を短時間で習得すること

が出来た。 

○AI 分野に関する部分においては、Python のライブラリを如何に活用してデー

タ分析や機械学習を行うかという点についてプログラミングを通して学習す

ることが出来た。どの分野においても一朝一夕に習得することは難しく今後も

継続して学習を深める必要があるとは思うが、今回の講座を受講したことで AI

分野についての明確なイメージを持つことが出来たことは、今度の学生指導に

活用できると考える。 

○全６回の講座で Python の基本から AI・データ分析にまで触れる内容のため、

かなり進みが早く感じている。各回の演習時間はしっかり確保されているので、

課題を解決しながら残りの研修でも学習を進めていきたい。 
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第 7 シンポジウム 

1 実施概要 

○名称：デジタル化を担う中核的人事養成における高等学校・専門学校・企業

の連携 

○日時：令和 4 年 11 月 29 日（火） 13：30～16：00 

○場所：ニューウェルシティ宮崎 

○第１部：基調講演（40 分） 

（1）テーマ：なぜ、「高専連携」が重視されているのか？ 

        －その理由と可能性 

（2）講 師：植上 一希 氏（福岡大学人文学部 教授） 

○第 2 部：パネルディスカッション（90 分） 

（1）パネリスト： 

・田代 晃一 氏（宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 

   ・岡田 憲明 氏（スパークジャパン株式会社 代表取締役社長） 

   ・柳本 明子 氏（株式会社ウェブサイト 代表取締役社長） 

（2）助言者：植上 一希 氏（福岡大学人文学部 教授） 

（3）コーディネーター：川越 宏樹（学校法人宮崎総合学院 理事長） 

 

2 第 1 部 基調講演 

（1） 基調講演の主なポイント 

＜「高専連携」とは何か？＞ 

○「高専連携」は非常に意義が大きい先進的な取組 

○定義：高校と専門学校が中心的主体として連携する取組。そこに連携主体

として、教育委員会等の行政及び企業・業界団体なども想定 

○高専連携について整理するための３つの観点 

 ①連携が対象とする課題（目的）の公共性 

②連携することによる課題解決の達成・効果向上 

③連携の副次的なメリット 

＜学習・教育の高専接続を目的とした高専連携＞ 

○高専連携の第 1 の目的：高校生～専門学校生の学び・成長、移行・キャリ

ア形成に関する課題に対して、高専接続という形での解決を目指す 

○専門学校進学者のミスマッチ問題：連続性を重視したアプローチが有効 

 ①高専一貫のキャリア教育や職業教育の実施 

 ②高校～専門学校の切れ目ない丁寧な支援体制 

○高校～専門学校の学び・能力の統合困難の問題：統合的なアプローチが有効 
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 ①実践的な学習・教育の中での「何ができるか」（コンピテンス・ベース）

の学習経験 

 ②高校での知識・技能と専門学校の知識・技能の統合 

 ③学習評価等に関する非認知能力の観点の導入 

＜地域産業の中核的人材養成を目的とした高専連携＞ 

○高専連携の第 2 の目的：地域産業の中核的人材に関する課題解決にあり、

高校と専門学校の連携を核とした地方自治体、地元企業・産業等の連携と

いう形で解決を目指す 

○地方部の若年層流出は深刻 → 早期からの中核的人材養成が重要課題 

○専門学校卒業生：地域産業の中核的人材として期待が高く、地元就職の割

合の高さにも注目 

○「高校→専門学校→地元産業・企業」というキャリア意識の涵養 

 ①中核的人材としての「期待」や「役割」を伝える 

 ②キャリアイメージを涵養し、実現可能性を伝えていく 

＜高専連携の副次的なメリット＞ 

○関係者にもメリットが大きい、それぞれの事業に活かしていくための戦術

の構築や共有も重要 

○専門学校：高校（教員）や企業・自治体との信頼関係構築、進学ニーズの

掘り起こしや志望者数の向上、従来の高校への働きかけを発展させる機会 

○高校：専門学校（教員）や企業・自治体との信頼関係の構築、専門学校へ

の進路指導やキャリア教育の糧、本格的に専門学校のことを知る機会 

○企業・自治体：高校生・専門学校生の実態を知る機会、地域人材の養成戦

略や政策立案 

○研究者等：連続的・統括的なプログラムへの関与と知見 

 

 

 

 

 

  

基調講演講師：植上 一希 氏 

       （福岡大学人文学部 教授） 
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（2） 基調講演の概要 

＜1．はじめに＞ 

○高専連携事業は先進的取り組み。文部科学省が令和 3 年から始め、専門学

校と高等学校の有機的連携プログラムの開発・実証という非常に画期的な

事業。今、宮崎総合学院も含め、全国で 16 のプロジェクトが開発中。高専

連携という名前で本格的にやるのは初めて。本当に試行錯誤しながら、開

発、実証、研究、調査に取り組んでいる最中。今回のプロジェクト、そし

てこのシンポジウムは、その一環。 

○高専連携の意義と可能性は非常に大きい。まだ 2 年弱だが、様々な効果。

福岡の歯科衛生専門学校の実証講座、マスコミが来て記事に。参考事例も

マニュアルもない中で手探りにしている営みが、この高専連携の取組。 

○自己紹介として、教育学の研究、特に 20 年近く専門学校に関して研究。

この高専連携に関しては、1 年半前から事業の有識者という形で、宮崎総

合学院に関しては、有識者メンバーの 1 人として、かかわっている。研究

者の観点からこの高専連携に関する諸事項の整理を行うのが、私の役割。 

 

＜2．講演の目的と構成－「高専連携」とは何か？－＞ 

○高専連携の定義は、高校と専門学校が中心的主体として連携する取組。そ

れが 1 つの意義。2 点目、連携主体として、教育委員会等の行政及び企業、

業界、団体なども想定。主は高校と専門学校の連携、そこに教育委員会、

企業や業界、主要部局を始めとする自治体がかかわる。文科省、日経 BP、

研究者のかかわり方は、各プロジェクトによってバランスが変化。 

○高専連携について 3 つ観点を提示。1 点目、連携が対象とする課題・目的

は、必ず公共性を持つ。私たちがやっている課題は、どのような公共性、

どのような社会的意義を持つのかを考えることは、非常に大事なポイント。 

○2 点目、連携による課題解決の達成、効果向上が見込まれることが必須。

しっかりと効果が見込まれる、もしくは、適切なアプローチを見つける。 

○3 点目、高校生、専門学校、教育委員会や、様々な企業にとってのメリッ

トも意識すると、各主体のモチベーションとか、取組にも生かせる。 

 

＜3．学習・教育の高専接続を目的とした高専連携＞ 

○高専連携の第一の目的は、高校生、専門学校生の学び・成長、高校から専

門学校への移行、キャリア形成に関する課題を、高専接続という形で解決。 

○高校と専門学校での学び・キャリア形成が、断絶的になることによって生

じる問題・課題の解決に、高専接続が大事。非常に有効なプロセス。 

○高専接続が必要とされる 2 つの社会的背景。1 つは、高卒後進学が非常に
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大衆的になった。進学目的が不明確、学習意欲が低いまま進学、そのこと

によるミスマッチ。大学では初年次教育やキャリア教育をやりましょうと

盛んに言われている。 

○もう 1 つは、社会から求められる能力の変化の激しさ。社会構造が急激に

変化。社会で求められる能力。若者たちや社員が、「何ができるのか」が重

要。コンテンツ・ベースからコンピテンス・ベース、能力の需要が変化。 

○この 2 つの課題に対応するために、高校、大学、専門学校においては、高

校との接続が必要。特に専門学校においては、高専接続が必要。 

○専門学校と進学者のミスマッチ。進学目的が曖昧。学習習慣や学習意欲が

低い。発達障害、学習にハンデを抱えてる方々がいた時に、専門学校が提

供するプログラムや指導が学生たちに合わない。そうした中で教育効果が

低下、教職員の負担増、結果として、学生たちが途中で中退。 

○解決を考えた時、高校と専門学校の間での学習と教育の断絶が 1 つの要因。

この断絶に関して、連続性を重視したアプローチが非常に有効。 

○宮崎総合学院の令和 3 年度のプレ実証講座のアンケート。高校生たちが、

企業での ICT 活用、求められる人材像を実感することで、学習意欲、キャ

リアイメージをかなり強く持っていけるという結果、まさに大事。 

○北海道の西野学園では、高等支援学校の生徒を、どう専門学校で受け入れ

るかという課題意識。高校３年間と専門学校３年間の 6 年間のゆとりある

カリキュラムで、ちゃんと支援できるのではないかという思いで取り組む。 

○専門学校と高校で切れ目がない丁寧な支援体制を作ることで、学生たちの

フォローが可能。専門学校進学後の生徒の様子を高校の先生たちや保護者

たちに伝える、彼らのキャリア意識や学習が、切れ目なくなっていくので

はないか。 

○1 点目、社会から求められる能力が変化する中で、特に専門学校で大事に

なることは何か。高校までの学びと専門学校の学び、いかに統合していく

かが大事。2 点目、IT 分野は非常に専門性、ニーズが高度化していく傾向。

高校在学段階から、しっかりと手当てしていきたい。3 点目、何ができる

か。非認知能力、高校では評価しにくい。専門学校では非認知能力の評価

に盛んに取り組む。このあたりを一緒にやることが必要。 

○統合という課題に、統合的なアプローチが非常に有効。1 点目、実践的な

学習。教育の中で何ができるか、学習経験を積ませる。高校段階で専門学

校のプログラムを使うことは、高校の先生たちにとって非常に有効な機会。

2 点目、高校での知識・技能と専門学校の知識・技能を統合。ｅスポーツ

学会が、高校と専門学校でがっちり組んで、職業能力、キャリア教育を実

施。専門学校後も有機的な統合が可能。宮崎総合学院も目指している。3 点
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目、穴吹学園は、非認知能力と認知能力を合わせもった形で教育。特にこ

れを高校とタッグを組んで、非認知能力という観点で、高校の職業教育、

高校での教育みたいなことも評価を入れようというプログラム。 

 

＜4．地域産業の中核的人材養成を目的とした高専連携＞ 

○高専連携の第 2 の目的は、地域産業の中核的人材の養成。高校と専門学校

の連携を軸とし、地方自治体、地元企業、産業が連携。専門学校の卒業後

を見据え、関係者も広がっていくってことが特徴。 

○地方社会、若者の流出。宮崎は人口減が進んでる地域。移動を無理やり変

えることは難しいが、流れを食い止める、特に地方社会において必要とな

る中核的人材の養成、確保は、地方社会において非常に大事。 

○専門学校卒業生は、2 つの意味で注目。1 つが、職業特性。地域を支える

職業人を多数養成しているのが、専門学校の大きなポイント。 

○専門学校生の地元定着率の高さ。文科省が整理した専門学校と大卒の卒業

者における地元就職の状況、様々な県において、専門学校の卒業生の方が

地元就職率が圧倒的に高い。地域の中核的人材育成を考えるならば、専門

学校経由とキャリア形成というのは、今後より重視していかないとまずい。 

○特に重要なのは 2 点。1 点は、中核的人材としての期待、役割を高校生や

専門学校生に伝えていく。今、社会から期待されてないと感じる若者が非

常に多い。あなたにはこういう役割がある、といろんな形で伝えていく。 

○北海道の栗山町、町立の介護専門学校がある。自治体を挙げて介護人材養

成に取り組む。自治体として皆さんを支えていくという期待を示す。 

○もう 1 つ、若者たちにとって、今、キャリア形成をイメージすることはす

ごく大変。どういう風な形でキャリアイメージ持てばいいのか。 

○宮崎総合学院もしてると思うが、智帆学園は、福祉中心に高校生に、労働

と生活に関する話や働き方の講座をやる。この地元で、福祉業界で、どう

いう風に生活していけるのか、このキャリアイメージの関与を図っていく。 

 

＜5．高専連携の副次的なメリット＞ 

 ○連携相手の理解、信頼関係の構築、自分たちの教育や指導の在り方を振り

返る機会にもなる。 

○専門学校にとってのメリット。高校の先生方、企業や自治体との信頼関係、

一緒に事業をしていく中で作っていく信頼関係は、やはり大きい。 

○DP（ディプロマ・ポリシー）や CP（カリキュラム・ポリシー）、AP（ア

ドミッション・ポリシー）、人材像、教育課程を伝える機会。ミスマッチの

解消、学びの効果の向上、進学ニーズの掘り起こし、志望者数の向上など。 
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○専門学校から高校への働きかけを、より発展させる機会として捉える。 

○高校にとっても大きなメリット。専門学校、専門学校の教員、専門学校生

の学びやキャリアに対する理解が深まる。専門学校へ進学する子供たちを

対象とするキャリア教育とか、進路指導のために高専連携を役立てる。 

○他の機関にとってのメリット。教育委員会が、高校を通じて専門学校と

タッグ組むことで、今まで視野に入ってなかった専門学校が視野に入る。 

○教育委員会以外の市長部局。特に地域の人材の養成、確保。今後、より丁

寧な政策立案が必要。専門学校を経由するルートは、本当に不可欠。 

○企業や業界にとっても、必要な労働力の奪い合い、専門学校生、高校生に

対してどういう採用戦略を打てばいいのか。この連携を通じて信頼関係を

作り、リアルな感覚を知ることは、企業、業界にとって大事。 

○研究者にとっても、この事業、すごくありがたい事業。 

 

＜6.おわりに＞ 

○この高専連携、私は 20 年間、専門学校研究をしているが、非常に大事で

ワクワクする取り組み。なんとか成功していきたい。この意義や目的を広

く社会に伝えていきたい。そうした機会として、今日、このシンポジウム

を位置付けてもらえると本当にありがたい。多数の方が集まっていただき、

専門学校研究者として大きな励み。ご清聴ありがとうございました。 

 

3 第 2 部 パネルディスカッション 

（1） パネルディスカッションの主なポイント 

＜商業高校の情報系でどんな人材を育成したいか＞ 

○１点目：エンジニアに向かう専門性の高い人材、２点目：デジタル対応力

でいろんな事業所で貢献できる人材、３点目：２点目に加え、起業に参画

できる人材 

○共通教科「情報」の共通テスト試作問題を見て、データを見る目が必要と

感じた。 

＜どんな人材が必要とされるか（企業）＞ 

○「傾聴力」「課題発見力」「課題解決力」「プレゼンテーション力」の４つに

加え、「行動力（やってみる力）」。 

○IT 技術は、会社に入ってからでも十分間に合うが、高専連携の仕組みが作

られれば、いち早く社会の中で活躍できる人材になる 

○傾聴力。人に興味を持つ。その人にどれだけ興味を持って共感して、そこ

に寄り添えるかという力の方がすごく大切。 
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＜IT 業界において必要とされるコミュニケーション能力＞ 

○相手の言いたいこと、隠れている意図や表面的な主張の裏側を掴み取って、

分解して返す。こちらもきちっと明示的に伝えてあげる。 

＜IT 関係のコミュニケーション能力向上の事例＞ 

○社内日報を使った部下と上司とのコミュニケーションを毎日やることで、

コミュニケーションとしての必要な文字数というか、そういうものを端的

にやる訓練になっている。 

○人とあんまり喋ることができないスタッフ。変わったきっかけが、お客様

の方から、お褒めの言葉とかと言われ出した頃から。 

○リモートワークに変えた。直接喋るのが苦手な子が、すごく生き生きと仕

事し始めた。そこから普通に電話とか喋ったりするのも得意になった。 

○高校：コミュニケーション育成の具体的に取り組む項目。①人間関係・社

会形成能力の育成、②課題解決力、③自己管理、④キャリア教育。 

○高校：学校の方も対話的な授業というのが徐々に入ってきている印象。 

＜リモートワーク＞ 

○女性や子育て中の人とかも働きやすくなった。 

○完全に会わないと、社員内の意思の疎通というのがうまく取れない。必ず

月に 1～2 回はランチミーティング。 

＜即戦力（高校）＞ 

○デジタル人材不足。リスキリング。商業高校の情報系としては、時代に即

した専門基礎力はつけさせられる学校と自負。即戦力になれるかというと

それは無理だが、即戦力にも向かうようなデジタルが好きな高校生たちを

作り上げていくのも役割。 

＜リスキリング＞ 

○知識や技能が急速に変化。新しい社会の需要や職業に応じた知識、技能を

身に付ける。その人の一貫的なアイデンティティも付加しないといけない。 

○漠然と好きだった世界。現実に向き合う中で、きついかもしれない、でも

もっと頑張りたい。これがその人にとっての職業的なアイデンティティ。 

○高校と専門学校などキャリア生活が断絶せずに、統合的・包括的に寄り

添っていくような形のものがあるとうまくいく。 

＜デジタル化人材をテーマにした高専連携プログラム：現状と今後＞ 

○何を意欲的にどう学んでいくか、目標や目的が 1 番大事。 

○将来に対して、ちょっとした気づき、面白みとかを感じてもらう。中学校

より、高校生ぐらいにそういう機会を持たせるのがいいだろう。 

○高校から専門学校に行った方のほとんどが、宮崎に残る。このルートはも

のすごく大事にしたい。 
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○スキルをバッチリしなくてもいい。ワクワク感を残し、専門学校で連携し、

その子のいい部分を多様な形で伸ばす。そして、その地域に送り出す。 

○自己達成と社会貢献がセット物になればいい。教材テーマは、そこ。（高専）

連携でそういう教材を提示。興味を持って、次のステップへといける流れ。 

○その職業で働いている職業人たちの誇りややりがい、ワクワク感みたいな

ものを、若者たちに伝えていくことが、本当に大事。 

○5 年間でデジタル化人材として一定の水準まで持ち上げていく。斬新でか

つ意味のあるプログラムを拵えていけたらいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パネリスト：田代 晃一 氏 

（宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 
パネリスト：岡田 憲明 氏 

（スパークジャパン株式会社 代表取締役社長） 

パネリスト：柳本 明子 氏 

（株式会社ウェブサイト 代表取締役社長） 

コーディネーター：川越 宏樹 

（学校法人宮崎総合学院 理事長） 
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（2） パネルディスカッションの概要 

コーディネーター（川越宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○植上先生のお話、専門学校の事例をよく見ておられる。実際に専門学校で教え

ておられたこともある。いつも愛情を持って専門学校を見ていただいている、

ありがたい。 

○キャリア教育とは何か。自立して生きていくための職業を選び取る力を養うの

がキャリア教育。選び取った職業に就くために、勉強、努力するのが職業教育。 

○職業教育をどうするかと議論した時、小、中、高、大が幹で、その他は枝葉と

いう考え方が根強く文部科学省の中にはある。根底から変えていくのは難しい

が、中学校を卒業した子たちが、専門高校、専門学校、専門職大学にいって社

会に出る。普通科高校、学問研究ラインとしての大学にいって社会に出る。こ

の 2 つのラインが並び立つような学校制度にすべきじゃないかということ。 

○去年文科省から出されたこの高専連携の考え方は、非常に嬉しい。これを軸に

職業教育コンソーシアムみたいなものをもっと広げてできたら本当にいい。 

○IT をテーマとした上での職業教育、今後どうあるべきか、それぞれの段階がど

うかあるべきかを、それぞれお話をいただければありがたい。 

○高校出た時に、宮崎県に残って進学した卒業生の 40％が専門学校に進学。その

子たちはかなりのパーセンテージで県内に就職してくれているという実態も

あることを最後にお伝えし、お三方から、自由にお話を頂戴したい。 

 

パネリスト（田代 晃一 氏：宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 

○宮崎商業高校の校長、田代と申します。商業の情報系でどんな人材を育成した

いか。1 点目が、エンジニアに向かう専門性の高い人材。高校 3 年間でそこま

で行かない。上級学校で高校時代の専門基礎力に、応用力、実践力をつける。 

○デジタルは今、とにかくインフラ。そこをやるという自覚と人間性が必要。他

の人と協働するための議論を含めたコミュニケーション能力。 

○2 つ目、デジタル対応力でいろんな事業所で貢献できる人材。データをクレン

ジングし、綺麗なデータを生成、それを機械学習に与えるようなことができる

人材が、すべての事業所で必要ではないか。あと、エンジニアと話ができる人。 

○3 つ目に、2 つ目に話したデジタル対応力があって、かつ、起業に参画できる

人材を排出したい。いわゆる、チャレンジするそういう人材育成。 

○共通教科「情報」が大学入学共通テストに採用。試作問題を解いた。全くでき

なかったのがシミュレーションと回帰分析。難しいが、将来働く時にこれぐら

いの力はないと、今からいろんな仕事はできない。いわゆるデータを見る目。 
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パネリスト（岡田 憲明 氏：スパークジャパン株式会社 代表取締役社長） 

○スパークジャパン株式会社の代表、岡田と申します。1997 年、宮崎市で作った

会社。元々1 人、今は 86 名のスタッフでウェブマーケティング、システム開

発、ネットワークインフラ、セキュリティ、IT にまつわる仕事から、今は DX

にかかわるコンサルティングとか、そういう仕事をしている。 

○どんな人材が必要とされるか。1 つ目は、傾聴力。言ってることをちゃんと額

面通りに受け取れるか。間違った風に捉えないか。2 つ目に、聞いた中から、

課題を発見する力、課題発見力。3 つ目、課題発見だけではなく、課題を解決

する力。最後に、説明をする力、プレゼンテーション力。 

○もう 1 つ大事なこと。行動力、実践力、やってみる力をプラス α で見る。成

功の反対は失敗ではなく、成功、失敗の反対側には何もやらない、動かない。

行動をすること、やってみるということを大切にする人と一緒に働きたい。 

○学歴が大事という側面も、基礎教育、学問教育という側面では必要かもしれな

いが、私たちの仕事においては、新たに勉強していけば、いろいろ身に付く。

挑戦してみる、そして、やり抜く、最後までやってみる。 

○IT 技術は、会社に入ってからでも十分間に合う。商業高校のように、高校時代

からしっかりとした基礎教育、その上で専門学校行って企業に入る。よりス

ピード早く力になれるが、それすら本当はいらないのかもしれない。 

○高専連携の仕組みが作られれば、いち早く社会の中で活躍できる人材になる。

私たち企業が必要とする技術、いろんな力やスキルは、エッセンスとして教育

の中で取り扱ってもらえれば、いち早くこの社会の中で活躍できる人材になる。 

○やれるかやれないかじゃなくて、やるか、やらないか。どんな人でもチャレン

ジして、やる気があれば成功するよ、ということをこれからもやっていきたい。 

 

パネリスト（柳本 明子 氏：株式会社ウェブサイト 代表取締役社長） 

○柳本です。ウェブサイトというホームページの作成会社。宮崎商業高校卒業。 

○商業高校は、情報処理、コンピューターに興味があって、その時宮崎で一番最

先端だと言われていたので入った。習ったのは COBOL とか。今のウェブ制作

の仕事に全く結びついてはいないが、商業高校卒業後、いろんな仕事、生きた

専門学校みたいなことを東京でやって、宮崎に。28 歳で、私パソコンが好き

だったと思って、その時に宮情（宮崎情報ビジネス医療専門学校）に、体験と

か出させていただいて、職業人講話とか聞いてすごくためになった。 

○20 数年前で、デザインやウェブを学べる学校はそんなになかった。ほとんど独

学で今に至る。ウェブの世界に入って 23 年目。社員とパート、アルバイトで

10 名と、アウトソーシングも強化し、10 名強のアウトソーシングの方と一緒

に、ホームページに特化してやっている。 



198 

○ウェブと一言に言っても、この 20 数年で劇的に変わった。私も社員も独学。

毎日新しいことを学びながら、とにかく日々として同じことがない。毎日、毎

日起こる課題にどうやって解決していくかで、この何十年か過ぎてきた。 

○新しく入ってくる人に対しても、スキルはもちろんあるに越したことはないが、

どちらかというと、傾聴力という話が出たが、どれだけ耳を傾けられるか。 

○その人に興味を持って、何に困ってるのかを、どれだけ一生懸命に聞いてあげ

られるか。人に興味を持つ。基調講演で非認知能力というのがあったが、その

人にどれだけ興味を持って共感して、寄り添えるかという力の方がすごく大切。 

 

助言者（植上 一希 氏：福岡大学人文学部 教授） 

○三人に共通していたのが、非認知能力、傾聴力を始めとする、コミュニケーショ

ン力という言葉。すごく大事だと思ったのが 2 つ。1 つは、専門的なスキルは

必要だが、企業に入ってからも育成できる部分もあるという話。一方で、やは

り非認知能力的な部分。特に課題発見力、課題解決力、コミュニケーション力。 

○IT 業界において必要とされるコミュニケーション能力とはなんなのか。 

○専門学校の教育ですごく大事だと思うのは、コミュニケーション力は、理論や

授業では教えることが難しい、実践の中でこそ身に付く側面もある。 

○IT 関係の仕事で、社員や高校生たちが、コミュニケーション能力が伸びた、こ

ういう風なところがやはり伸び代、と感じたところがあれば伺いたい。 

 

パネリスト（岡田 憲明 氏：スパークジャパン株式会社 代表取締役社長） 

○1 つ目のコミュニケーション能力。相手が言いたいこと、行間を読めとか言わ

れるが、そこに隠れてる意図や表面的な主張の裏側にあることを掴み取って、

それを分解して返す。こっちが言いたいことも、できるだけ行間という言葉を

使わずに、きちっと明示的に伝えてあげられるということができればいい。 

○2 つ目の、どういう形で能力を上げてあげるか。会社では日報がある。超アナ

ログだがシステムを使って、それに何時間使ったかをカウントして生産性はい

くらまで出る。デジタルの部分と共に、今日感じた課題や、すぐ上の上司にそ

れが伝わるように、相談事項を書く。それは必ず、上司が毎日フィードバック。 

○メンバーはグループ長に、グループ長は部長に、部長は本部長に対して出す。

それが段階的にすべてフィードバックをされるような形。 

○毎日繰り返すことで、今は、正直にどう思ったとか、これを見てどう感じた、

なぜならっていうことまで書くようになった。フィードバックする側もフィー

ドバックしやすいし、フィードバックする時にも、少しコミュニケーションと

しての必要な文字数というか、そういうものを端的にやる訓練をしている。 

○僕は全部受け取る。部長とかは他の部門は一切受け取らないので、横の部が何
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をしてるかが分からないというデメリットも今はあるが、今はまっすぐ自分の

ラインに向かって、その訓練をしてるというのを、今現在はやっている。 

 

パネリスト（柳本 明子 氏：株式会社ウェブサイト 代表取締役社長） 

○人とあんまり喋ることができないスタッフ。5～6 年はなかなかだった。お客様

から、お褒めの言葉やよく頑張ってる、と言われ出した頃からすごく変わった。 

○コロナで、全部リモートワークに変えた。それからもう 4 年目。デメリットは、

会社の印鑑、実印がいる時の書類を、経理が取りに来るのが大変というぐらい。

それ以外はほとんど何も弊害なくやれてる。 

○リモートワークのメリットが、直接喋るのが苦手な子が、すごく生き生きと仕

事し始めた。今まで苦手だったのが、メールやメッセージだと言いやすい。リ

モートワークとか、そういう働き方を取る会社が増加。苦手な生徒への進路の

方向性として、1 つそういうのもある。そこから普通に電話や喋ったりするの

も得意になってきた。 

 

コーディネーター（川越宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○生徒たちのコミュニケーション力を高める試みは、どんなことがあるか。 

 

パネリスト（田代 晃一 氏：宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 

○具体的に取り組む項目として４項目。1 つが人間関係・社会形成能力の育成、

2 つ目が課題解決力、3 つ目に自己管理、4 つ目にキャリア教育。 

○生徒にコミュニケーション力をというのは、3 年の経営情報科の授業、RESAS

で宮崎の観光地のナビタイム検索数を全部拾って、機械学習、回帰分析、予測

値を出す授業。グループで、どこの観光地の検索予測をするか話しながらやる。 

○パソコンに向かって、ずっとコードを打つのではなくて、それをどう使ってい

くのか。データ流し込んで、コード変えて、予測値を出す。学校の方も、そう

いった対話的な授業というのが徐々に入ってきてるという印象。 

 

助言者（植上 一希 氏：福岡大学人文学部 教授） 

○岡田さんの話、非メンバー間のコミュニケーションの能力が求められると同時

に、一方で日報という形もすごく面白い。同じ企業の中で働いてるメンバー間

ですら、実はコミュニケーションを取るのはすごく難しい。日頃のフィード

バックを通して、お互いの状況や感覚を一致させ、ゴールを定めていく。その

日頃の訓練で、非メンバーとのコミュニケーション能力も身につけられる。 

○これは現場の職場で意識的にやっていかないと、実は身につかない。田代先生

の、現場の中で、その実践の中でこそ身につくことがあるというところと関係。 
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○柳本さんが言っていた、新しい時代の、特にコロナ禍で加速しているオンライ

ン的なコミュニケーション。学校、企業においても、今後の課題になってくる。 

○専門学校の教員、デジタルネイティブ世代とのやり取りがすごく難しい。この

世代に歩み寄っていく。オンラインツール、コミュニケーション媒体のメリッ

トとデメリットを考えながら、この辺の可能性を入れ込んでいく。 

 

コーディネーター（川越 宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○柳本さんのリモートワークで、顔合わせないで経営というか、人を使うなんて

ことはできるだろうか。その辺、不安ないですか。 

 

パネリスト（柳本 明子 氏：株式会社ウェブサイト 代表取締役社長） 

○私やはり顔を合わせるのが大好き。私は、基本的にお客さんとオンラインだけ

で打ち合わせをするってことはまずない。 

○西都市から通ってるスタッフにしたら、月に 40 時間、通勤時間が浮いてる。

その分、家のことや、地域のことにかかわったり、自分の行動に変化がある。

女性や子育て中の人とかも働きやすくなった。 

○デジタル人材をとにかく増やしたいという目標。女性のデジタル塾、登録者が

30 人ぐらい、この取り組みで、うちの社員と同等にかかわりやすくなった。 

○完全に会わないと、社員内の意思の疎通というのがうまく取れない。必ず月に

1～2 回はランチミーティング。会社に出勤してた時は、ほとんど私と喋ってく

れなかったが、リモートワークにして、その月に 1 回のランチミーティングで、

みんな喋る。ものすごく仲良くなったという風には言われている。 

 

コーディネーター（川越 宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○即戦力という言葉。その即戦力というところに行く距離の問題。もうちょっと

で即戦力なのか、0 から全部教えなければならないのか。 

○5 年間の一気通貫のカリキュラム。企業が望むレベル、あとは企業で持ち上げ

れば、もうすぐ使えるというところまで、5 年間で持ち上げていけたらいい。 

○高校から送り出す側として、どんな風にお考えですか。 

 

パネリスト（田代 晃一 氏：宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 

○お二人の社長いわく、あんまり実際にスキルはいらない。でも世の中はデジタ

ル人材不足。リスキリング、5 兆円ぐらいの国予算、デジタル関連の学び直し。 

○うちの商業系の情報系は、そういったことをやってる。時代に即した専門基礎

力はつけさせられる学校という自負心は持っている。 

○即戦力になるかというと、それは無理。大事なことはデジタル系を好きな子を
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どう増やしていけることなのか。好きじゃないとダメ、苦痛に思うとやらない。 

○面白いとか、達成感を感じることのできる教材。高校だけじゃ無理。そのあた

り連携をやることによって、いわゆる即戦力にも向かうようなデジタルが好き

な高校生たちを作り上げていくのも役割。 

 

コーディネーター（川越 宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○ものすごく聞きにくい質問。宮崎商業からも国立大学の推薦枠とか、何人か大

学に進む人も結構いると思うが、専門高校から大学は正しい道のりでしょうか。 

 

パネリスト（田代 晃一 氏：宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 

○それはそれで 1 つの道として。キャリアデザインの中で、デジタル専門職で頑

張る子は、やっぱり専門学校等に行くと思う。大学は、なかなかそこまで踏み

込んでできるとこもない。データサイエンス系とか出来てはいるが、そこは進

路の多様性、本校ならでは、進路多様校ならではのチョイスになっていく。 

 

コーディネーター（川越 宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○リスキリングの話。看護師にもう 1 回再教育、現場に戻すプロジェクト、非常

に難しかった。看護師の仕事も日進月歩。現場へ戻った途端にわからないのは、

IT（病室の周り全部 IT 系の機器）。人の生命にかかわる仕事だから、怖さとい

うのが看護師にはあったりする。 

○リスキリングのそういう事例はあるか、うまくいったとか、いかなかったとか。 

 

パネリスト（田代 晃一 氏：宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 

○リスキリング自体、大人が対象だが、小学校でプログラミングをするので、今

からは高校に来てもう 1 回プログラミングをやることになる。プログラミング

的思考でやる小学校はもうバンバンやってる。 

 

コーディネーター（川越 宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○専門学校の IT 系に来る子も、そういう子と、初心者レベルの子といて、大学

の初年次教育じゃないが、来ている学生の習熟度の差をどうやって学校の中で

（埋めるのか）。その点、さっきのリスキリングと含めて、何か。 

 

助言者（植上 一希 氏：福岡大学人文学部 教授） 

○リスキリングの背景。知識や技能が急速に変化。新しい社会の需要や職業に応

じて習得。付け加えないといけないのは、その人の一貫的なアイデンティティ。 

○高専連携で、好きなことというキーワードを考えるならば、その粒度みたいな
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もの、解像度、好きなことの解像度みたいなものが上がっていくということ。 

○漠然と好きだった世界。現実に向き合う中で、きついかもしれない、でも頑張

りたい。これが実はすごく大事な、その人にとっての職業的なアイデンティ

ティ。IT 業界が好きだった自分、経験をしてきた自分。それがあるからこそ、

新しいスキルや知識が、より強固な形で身につく。 

○高校と専門学校、高校と大学、もしくは、そのキャリア生活が、断絶されてし

まうと、リスキリングさえもうまくいかない。統合的・包括的に寄り添ってい

く形のものがうまくいく。あっちこっち行くリスキリングは、社会人でもうま

くいかない。 

 

コーディネーター（川越 宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○今後の IT というテーマ、このデジタル化人材をテーマにした私どもの高専連

携のプログラム。現状と、これからどういう風にやっていったらいいか。 

 

パネリスト（岡田 憲明 氏：スパークジャパン株式会社 代表取締役社長） 

○リスキリングにおいても、これから職業をどういう風な選択をしていくのかと

いう中でも、何を意欲的にどう学んでいくか、目標や目的が 1 番大事。 

○基調講演の中でもあったような歯科衛生士専門学校、私も、自分の出身高校で、

1 年に 1 回、職業教育、職業講話を２コマ。将来に対して、ちょっとした気づ

き、面白みとかを感じてもらえるのがより早い方がいい。高校生ぐらい。 

○繰り返し、あらゆるパターンをやって、近道としては、専門学校で専門教育の

応用編があるところまで結び付ける流れを作れば、即戦力、その日からじゃな

く、数ヶ月もあれば本当に活躍できる人材になる。その高専連携が行われれば。 

 

パネリスト（柳本 明子 氏：株式会社ウェブサイト 代表取締役社長） 

○デジタル庁が今、5 年で 230 万人のデジタル人材を作ると宣言。47 都道府県で

割った時に、大体 4 万 9000 人ぐらいが１県。4 万人のデジタル人材がこの宮

崎県内に散らばった時、4～5 人に 1 人ぐらいはちょっとデジタルに詳しい人。 

○それは 1 つの組織ではできない。高校から専門学校に行った方のほとんどが、

宮崎に残るというのはすごく嬉しい。このルートはものすごく大事にしたい。 

○スキルも大事だが、好きという部分。スキルをバッチリしなくてもいい、ワク

ワク感だけ。専門学校で連携し、その子のいい部分を多様な形で伸ばし、地域

に送り出す形ができたら、ものすごく素敵な地域になる。私の夢の 1 つ。 

 

パネリスト（田代 晃一 氏：宮崎県立宮崎商業高等学校 校長） 

○生徒に、「どうよ、プログラミング」と聞いたら、「むずい」。「何したいの」と
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聞いたら、「ゲームを作りたい」。そういう目的はある、いいと思う。 

○自己達成と社会貢献がセット物になればいい。教材テーマ。デジタル技術は変

わっていく中で、その時に応じた教材。連携でそういう教材を提示してもらい、

それで興味を持って、次のステップへといけるような流れができるといい。 

 

助言者（植上 一希 氏：福岡大学人文学部 教授） 

○職業教育の魅力の 1 つは、その職業で働いている職業人たちの誇りややりがい、

ワクワク感みたいなものを、若者たちに伝えていくことが、本当に大事。 

○青年期教育、若者論をやってる立場からすると、今、若い人が社会に入ってい

くのは結構大変な時代。地域の大人たち、先生も含めて、「あなたも、すぐ即戦

力にはならないが、ゆっくりと定着できるんだ」と示していける事業を、宮崎

総合学院はじめ、16 のプロジェクトで作るのが、専門学校、高校、社会のため。 

 

コーディネーター（川越 宏樹：学校法人宮崎総合学院 理事長） 

○5 年間でデジタル化人材として一定の水準まで持ち上げていく。企業も協力、

「このレベルまで」を皆で共有。共通教科「情報Ⅰ」、高等学校も色々考えもあ

る。一緒になって、斬新でかつ意味のあるプログラムを拵えていけたらいい。 

○IT というテーマで、どこまで我々が連携して、いいところまで持ち上げていけ

るか。基本的なディスカッションではあったが、それぞれの立場でご意見を頂

戴できた。パネリストの皆様方、先生、ありがとうございました。 

 

 

 

 

4 アンケート結果 

シンポジウムについての主なアンケート集計結果は、次のとおり。（回答数：25） 

 

○このシンポジウムに参加された理由は何ですか。 

①高等学校と専門学校の連携に興味があったから：20.0% 

②学校と企業との連携に興味があったから：0.0% 

③デジタル化を担う人材の養成に興味があったから：16.0% 

④知人・同僚に勧められたから：12.0% 

⑤職務上の必要性から：28.0％ 

⑥登壇者・パネリストに関心があったから：0.0% 

⑦その他：24.0% 

 



204 

○基調講演について 

 ①とてもよかった：20.0%     ②よかった：56.0% 

 ③どちらともいえない：16.0%   ④あまりよくなかった：4.0% 

 ⑤よくなかった：4.0% 

 

○パネルディスカッションについて 

①とてもよかった：40.0%      ②よかった：48.0% 

 ③どちらともいえない：8.0%    ④あまりよくなかった：4.0% 

 ⑤よくなかった：0.0% 

 

○シンポジウム全体について 

①とてもよかった：28.0%      ②よかった：56.0% 

 ③どちらともいえない：16.0%   ④あまりよくなかった：0.0% 

 ⑤よくなかった：0.0% 
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第 8 KPI（成果指標）について 

次ページ以降の KPI（成果指標）については、今年度の実績は基本的に令和 4 年 12

月時点での数値を記入した。 

KPI の目標値については、令和 3 年度単年度のみの実績値では、設定しづらく、実

施委員会・分科会においても具体的な目標値の議論には至らなかったため、本年度の

目標値については未設定となった。 

1 月に本年度の実績値がそろったことで、令和 3 年度、4 年度の 2 か年分の数値を

もとに、事務局にて最終年度及び令和 5 年度の目標値について、次ページ以降のとお

り、案として設定した。来年度以降、目標値の妥当性等について、実施委員会・分科

会においても協議したい。 

実証講座を本格的に開始したのは本年度からであるため、KPI へ事業の成果がまだ

反映されていない状況にあるが、例えば、次ページの KPI⑭の「専門学校生アンケー

トにおけるプログラミングが『難しくて楽しくない』の割合(2 年生)」の実績値をみ

ると令和 3 年度が 36.0％、令和 4 年度が 9.7％と大きく減少しており、昨年度事業の

中で目標値と設定していた 20％以下をすでに下回っている。 

その要因としては、授業で教えるプログラミング言語を Java から比較的シンプル

で使いやすい Python に変更したことなどが要因として考えられる。 

こうしたことを踏まえ、目標値については、実績値の変動をみながら適宜、見直し

ていく必要がある。（今回、KPI⑭の目標値については、昨年度設定した 20％以下か

ら、15％以下に見直しを行った。） 

次ページの KPI③の「専門学校における企業による出前授業回数」については、令

和 3 年度が 3 回、令和 4 年度が 24 回となっているが、令和 4 年度の特殊要因として、

宮崎市の事業による企業講座が 20 回程度あったためである。 

高等学校においては、来年度、情報ソリューション科として初めての 2 年生となる

が、4 校のうち 3 校は 2 年次からシステム系とクリエイティブ系（アプリ活用含む）

の 2 つのコースに分かれる。さらに、専門学校においても、システム系のコースとク

リエイティブ系のコースで学習内容や就職先が異なっているため、KPI についても

コース別に設定したほうがよいのかどうかは検討課題であるが、データ収集の手間も

考慮しておく必要がある。 
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KGI 案（Key Goal Indicator）（重要目標到達指標）

ゴールの姿 令和3年度(実績) 令和4年度(実績) 目標値(R5年度) 目標値(最終年度)

専門

学校
企業が求める人材の輩出 ① 45% 54% 57% 65%

(最終年度＝R8年度)

KPI 案（Key Performance Indicator）（重要業績評価指標）

評価の視点 令和3年度(実績) 令和4年度(実績) 目標値(R5年度) 目標値(最終年度)

② 0.25回 3.25回 3回 4回

③ 3回 24回 3回 5回

④ 0.25回 0.25回 0.5回 1回

⑤ 0.5回 0回 0.5回 1回

・ITパスポート(3年生4校計) ⑥
受験10人・合格4

人・合格率40%

受験13人・合格5

人・合格率38.5%
40%

全国合格率(※3)

(50％程度)

⑦ 25.7% 20.2% 20%以下 10%以下

IT関係の職業(プログラマ、SE等) ⑧ 16.8% 12.3% 14% 15%

クリエイティブ関係の職業(Webデザイ

ナー等)
⑨ 3.9% 6.1% 8% 10%

⑩
9.3%

(令和2年度)

10.4%

(令和3年度)
12% 15%

⑪
4.1%

(令和2年度)

4.7%

(令和3年度)
5% 10%

・基本情報技術者(1年生下期受験) ⑫
受験22人・合格6

人・合格率27.3%

受験20人・合格6

人・合格率30%

全国合格率(※1)

＋5ﾎﾟｲﾝﾄ

全国合格率(※1)

＋10ﾎﾟｲﾝﾄ

・G検定(日本ディープラーニング協会) ⑬ － 受験0
全国合格率(※2)

＋0ﾎﾟｲﾝﾄ

全国合格率(※2)

＋10ﾎﾟｲﾝﾄ

⑭ 36% 9.7% 15%以下 15%以下

・動画編集ソフト ⑮ 40% 22.6% 40% 100%

・グラフィックデザインソフト ⑯ 24% 29% 40% 100%

⑰ 1作品 5作品 5作品 7作品

⑱ 47.1% 27.3% 35% 60%

⑲ 5.9% 9.1% 12% 20%

退学者数の減 ⑳ 1人 1人 0人 0人

㉑
9人

（R2年度卒）

11人

（R3年度卒）
12人 20人

㉒ 2社 4社 4社 5社

＊全国合格率(※1)：基本情報技術者(CBT方式) の全国合格率⇒令和3年度下期 10月46.0%、令和3年11月38.8%(R4下期のデータまだ無し)

＊全国合格率(※2)：G検定の全国合格率⇒令和4年第3回66.2%(11月)

＊全国合格率(※3)：R4年4月～12月の合格率⇒全体52.8％(高校生25.8％)

＊⑩、⑪、⑱、⑲については、今年度事業計画書の審査委員からの助言により追加

企

業
企業からの評価の向上

システム系・クリエイティブ系企業から専

門学校(本校)への県内求人数

専門学校(本校)からのインターンシップの

受け入れ企業数

【案】

専

門

学

校

授業の理解度の向上

主要資格の受験者数・合格者数(合格率)

専門学校生アンケートにおけるプログラミ

ングが「難しくて楽しくない」の割合(2年

生)

専門学校生アンケートにおけるクリエイ

ティブ系ソフトを「ある程度使える」の割

合(2年生)

クリエイティブ系の学生1人当たり作品制

作数（在校中）

関連分野への進路実績

専門学校からシステム系分野へ就職した割

合

専門学校からクリエイティブ系分野へ就職

した割合

退学者数(ミスマッチ等を理由とするもの)

高

等

学

校

授業の理解度の向上

主要資格の受験者数・合格者数(合格率)

高校生アンケートにおけるプログラミング

が「難しくて楽しくない」の割合(3年生)

進路の明確化

高校生アンケートにおける将来、IT関係ま

たはクリエイティブ関係の職業に就職した

い生徒の割合(3年生)

関連分野への進路実績

高校からシステム系分野へ進学・就職した

割合(4校)

高校からクリエイティブ系分野へ進学・就

職した割合(4校)

指標

第1希望の会社から内定をもらった学生数

指標

共

通

高等学校、企業、行政、

専門学校のコンソーシア

ムによる連携の効果

高校における企業又は専門学校による出前

授業回数(年間4校平均)

専門学校における企業による出前授業回数

高校における企業体験の回数(年間4校平

均)

高校における専門学校体験の回数(年間4校

平均)
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KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校（本校）における第 1 希望

の会社から内定をもらった学生の

割合 

目標値 ％ － － － 65 

実績値 ％ 45 45 54 － 

達成度 ％ 69.2 69.2 83.1 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

企業が求める人材輩出の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

高校における企業または専門学校

による出前授業回数（年間 4 校平均） 

目標値 回 － － － 4 

実績値 回 0.25 0.25 3.25 － 

達成度 ％ 6.3 6.3 81.3 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

高等学校、企業、行政、専門学校のコンソーシアムによる連携の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校における企業による出前

授業回数 

目標値 回 － － － 5 

実績値 回 3 3 24 － 

達成度 ％ 60.0 60.0 480.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

高等学校、企業、行政、専門学校のコンソーシアムによる連携の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

高校における企業体験の回数（年間

4 校平均） 

目標値 回 － － － 1 

実績値 回 0.25 0.25 0.25 － 

達成度 ％ 25.0 25.0 25.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

高等学校、企業、行政、専門学校のコンソーシアムによる連携の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

高校における専門学校体験の回数

（年間 4 校平均） 

目標値 回 － － － 1 

実績値 回 0.5 0.5 0.0 － 

達成度 ％ 50.0 50.0 0.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

高等学校、企業、行政、専門学校のコンソーシアムによる連携の効果を測る 

 

 

  

※「達成度」については、最終年度の目標値に対する割合を記載した（以下、同様）。 
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KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

高校段階における主要資格（IT パス

ポート）の受験者数/合格者数/合格

率（3 年生 4 校計） 

目標値 ％ － － － 50 程度 

実績値 人 受験10 受験10 受験13 － 

人 合格 4 合格 4 合格 5 － 

％ 

(合格率) 
40 40 38.5 － 

達成度 ％ 80.0 80.0 77.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

授業の理解度向上の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

高校生アンケートにおけるプログ

ラミングが「難しくて楽しくない」

生徒の割合（3 年生） 

目標値 ％ － － － 10 以下 

実績値 ％ 25.7 25.7 20.2 － 

達成度 ％ 38.9 38.9 49.5 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

授業の理解度向上の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

高校生アンケートにおける将来 IT

関係の職業に就職したい生徒の割

合（3 年生） 

目標値 ％ － － － 15 

実績値 ％ 16.8 16.8 12.3 － 

達成度 ％ 112.0 112.0 82.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

進路明確化の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

高校生アンケートにおける将来ク

リエイティブ関係の職業に就職し

たい生徒の割合（3 年生） 

目標値 ％ － － － 10 

実績値 ％ 3.9 3.9 6.1 － 

達成度 ％ 39.0 39.0 61.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

進路明確化の効果を測る 

 

KPI（成果測定指標）  単位 
事 業 

開始前 

前年度 

(令和 2

年度) 

今年度 

(令和 3

年度) 

最終 

年度 

高校からシステム系分野へ進学・就

職した割合 

目標値 ％ － － － 15 

実績値 ％ 9.3 9.3 10.4 － 

達成度 ％ 62.0 62.0 69.3 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

関連分野への進路実績を測る 

 

  



209 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 

前年度 

(令和 2

年度) 

今年度 

(令和 3

年度) 

最終 

年度 

高校からクリエイティブ系分野へ進

学・就職した割合 

目標値 ％ － － － 10 

実績値 ％ 4.1 4.1 4.7 － 

達成度 ％ 41.0 41.0 47.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

関連分野への進路実績を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校段階における主要資格（基

本情報技術者）の受験者数/合格者数

/合格率（1 年生下期） 

目標値 ﾎﾟｲﾝﾄ 

(合格率) 
－ － － 

全国合

格率＋

10 

実績値 人 受験22 受験22 受験20 － 

人 合格 6 合格 6 合格 6 － 

％ 

(合格率) 
27.3 27.3 30.0 － 

達成度 ％ 52.5 52.5 57.7 － 

（上記 KPI を採用した理由）               最終年度目標値 52％と設定 

授業の理解度向上の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校段階における主要資格（日

本ディープラーニング協会の G 検

定）の受験者数/合格者数/合格率 

目標値 ﾎﾟｲﾝﾄ 

(合格率) 
－ － － 

全国合

格率＋

10 

実績値 人 受験 - 受験 - 受験 0 － 

人 合格 - 合格 - 合格 0 － 

％ 

(合格率) 
－ － － － 

達成度 ％ － － 0.0 － 

（上記 KPI を採用した理由）               最終年度目標値 76％と設定 

授業の理解度向上の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校生アンケートにおけるプロ

グラミングが「難しくて楽しくない」

学生の割合（2 年生） 

目標値 ％ － － － 15 以下 

実績値 ％ 36.0 36.0 9.7 － 

達成度 ％ 41.7 41.7 154.6 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

授業の理解度向上の効果を測る 
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KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校生アンケートにおけるクリエイ

ティブ系ソフト（動画編集ソフト）を「あ

る程度使える」学生の割合（2 年生） 

目標値 ％ － － － 100 

実績値 ％ 40.0 40.0 22.6 － 

達成度 ％ 40.0 40.0 22.6 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

授業の理解度向上の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校生アンケートにおけるクリエイ

ティブ系ソフト（グラフィックデザインソ

フト）を「ある程度使える」学生の割合（2

年生） 

目標値 ％ － － － 100 

実績値 ％ 24.0 24.0 29.0 － 

達成度 ％ 24.0 24.0 29.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

授業の理解度向上の効果を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校段階におけるクリエイ

ティブ系の学生 1 人当たり作品制

作数（在校中） 

目標値 点 － － － 7 

実績値 点 1 1 5 － 

達成度 ％ 14.3 14.3 71.4 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

授業の理解度向上の効果を測る 

 

KPI（成果測定指標）  単位 
事 業 

開始前 

前年度 

(令和 2

年度) 

今年度 

(令和 3

年度) 

最終 

年度 

専門学校からシステム系分野へ就

職した割合 

目標値 ％ － － － 60 

実績値 ％ 47.1 47.1 27.3 － 

達成度 ％ 78.5 78.5 45.5 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

関連分野への進路実績を測る 

 

KPI（成果測定指標）  単位 
事 業 

開始前 

前年度 

(令和 2

年度) 

今年度 

(令和 3

年度) 

最終 

年度 

専門学校からクリエイティブ系分

野へ就職した割合 

目標値 ％ － － － 20 

実績値 ％ 5.9 5.9 9.1 － 

達成度 ％ 29.5 29.5 45.5 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

関連分野への進路実績を測る 
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KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校におけるミスマッチ等

を理由とする退学者数 

目標値 人 － － － 0 

実績値 人 1 1 1 － 

達成度 ％ 0 0 0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

退学者数減の効果を測る 

 

KPI（成果測定指標）  単位 
事 業 

開始前 

前年度 

(令和 2

年度) 

今年度 

(令和 3

年度) 

最終 

年度 

システム系・クリエイティブ系企

業から専門学校（本校）への県内

求人数 

目標値 人 － － － 20 

実績値 人 9 9 11 － 

達成度 ％ 45.0 45.0 55.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

企業からの評価向上を測る 

 
KPI（成果測定指標）  単位 

事 業 

開始前 
前年度 今年度 

最終 

年度 

専門学校（本校）からのインター

ンシップの受け入れ企業数 

目標値 社 － － － 5 

実績値 社 2 2 4 － 

達成度 ％ 40.0 40.0 80.0 － 

（上記 KPI を採用した理由） 

企業からの評価向上を測る 
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【参考】

高等学校4校（経営情報科）の令和3年度卒業生の進路状況

（単位：人）

県内 県外

進路別

割合

大学（システム系） 0 7 7 3.6% ①

大学（クリエイティブ系） 0 0 0 0.0% ②

大学（その他） 19 32 51 26.6% ③

短大（システム系） 0 0 0 0.0% ④

短大（クリエイティブ系） 0 2 2 1.0% ⑤

短大（その他） 3 7 10 5.2% ⑥

専門学校（システム系） 4 1 5 2.6% ⑦

専門学校（クリエイティブ系） 4 3 7 3.6% ⑧

専門学校（その他） 21 17 38 19.8% ⑨

進学計 51 69 120 62.5%

県内・県外割合 42.5% 57.5% 100.0%

就職（システム系） 7 1 8 4.2% ⑩

就職（クリエイティブ系） 0 0 0 0.0% ⑪

就職（その他） 43 7 50 26.0% ⑫

就職（公務員） 3 4 7 3.6% ⑬

就職計 53 12 65 33.9%

県内・県外割合 81.5% 18.5% 100.0%

3 4 7 3.6%

107 85 192 100.0%

システム系に進学・就職した割合（①＋④＋⑦＋⑩） 10.4%

クリエイティブ系に進学・就職した割合（②＋⑤＋⑧＋⑪） 4.7%

その他（公務員含む）に進学・就職した割合（③＋⑥＋⑨＋⑫＋⑬） 81.3%

15.1%

合計

進

学

就

職

その他

合計
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【参考】宮崎情報ビジネス医療専門学校

情報システム科（2年制）の令和3年度卒業生の進路状況

（単位：人）

県内 県外

進路別

割合

就職（システム系） 5 1 6 27.3% ①

就職（クリエイティブ系） 2 0 2 9.1% ②

就職（その他） 6 6 12 54.5% ③

就職（公務員） 1 0 1 4.5% ④

就職計 14 7 21 95.5%

県内・県外割合 66.7% 33.3% 100.0%

大学（システム系） 0 0 0 0.0% ⑤

大学（クリエイティブ系） 0 0 0 0.0% ⑥

大学（その他） 0 0 0 0.0% ⑦

進学計 0 0 0 0.0%

県内・県外割合 － － －

その他 0 1 1 4.5%

14 8 22 100.0%

システム系に進学・就職した割合（①＋⑤） 27.3%

クリエイティブ系に進学・就職した割合（②＋⑥） 9.1%

その他（公務員含む）に進学・就職した割合（③＋④＋⑦） 59.1%

合計

就

職

進

学

合計

36.4%
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第 9 アンケート調査 

1 調査概要 

（1） 調査の目的 

地域産業のデジタル化を担う中核的人材の養成を目指し、高・専一貫の教育プ

ログラムの構築に向け、令和 3 年度は、６か年の継続事業の初年度という観点か

ら、現状把握と課題の洗い出しのため、高校生と専門学校生を対象にした意識調

査及び業界が求める能力や人材像についての企業を対象にした意識調査を行い、

今後の人材養成や教育プログラムの協議のための基礎資料として活用した。 

今年度は、継続調査として、高校生と専門学校生を対象にした単年度の意識調

査を行うとともに、昨年度のアンケート集計結果と比較し、経年変化の傾向を把

握する。 

 

（2） 調査の概要（調査期間、調査対象及び調査方法） 

ア 調査期間 

令和４年 10 月下旬～11 月上旬 

 

イ 調査対象：高校生 

 

調査対象 

宮崎県内商業系県立高等学校 4 校 

情報ソリューション科（1 年生）、経営情報科（2・３年生） 

・宮崎県立宮崎商業高等学校 

・宮崎県立都城商業高等学校 

・宮崎県立延岡商業高等学校 

・宮崎県立富島高等学校 

 調査方法 高等学校を通して、Google フォームへの回答入力 

 

ウ 調査対象：専門学校生 

 調査地域 宮崎情報ビジネス医療専門学校 情報システム科（１・２年

生） 

 調査方法 専門学校を通して、Google フォームへの回答入力 

 

（3） 回答数 

 調査対象 回答数 

 高校生 538 

 専門学校生 102 

 合計 640 
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（4） 調査項目 

ア 高校生 

 

問 1 性別をお教えください。 

 ①男性        ②女性 

問 2 学年をお教えください。 

 ①１年生       ②２年生        ③３年生 

問 3 この学科に進学した理由は何ですか。【2 つまで】 

 ①興味・関心がある分野だった 

②就職に有利だと思った 

③高校後の進学に有利だと思った 

④いろいろな資格がとれると思った 

⑤保護者に勧められた 

⑥先生に勧められた 

⑦通学がしやすい 

⑧やりたい部活動があった 

⑨合格しやすいと思った 

問 4 特に興味・関心がある IT 分野・クリエイティブ分野は何ですか。【５つまで】 

 ①プログラミング（プログラマーとしての仕事） 

②インスタグラムなどの SNS 

③2DCG（平面に描かれたコンピュータグラフィックス） 

④3DCG（立体的に描かれたコンピュータグラフィックス） 

⑤動画・映像編集 

⑥画像（静止画）編集 

⑦オンラインゲーム・ｅスポーツ 

⑧アニメーション 

⑨セキュリティ 

⑩AI（人工知能）・データサイエンス 

⑪ホームページ作成 

⑫仮想現実（VR：バーチャルリアリティ） 

⑬自動運転 

⑭ロボット 

⑮IoT（家電やモノのインターネット） 

⑯ドローン 

⑰5G（高速・大容量の第５世代移動通信システム） 

⑱DTP（パソコン上での印刷物の編集やデザイン） 

⑲クラウドサービス（データやソフトウェアをネットワークを通じて利用するサービス） 

⑳オンラインショッピングや EC（電子商取引） 

㉑動画配信・音楽配信などのインターネットサービス 

㉒アプリ開発（スマホアプリ・Web アプリ） 

㉓ネット広告配信やネットマーケティング 

㉔グラフィックデザイン（ポスター・ロゴマーク・広告デザインなど） 

㉕特にない 

㉖その他 ※記述式 
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問 5 プログラミングについてどのように思いますか。 

最も近いものをお選びください。【１つ】 

 ①得意で楽しい          ②あまり得意ではないが楽しい 

③難しくはないが楽しくない    ④難しくて楽しくない 

問 6－1 LINE の活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－2 SNS(フェイスブック、インスタグラム等）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－3 YouTube の活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－4 オンラインゲームの活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－5 ネットショッピングの活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－6 ブログの活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－7 ホームページ作成の活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－8 動画編集ソフト（Adobe Premiere Pro など ）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－9 画像編集ソフト（Adobe Photoshop など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－10 グラフィックデザインソフト（Adobe Illustrator など）の活用状況に 

ついて、最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－11 3DCG ソフト（Maya、Blender など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－12 文書作成ソフト（Microsoft Word など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－13 表計算ソフト（Microsoft Excel など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 
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問 6－14 プレゼンテーションソフト（Microsoft PowerPoint など）の活用状況に 

ついて、最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 7 希望している高校卒業後の進路はつぎのうちどれですか。【１つ】 

 ①大学（情報システム系） 

②大学（Web や CG 等のクリエイティブ系） 

③大学（その他） 

④短大（情報システム系） 

⑤短大（Web や CG 等のクリエイティブ系） 

⑥短大（その他） 

⑦専門学校（情報システム系） 

⑧専門学校（Web や CG 等のクリエイティブ系） 

⑨専門学校（その他） 

⑩就職（IT 関連企業） 

⑪就職（Web や CG 等のクリエイティブ系） 

⑫就職（その他の企業） 

⑬就職（公務員） 

⑭まだわからない 
 

問 7 で 1～9 を選んだ場合のみ問 8・問 9 をご回答ください。 

問 8 進学先として最も重視することは何ですか。最も近いものを選んでください。

【１つ】 

 ①自分の興味・関心がある分野を学ぶことができる 

②就職に有利な専門性を学ぶことができる 

③就職に有利な資格を取得することができる 

④授業料が安い 

⑤設備等の教育環境が充実しいてる 

⑥合格しやすい 

⑦通学しやすい 

⑧所在地（県内か県外かなど） 

問 9 進学先は県内、県外どちらを希望しますか。【１つ】 

 ①県内に進学したい 

②県外に進学したい 

③県内・県外どちらでもかまわない 

④まだわからない 
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問 10 進学後に就職する場合も含めて、将来就職したい職業は何ですか。【１つ】 

 ①販売・接客サービスの職業 

②営業職 

③事務職（総務・経理等） 

④IT 関係の職業（プログラマ・システムエンジニア等） 

⑤クリエイティブ関係の職業（Web デザイナー・イラストレーター等） 

⑥農林漁業 

⑦製造（生産工程）の職業 

⑧建設・建築・土木の職業 

⑨運輸関係の職業（運転手等） 

⑩教育関係の職業（教員・保育士等） 

⑪医療関係の職業 

⑫福祉・介護関係の職業 

⑬公務員 

⑭まだわからない 

⑮その他 ※記述式 

問 11 将来就職する際に重視することは何ですか。【4 つまで】 

 ①自分の興味・関心がある仕事ができる 

②自分の専門性を生かすことができる 

③給料が高い 

④土日が休み 

⑤休暇がとりやすい 

⑥社会に貢献できる 

⑦男女に関わりなく活躍できる 

⑧年齢に関わりなく活躍できる 

⑨働く場所（県内か県外かなど） 

⑩安定している 

⑪成長性がある 

⑫風通しがよい 

⑬まだわからない 

問 12 働く上で必要だと思う能力は何ですか【５つまで】 

 ①主体性（物事に進んで取り組む力） 

②実行力（目的を設定し確実に行動する力） 

③課題解決力（課題を分析し解決する力） 

④創造力（新しい価値を生み出す力） 

⑤発信力（自分の意見をわかりやすく伝える力） 

⑥傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く力） 

⑦一般常識やマナー 

⑧業務に関する資格 

⑨業務に関する専門知識 

⑩協調性（意見や立場の違いを超えて協力し合う力） 

⑪柔軟性（その場に応じた適切な判断ができる力） 

⑫規律性（社会のルールや人との約束を守る力） 

⑬ストレスコントロール力（ストレスの発生源に対応する力） 

⑭責任感（自分の仕事についての責任を果たそうとする気持ち） 
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問 13 進学後の就職も含めた就職先について、県内・県外どちらを希望しますか 

【1 つ】 

 ①県内に就職したい          ②県外に就職したい 

③県内・県外どちらでもかまわない   ④まだわからない 

問 14 次の中で受けてみたいと思う授業はどれですか【3 つまで】 

 ①簡単なアプリやゲームを開発する 

②ホームページを作成する 

③ポスターや広告のデザインを作成する 

④3DCG を作成する 

⑤動画・映像を制作する 

⑥写真を編集する 

⑦アニメーションを作成する 

⑧簡単な AI（人工知能）を作成する 

⑨企業の方に実際の業務や体験を教えてもらう 

⑩企業に出向いて職場体験を行う 

⑪実際に企業から発注されるような案件に取り組む（ホームページ作成やアプリ開発な

ど） 

⑫就職したい業界の最先端の話を聞く 

⑬専門学校や大学に進学した先輩の話を聞く 

⑭専門学校や大学の先生に教えてもらう 

⑮チームで実習や課題に取り組む 

⑯地域や企業の方など外部の方と一緒に実習や課題に取り組む 

⑰資格試験対策 

⑱大学受験対策 

⑲自分で作成したプログラムや CG などで作品集をつくる 
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イ 専門学校生 

 

問 1 性別をお教えください。 

 ①男性        ②女性 

問 2 学年をお教えください。 

 ①１年生       ②２年生 

問 3 この学科に進学した理由は何ですか。【2 つまで】 

 ①興味・関心がある分野だった 

②就職に有利だと思った 

③いろいろな資格がとれると思った 

④保護者に勧められた 

⑤先生に勧められた 

⑥通学がしやすい 

⑦合格しやすいと思った 

問 4 特に興味・関心がある IT 分野・クリエイティブ分野は何ですか。【５つまで】 

 ①プログラミング（プログラマーとしての仕事） 

②インスタグラムなどの SNS 

③2DCG（平面に描かれたコンピュータグラフィックス） 

④3DCG（立体的に描かれたコンピュータグラフィックス） 

⑤動画・映像編集 

⑥画像（静止画）編集 

⑦オンラインゲーム・ｅスポーツ 

⑧アニメーション 

⑨セキュリティ 

⑩AI（人工知能）・データサイエンス 

⑪ホームページ作成 

⑫仮想現実（VR：バーチャルリアリティ） 

⑬自動運転 

⑭ロボット 

⑮IoT（家電やモノのインターネット） 

⑯ドローン 

⑰5G（高速・大容量の第５世代移動通信システム） 

⑱DTP（パソコン上での印刷物の編集やデザイン） 

⑲クラウドサービス（データやソフトウェアをネットワークを通じて利用するサービス） 

⑳オンラインショッピングや EC（電子商取引） 

㉑動画配信・音楽配信などのインターネットサービス 

㉒アプリ開発（スマホアプリ・Web アプリ） 

㉓ネット広告配信やネットマーケティング 

㉔グラフィックデザイン（ポスター・ロゴマーク・広告デザインなど） 

㉕特にない 

㉖その他  ※記述式 
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問 5 プログラミングについてどのように思いますか。 

最も近いものをお選びください。【１つ】 

 ①得意で楽しい         ②あまり得意ではないが楽しい 

③難しくはないが楽しくない   ④難しくて楽しくない 

問 6－1 LINE の活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－2 SNS(フェイスブック、インスタグラム等）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－3 YouTube の活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－4 オンラインゲームの活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－5 ネットショッピングの活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－6 ブログの活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－7 ホームページ作成の活用状況について、最も近いものをお選びください。 

 ①よくする  ②ときどきする  ③ほとんどしない  ④全くしない 

問 6－8 動画編集ソフト（Adobe Premiere Pro など ）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－9 画像編集ソフト（Adobe Photoshop など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－10 グラフィックデザインソフト（Adobe Illustrator など）の活用状況に 

ついて、最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－11 3DCG ソフト（Maya、Blender など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－12 文書作成ソフト（Microsoft Word など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 6－13 表計算ソフト（Microsoft Excel など）の活用状況について、 

最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 
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問 6－14 プレゼンテーションソフト（Microsoft PowerPoint など）の活用状況に 

ついて、最も近いものをお選びください。 

 ①ある程度使える  ②あまり使えない  ③使ったことがない 

問 7 就職したい職業は何ですか。【１つ】 

 ①販売・接客サービスの職業 

②営業職 

③事務職（総務・経理等） 

④IT 関係の職業（プログラマ・システムエンジニア等） 

⑤クリエイティブ関係の職業（Web デザイナー・イラストレーター等） 

⑥農林漁業 

⑦製造（生産工程）の職業 

⑧建設・建築・土木の職業 

⑨運輸関係の職業（運転手等） 

⑩教育関係の職業（教員・保育士等） 

⑪医療関係の職業 

⑫福祉・介護関係の職業 

⑬公務員 

⑭まだわからない 

⑮その他  ※記述式 

問 8 就職する際に重視することは何ですか。【4 つまで】 

 ①自分の興味・関心がある仕事ができる 

②自分の専門性を生かすことができる 

③給料が高い 

④土日が休み 

⑤休暇がとりやすい 

⑥社会に貢献できる 

⑦男女に関わりなく活躍できる 

⑧年齢に関わりなく活躍できる 

⑨働く場所（県内か県外かなど） 

⑩安定している 

⑪成長性がある 

⑫風通しがよい 

⑬まだわからない 

問 9 働く上で必要だと思う能力は何ですか【５つまで】 

 ①主体性（物事に進んで取り組む力） 

②実行力（目的を設定し確実に行動する力） 

③課題解決力（課題を分析し解決する力） 

④創造力（新しい価値を生み出す力） 

⑤発信力（自分の意見をわかりやすく伝える力） 

⑥傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く力） 

⑦一般常識やマナー 

⑧業務に関する資格 

⑨業務に関する専門知識 

⑩協調性（意見や立場の違いを超えて協力し合う力） 

⑪柔軟性（その場に応じた適切な判断ができる力） 

⑫規律性（社会のルールや人との約束を守る力） 

⑬ストレスコントロール力（ストレスの発生源に対応する力） 

⑭責任感（自分の仕事についての責任を果たそうとする気持ち） 
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問 10 就職先について、県内・県外どちらを希望しますか【1 つ】 

 ①県内に就職したい          ②県外に就職したい 

③県内・県外どちらでもかまわない   ④まだわからない 

問 11 次の中で受けてみたいと思う授業はどれですか【3 つまで】 

 ①アプリやゲームを開発する 

②ホームページを作成する 

③ポスターや広告のデザインを作成する 

④3DCG を作成する 

⑤動画・映像を制作する 

⑥写真を編集する 

⑦アニメーションを作成する 

⑧簡単な AI（人工知能）を作成する 

⑨企業の方に実際の業務や体験を教えてもらう 

⑩企業に出向いて職場体験を行う 

⑪実際に企業から発注されるような案件に取り組む（ホームページ作成やアプリ開発な

ど） 

⑫就職したい業界の最先端の話を聞く 

⑬就職した先輩の話を聞く 

⑭チームで実習や課題に取り組む 

⑮地域や企業の方など外部の方と一緒に実習や課題に取り組む 

⑯資格試験対策 

⑰自分で作成したプログラムや CG などで作品集をつくる 
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2 調査結果 

今年度の調査は、６か年の継続事業の第２年度という観点から、高校生と専門学

校生の単年度の意識調査に加え、経年変化の傾向把握のための継続調査と位置づけ、

分析にあたっては、単純集計に加え、必要に応じてクロス集計を行った。 

回答割合については、少数点第 2 位以下を四捨五入しているため、合計が 100%

にならない場合がある。 

 

（1） 高校生 

高校生を対象としたアンケート結果は、次のとおりである。 

なお、今年度より調査対象 4 校において、経営情報科から情報ソリューション

科に学科が改編されたことに伴い、1 年生は情報ソリューション科、2 年生・3 年

生は経営情報科となっている。 

 

問 1 性別をお教えください。＜属性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2 学年をお教えください。＜属性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

43.9%女性

55.8%

無回答

0.4%

(n=538)

１年生

45.5%

２年生

24.2%

３年生

30.3%

(n=538)

注） 

都城商業高等学校、延岡商業高等学校、富

島高等学校においては、情報ソリューション

科への学科改編に伴い、入学定員が 40 名か

ら 80 名に増加したため、1 年生の割合が多

くなっている。 

宮崎商業高等学校については、従来通り、

80 名の入学定員のままである。 
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問 3 この学科に進学した理由は何ですか。（2 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○進学した理由は、「いろいろな資格がとれると思った」（61.0%）の割合が

最も高く、次に「興味・関心がある分野だった」（44.8%）が続き、この 2

つの項目が他と比べて圧倒的に高い。 

○その後、「就職に有利だと思った」（22.5%）、「やりたい部活動があった」

（15.8%）が続く。 

▼ 

■進路選択の際、取得可能な資格や自身の興味・関心のある分野か否かを重

視している。また、卒業後の就職や進学についても考慮している。 

 

 

 

 

 

 

61.0%

44.8%

22.5%

15.8%

15.2%

11.7%

7.4%

5.9%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

いろいろな資格がとれると思った

興味・関心がある分野だった

就職に有利だと思った

やりたい部活動があった

高校後の進学に有利だと思った

通学がしやすい

保護者に勧められた

合格しやすいと思った

先生に勧められた

(n=538)

[割合の高い順にソート]
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問 4 特に興味・関心がある IT 分野・クリエイティブ分野は何ですか。 

（5 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○興味・関心がある IT 分野・クリエイティブ分野についてみると、「動画・

映像編集」（51.3%）の割合が最も高く、次に「インスタグラムなどの SNS」

（41.8%）、「プログラミング（プログラマーとしての仕事）」（36.1%）、「オ

51.3%

41.8%

36.1%

34.9%

28.1%

24.9%

20.6%

18.8%

15.1%

15.1%

13.2%

12.3%

11.2%

8.0%

7.4%

6.5%

6.3%

5.8%

5.8%

4.5%

3.9%

3.9%

2.6%

1.5%

5.2%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

動画・映像編集

インスタグラムなどのSNS

プログラミング

オンラインゲーム・ｅスポーツ

アニメーション

動画配信・音楽配信などのインターネットサービス

アプリ開発

画像（静止画）編集

AI（人工知能）・データサイエンス

仮想現実（VR）

ホームページ作成

オンラインショッピングやEC

グラフィックデザイン

3DCG

ドローン

IoT

セキュリティ

５G

ネット広告配信やネットマーケティング

自動運転

2DCG

ロボット

DTP

クラウドサービス

特にない

その他

(n=538)

[割合の高い順にソート]
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ンラインゲーム・e スポーツ」（34.9%）、「アニメーション」（28.1%）が続

く。 

▼ 

■「プログラミング」よりも「動画・映像編集」に興味・関心をもつ学生が

多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4　回答選択肢 詳細

　①プログラミング（プログラマーとしての仕事）

　②インスタグラムなどのSNS

　③2DCG（平面に描かれたコンピュータグラフィックス）

　④3DCG（立体的に描かれたコンピュータグラフィックス）

　⑤動画・映像編集

　⑥画像（静止画）編集

　⑦オンラインゲーム・ｅスポーツ

　⑧アニメーション

　⑨セキュリティ

　⑩AI（人工知能）・データサイエンス

　⑪ホームページ作成

　⑫仮想現実（VR：バーチャルリアリティ）

　⑬自動運転

　⑭ロボット

　⑮IoT（家電やモノのインターネット）

　⑯ドローン

　⑰５G（高速・大容量の第５世代移動通信システム）

　⑱DTP（パソコン上での印刷物の編集やデザイン）

　⑲クラウドサービス（データやソフトウェアをネットワークを通じて利用するサービス）

　⑳オンラインショッピングやEC（電子商取引）

　㉑動画配信・音楽配信などのインターネットサービス

　㉒アプリ開発（スマホアプリ、Webアプリ）

　㉓ネット広告配信やネットマーケティング

　㉔グラフィックデザイン（ポスター、ロゴマーク、広告デザインなど）

　㉕特にない

　㉖その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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問 5 プログラミングについてどのように思いますか。最も近いものを 

お選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○プログラミングに対する意識は、全体では「あまり得意ではないが楽しい」

（68.2%）の割合が最も高く、「得意で楽しい」（11.0%）と合わせた割合

は、79.2%である。 

得意で楽しい

11.0%

あまり得意ではない

が楽しい

68.2%

難しくはないが

楽しくない

3.7%

難しくて楽しくない

17.1%

〔全体〕

(n=538)

13.9%

6.9%

9.8%

66.5%

73.8%

66.3%

2.4%

6.2%

3.7%

17.1%

13.1%

20.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔学年別〕

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい

難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない
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○「難しくて楽しくない」と回答した生徒の割合は、全体で 17.1%である。 

○学年別にみると、「得意で楽しい」と回答した生徒の割合が、1 年生（13.9%）

から 2 年生（6.9%）で 7.0 ポイント減少し、2 年生から 3 年生（9.8%）で

2.9 ポイント増加している。 

○「あまり得意ではないが楽しい」と回答した生徒の割合が、1 年生（66.5%）

から 2 年生（73.8%）で 7.3 ポイント増加し、2 年生から 3 年生（66.3%）

で 7.5 ポイント減少している。 

○「難しくて楽しくない」と回答した生徒の割合が、1 年生（17.1%）から 2

年生（13.1%）で 4.0 ポイント減少し、2 年生から 3 年生（20.2%）で 7.1

ポイント増加している。 

▼ 

■全体的に見て、苦手意識はあるものの約 8 割の生徒がプログラミングを楽

しいと感じている一方で、約 2 割の学生が「難しくて楽しくない」と回答

しており、プログラミングに拒否反応を持つ学生が一定数いることを示し

ている。 

■選択肢を学年別に比較した場合、「得意で楽しい」と答えた割合が最も高

かった学年は 1 年生で、「あまり得意ではないが楽しい」と答えた割合が

最も高かったのは 2 年生、「難しくて楽しくない」と答えた割合が最も高

かったのは 3 年生となっており、学年が上がるごとに苦手意識を持つ生徒

の増加傾向が見て取れる。この学年別の差異については、学科コンセプト

の相違（１年生：情報ソリューション科、２年生・３年生：経営情報科）、

プログラミングの学習進度や難易度の差によるものという仮説が考えら

れるが、単年度のアンケートだけでは理由を明確にすることが難しいため、

経年比較を念頭に今後も継続して着目していきたい。 
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問 6 ①～⑭のそれぞれの項目の活用状況について、最も近いものをお選びくだ

さい。〔①～⑦〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○活用状況についてみると、「よくする」と答えた割合が最も多かったのは、

「③You Tube」（79.6%）で、次に「②SNS（フェイスブック、インスタグ

ラム等）」（74.2%）、「①LINE」（71.9%）が続く。 

○「⑥ブログ」と「⑦ホームページ作成」については、「全くしない」と「ほ

とんどしない」の割合が、それぞれ 66.5%と 21.4%で合計 87.9%、75.1%

と 19.3%で合計 94.4%である。 

▼ 

■7 割以上の生徒が LINE やフェイスブック、インスタグラム等の SNS を活

用し、8 割近くの生徒が YouTube を活用している。 

■「ほとんどしない」を含めて、ブログについては 8 割以上の生徒が、ホー

ムページ作成については 9 割以上の生徒が、活用していない。 

 

 

71.9%

74.2%

79.6%

42.9%

18.6%

2.8%

0.6%

22.9%

13.4%

16.4%

22.9%

43.1%

9.3%

5.0%

3.0%

5.9%

2.4%

18.0%

20.8%

21.4%

19.3%

2.2%

6.5%

1.7%

16.2%

17.5%

66.5%

75.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①LINE

②SNS

③YouTube

④オンラインゲーム

⑤ネットショッピング

⑥ブログ

⑦ホームページ作成

〔① ～ ⑦ ：全体〕

よくする ときどきする ほとんどしない 全くしない

(n=538)
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問 6 ①～⑭のそれぞれの項目の活用状況について、最も近い選択肢に○を 

つけてください。（①～⑭のすべての項目にお答えください。）〔⑧～⑭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.7%

25.3%

5.8%

1.5%

51.3%

60.2%

47.0%

26.0%

27.3%

18.4%

9.7%

27.5%

21.4%

26.8%

49.3%

47.4%

75.8%

88.8%

21.2%

18.4%

26.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑧動画編集ソフト

⑨画像編集ソフト

⑩グラフィックデザインソフト

⑪3DCGソフト

⑫文書作成ソフト

⑬表計算ソフト

⑭プレゼンテーションソフト

〔⑧ ～ ⑭：全体〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

(n=538)

19.2%

26.9%

31.3%

20.0%

30.8%

31.3%

60.8%

42.3%

37.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔⑧動画編集ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

20.0%

29.2%

30.1%

17.6%

30.0%

39.9%

62.4%

40.8%

30.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔⑨画像編集ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない
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5.7%

3.1%

8.0%

10.6%

19.2%

29.4%

83.7%

77.7%

62.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔⑩グラフィックデザインソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

1.2%

0.8%

2.5%

9.8%

6.2%

12.3%

89.0%

93.1%

85.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔⑪3DCGソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

30.6%

60.0%

75.5%

36.7%

23.8%

16.6%

32.7%

16.2%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔⑫文書作成ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

43.3%

74.6%

74.2%

26.1%

16.2%

18.4%

30.6%

9.2%

7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔⑬表計算ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない
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【特徴】 

○ソフトの活用状況についてみると、「ある程度使える」と回答した割合が最

も多かったのは、「⑬表計算ソフト（Microsoft Excel など）」（60.2%）で、

次に「⑫文書作成ソフト（Microsoft Word など）」（51.3%）と「⑭プレゼ

ンテーションソフト（Microsoft PowerPoint など）」（47.0%）が続いてい

る。 

○「使ったことがない」と回答した割合が最も多かったのは、「⑪3DCG ソ

フト（Maya、Blender など）」（88.8%）で、次に「⑩グラフィックデザイ

ンソフト(Adobe Illustrator など)」（75.8%）が続く。 

○「ある程度使える」と回答した生徒の割合を学年別にみると、「⑩グラ

フィックデザインソフト」と「⑪3DCG ソフト」において 1 年生から 2 年

生でそれぞれ 2.6 ポイント、0.4 ポイントの減少、「⑬表計算ソフト」では

2 年生から 3 年生で 0.4 ポイント減少するものの、全体的にみて、進級す

るごとに「ある程度使える」と回答する生徒の割合が増加している。 

▼ 

■クリエイティブ系ソフト（⑧～⑪）よりも、Office 系ソフト（⑫～⑭）の

扱いに慣れている生徒が多い。 

■進級するごとに「ある程度使える」の割合が増加する傾向が見て取れる。

この学年別の差異については、ソフトの学習進度による積み重ねによるも

のという仮説が考えられるが、単年度のアンケートだけでは理由を明確に

することが難しいため、経年比較を念頭に今後も継続して着目していきた

い。 

 

 

 

25.7%

56.9%

71.2%

34.3%

26.9%

15.3%

40.0%

16.2%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔⑭プレゼンテーションソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない
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問 7 希望している高校卒業後の進路はつぎのうちどれですか。（回答は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7%

2.0%

17.8%

0.2%

0.2%

3.3%

4.1%

2.4%

15.6%

5.0%

1.1%

12.3%

4.3%

21.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

大学（情報システム系）

大学（WebやCG等のクリエイティブ系）

大学（その他）

短大（情報システム系）

短大（WebやCG等のクリエイティブ系）

短大（その他）

専門学校（情報システム系）

専門学校（WebやCG等のクリエイティブ系）

専門学校（その他）

就職（IT関連企業）

就職（WebやCG等のクリエイティブ系）

就職（その他の企業）

就職（公務員）

まだわからない

〔全体〕

(n=538)

24.9%

33.1%

33.7%

4.1%

2.3%

4.3%

15.5%

23.8%

30.7%

18.4%

21.5%

30.1%

37.1%

19.2%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔学年別・進路別〕

大学 短大 専門学校 就職 まだわからない
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【特徴】 

○高校卒業後の進路についてみると、全体では、大学進学を希望している生

徒の割合の合計は 29.5%、短大進学を希望している生徒の割合の合計は

11.4%

3.7%

9.8%

0.4%

0.4%

3.3%

3.3%

2.0%

10.2%

5.7%

2.0%

7.8%

2.9%

37.1%

8.5%

1.5%

23.1%

0.0%

0.0%

2.3%

4.6%

1.5%

17.7%

6.9%

0.0%

10.0%

4.6%

19.2%

8.0%

0.0%

25.8%

0.0%

0.0%

4.3%

4.9%

3.7%

22.1%

2.5%

0.6%

20.9%

6.1%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

大学（情報システム系）

大学（WebやCG等のクリエイティブ系）

大学（その他）

短大（情報システム系）

短大（WebやCG等のクリエイティブ系）

短大（その他）

専門学校（情報システム系）

専門学校（WebやCG等のクリエイティブ系）

専門学校（その他）

就職（IT関連企業）

就職（WebやCG等のクリエイティブ系）

就職（その他の企業）

就職（公務員）

まだわからない

〔学年別・分野別〕

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)
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3.7%、専門学校進学を希望している生徒の割合の合計は 22.1%、就職を希

望している生徒の割合の合計は 22.7%である。 

○進路先を学年別にみると、「まだわからない」を除き、１年生、２年生、３

年生の全学年で大学進学を希望している生徒の割合が、それぞれ 24.9%、

33.1%、33.7%と最も高い。「まだわからない」と回答した生徒の割合は、

1 年生が 37.1%、2 年生が 19.2%、3 年生が 1.2%である。 

○情報システム系の進学あるいは就職を希望している生徒の割合は、全体で

は、大学（9.7％）、短大（0.2%）、専門学校（4.1%）、就職（5.0%）で 19.0％

である。学年別にみると、1 年生は 20.8%、2 年生は 20.0%、3 年生は 15.4%

である。 

○Web や CG 等のクリエイティブ系の進学あるいは就職を希望している生

徒の割合は、全体では、大学（2.0%）、短大（0.2%）、専門学校（2.4%）、

就職（1.1%）で 5.7%である。学年別にみると、1 年生は 8.1%、2 年生は

3.0%、3 年生は 4.3%である。 

○その他の分野を希望している生徒の割合は、全体では、大学（17.8%）、短

大（3.3%）、専門学校（15.6%）、就職（16.6% ※公務員含む）で 53.3%で

ある。学年別にみると、1 年生は 34.0%、2 年生は 57.7%、3 年生は 79.2%

である。 

▼ 

■卒業後の進路について、全体では、5 割以上の生徒が進学を希望し、進学

先としては、大学、専門学校、短大の順に希望者が多い。学年別では、1

年生、2 年生、3 年生の全学年で進学希望者の割合が最も高い。 

■卒業後の進路について、「まだ分からない」と回答した生徒の割合は、1

年生から 3 年生へと学年が上がるにつれて減少している。 

■分野別について、全体では、情報システム系を希望している生徒は約 2

割、クリエイティブ系を希望している生徒は 1 割未満と少なく、5 割以上

の生徒がその他の分野を希望している。 

■各分野について学年別にみると、情報システム系とクリエイティブ系を

希望している生徒の割合は、1 年生が最も高く、その他分野を希望してい

る生徒の割合は、3 年生が最も高い。 

■学年別の差異については、キャリア教育・職業教育の学習進度により、

進路に対する当事者意識の変化が反映されているという仮説が考えられ

るが、単年度のアンケートだけでは理由を明確にすることが難しいた

め、経年比較を念頭に今後も継続して着目していきたい。 
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※問 7 で 1～9 を選んだ場合のみ回答 

問 8 進学先として最も重視することは何ですか。最も近いものを選んで 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○進学先として重視することについてみると、「自分の興味・関心がある分野

を学ぶことができる」（62.4%）の割合が最も高く、他の項目と比べて圧倒

的である。次に「就職に有利な専門性を学ぶことができる」（13.4%）と「就

職に有利な資格を取得することができる」（13.1%）が続く。 

▼ 

■6 割以上の生徒が進学先として、自分の興味・関心がある分野を学ぶこと

が出来るか否かを最重視している。また、就職に有利な専門性や資格を重

視している生徒が合わせて 2 割程度いる。 

 

 

 

 

 

 

 

62.4%

13.4%

13.1%

3.4%

2.7%

2.7%

1.3%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分の興味・関心がある分野を学ぶことができる

就職に有利な専門性を学ぶことができる

就職に有利な資格を取得することができる

設備等の教育環境が充実している

授業料が安い

所在地（県内か県外かなど）

通学しやすい

合格しやすい

(n=298)

[割合の高い順にソート]
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※問 7 で 1～9 を選んだ場合のみ回答 

問 9 進学先は県内、県外どちらを希望しますか。（回答は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○進学先として、県内と県外のどちらを希望するかをみると、「県外に進学し

たい」（44.6%）と回答した割合が最も高く、次に「県内に進学したい」

（28.2%）、「県内・県外どちらでもかまわない」（24.2%）が続く。 

▼ 

■半数近くの生徒が県外進学を希望し、県内進学を希望している生徒は約 3

割である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内に進学したい

28.2%

県外に進学したい

44.6%

県内・県外どちら

でもかまわない

24.2%

まだわからない

3.0%

(n=298)
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問 10 進学後に就職する場合も含めて、将来就職したい職業は何ですか。 

（回答は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2%

9.5%

8.2%

8.2%

7.4%

7.4%

3.5%

2.2%

1.7%

0.6%

0.6%

0.4%

0.2%

6.9%

27.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

IT関係の職業

事務職

クリエイティブ関係の職業

医療関係の職業

販売・接客サービスの職業

公務員

教育関係の職業

製造（生産工程）の職業

営業職

農林漁業

建設・建築・土木の職業

運輸関係の職業

福祉・介護関係の職業

その他

まだわからない

(n=538)

[割合の高い順にソート]
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4.1%

1.6%

4.1%

19.6%

11.0%

0.4%

0.0%

1.2%

0.0%

3.3%

4.9%

0.0%

5.3%

39.6%

4.9%

8.5%

0.0%

12.3%

14.6%

5.4%

0.0%

0.8%

0.0%

0.0%

2.3%

9.2%

0.8%

10.0%

24.6%

11.5%

11.7%

3.1%

15.3%

12.3%

6.1%

1.2%

6.7%

0.0%

1.2%

4.9%

12.3%

0.0%

8.6%

10.4%

6.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

販売・接客サービスの職業

営業職

事務職

IT関係の職業

クリエイティブ関係の職業

農林漁業

製造（生産工程）の職業

建設・建築・土木の職業

運輸関係の職業

教育関係の職業

医療関係の職業

福祉・介護関係の職業

公務員

まだわからない

その他

〔学年別〕

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

[選択肢順]
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【特徴】 

○将来就職したい職業をみると、全体では、「まだわからない」（27.1%）を

除き、「IT 関係の職業（プログラマ、システムエンジニア等）」（16.2%）の

割合が最も高く、次に、「事務職（総務、経理等）」（9.5%）、「クリエイティ

ブ関係の職業（Web デザイナー、イラストレーター等）」（8.2%）、「医療関

係の職業」（8.2%）と続く。 

○全体でみると、「クリエイティブ関係の職業（Web デザイナー、イラスト

レーター等）」と回答した生徒の割合は、「IT 関係の職業（プログラマ、シ

ステムエンジニア等）」よりも 8.0 ポイント少ない。 

○学年別にみると、1 年生では、「まだわからない」（39.6）%の割合が最も高

く、次に「IT 関係の職業」（19.6%）、「クリエイティブ関係の職業」（11.0%）

と続く。 

○2 年生では、「まだ分からない」（24.6%）の割合が最も高く、次に「IT 関

係の職業」（14.6%）、「事務職」（12.3%）、と続く。 

○3 年生では、「事務職」（15.3%）の割合が最も高く、次に「IT 関係の職業」

（12.3%）、「医療関係の職業」（12.3%）が同じ割合で続く。 

○「IT 関係の職業」と「クリエイティブ関係の職業」の希望者を学年別にみ

ると、それぞれ、1 年生では 19.6%と 11.0％で 8.6 ポイントの差、2 年生

では 14.6%と 5.4%で 9.2 ポイントの差、3 年生では 12.3%と 6.1%で 6.2

ポイントの差がある。 

▼ 

■就職したい職業としては、全体でみると、IT 関係の職業を希望する生徒が

最も多く、また、クリエイティブ関係の職業の希望者は、IT 関係の職業の

希望者よりも少ない。 

■学年別にみると、1 年生・2 年生では IT 関係の職業を希望する生徒の割合

が最も高く、3 年生では、IT 関係の職業よりも事務職を希望する生徒の割

合の方が高い。 

■学年別の差異については、キャリア教育・職業教育の学習進度により、就

職や職業に対する当事者意識の変化が反映されているという仮説が考え

られるが、単年度のアンケートだけでは理由を明確にすることが難しいた

め、経年比較を念頭に今後も継続して着目していきたい。 
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問10 回答選択肢 詳細

　①販売・接客サービスの職業

　②営業職

　③事務職（総務、経理等）

　④IT関係の職業（プログラマ、システムエンジニア等）

　⑤クリエイティブ関係の職業（Webデザイナー、イラストレーター等）

　⑥農林漁業

　⑦製造（生産工程）の職業

　⑧建設・建築・土木の職業

　⑨運輸関係の職業（運転手等）

　⑩教育関係の職業（教員、保育士等）

　⑪医療関係の職業

　⑫福祉・介護関係の職業

　⑬公務員

　⑭その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　⑮まだわからない
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問 11 将来就職する際に重視することは何ですか。（4 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○将来就職する際に重視することをみると、「自分の興味・関心がある仕事が

できる」（70.8%）の割合が最も高く、次に「給料が高い」（55.2%）、「安定

している」（50.6%）が続く。 

○その後、「休暇がとりやすい」（37.9%）、「土日が休み」（33.6%）、「自分の

専門性を生かすことができる」（30.9%）と続く。 

▼ 

■就職する際に、7 割の生徒が、自分の興味・関心がある仕事ができるか否

かを最重視している。また、「給料が高い」、「安定している」、「休暇がとり

やすい」、「土日が休み」が上位を占めることから、給料の高さやゆとりあ

る働き方ができるか否かも就職する際の判断基準になっていると考えら

れる。 

70.8%

55.2%

50.6%

37.9%

33.6%

30.9%

18.4%

14.7%

12.6%

11.0%

7.8%

2.8%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分の興味・関心がある仕事ができる

給料が高い

安定している

休暇がとりやすい

土日が休み

自分の専門性を生かすことができる

働く場所（県内か県外かなど）

社会に貢献できる

成長性がある

男女に関わりなく活躍できる

年齢に関わりなく活躍できる

風通しがよい

まだわからない

(n=538)

[割合の高い順にソート]
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問 12 働く上で必要だと思う能力は何ですか。（5 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○働く上で必要だと思う能力についてみると、「一般常識やマナー」（62.1%）

の割合が最も高く、次に「主体性（物事に進んで取り組む力）」（57.8%）、

「責任感（自分の仕事についての責任を果たそうとする気持ち）」（44.8%）、

「協調性（意見や立場の違いを超えて協力し合う力）」（42.8%）、「柔軟性

（その場に応じた適切な判断ができる力）」（42.6%）、「実行力（目的を設

定し確実に行動する力）」（41.8％）と続く。 

○「業務に関する専門知識」と回答した生徒の割合は 14.9%、「業務に関す 

る資格」と回答した生徒の割合は 6.7%である。 

▼ 

62.1%

57.8%

44.8%

42.8%

42.6%

41.8%

37.9%

30.9%

24.9%

18.0%

17.1%

15.6%

14.9%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

一般常識やマナー

主体性

責任感

協調性

柔軟性

実行力

創造力

課題解決力

発信力

傾聴力

規律性

ストレスコントロール力

業務に関する専門知識

業務に関する資格

(n=538)

[割合の高い順にソート]
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■働く上で必要だと思う能力として、5 割以上の生徒が、社会人としての一

般常識やマナー及び主体性が必要だと考え、4 割以上の生徒が、責任感、

協調性、柔軟性、実行力が必要であると考えている。 

■業務に関する専門知識と資格について、必要な能力として考えている生徒

の割合は少ない。 
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問 13 進学後の就職も含めた就職先について、県内・県外どちらを希望しますか。 

（回答は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○進学後の就職を含めた就職先についてみると、全体としては、「県内・県外

どちらでもかまわない」（34.4%）の割合が最も高く、「県外に就職したい」

（32.2%）と回答した生徒は、「県内に就職したい」（21.9%）と回答した生

徒よりも 10.3 ポイント高い。 

○学年別にみると、1 年生と 2 年生では「県内・県外どちらでもかまわない」

割合が、それぞれ 36.3%と 36.9%と最も高く、3 年生では「県外に就職し

たい」の割合が 35.6%と最も高くなっている。 

▼ 

県内に就職したい

21.9%

県外に就職したい

32.2%

県内・県外どちらで

もかまわない

34.4%

まだわからない

11.5%

〔全体〕

(n=538)

15.9%

25.4%

28.2%

31.0%

30.0%

35.6%

36.3%

36.9%

29.4%

16.7%

7.7%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=245)

2年(n=130)

3年(n=163)

〔学年別〕

県内に就職したい 県外に就職したい

県内・県外どちらでもかまわない まだわからない
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■就職先について、県内・県外どちらでもかまわないと回答した生徒の割合

が最も高く、県内・県外のどちらかを明確に希望している生徒をみると、

県内よりも県外への就職を希望している生徒が多い。 

■学年が上がるにつれ、県内就職希望の割合が増えている。キャリア教育・

職業教育の学習進度により、就職や職業に対する当事者意識の変化が反映

されていると考えられる。 
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問 14 次の中で受けてみたいと思う授業はどれですか。（3 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.2%

40.9%

21.2%

18.8%

16.7%

15.6%

15.6%

15.2%

12.6%

11.5%

8.4%

8.4%

8.4%

6.3%

5.6%

4.5%

4.5%

4.3%

3.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

動画・映像を制作する

簡単なアプリやゲームを開発する

アニメーションを作成する

企業に出向いて職場体験を行う

ホームページを作成する

ポスターや広告のデザインを作成する

写真を編集する

簡単なAI（人工知能）を作成する

チームで実習や課題に取り組む

就職したい業界の最先端の話を聞く

3DCGを作成する

専門学校や大学に進学した先輩の話を聞く

資格試験対策

企業の方に実際の業務や体験を教えてもらう

大学受験対策

実際に企業から発注されるような案件に取り組む

（ホームページ作成やアプリ開発など）

自分で作成したプログラムやCGなどで作品集をつ

くる

専門学校や大学の先生に教えてもらう

地域や企業の方など外部の方と一緒に実習や課題

に取り組む

(n=538)

[割合の高い順にソート]
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【特徴】 

○受けてみたいと思う授業についてみると、「動画・映像を制作する」（45.2%）

の割合が最も高く、次に「簡単なアプリやゲームを開発する」（40.9%）、

「アニメーションを作成する」（21.2%）、「企業に出向いて職場体験を行う」

（18.8%）が続く。 

○外部（企業、地域、専門学校、大学、卒業生）と連携した項目では、「企業

に出向いて職場体験を行う」（18.8%）の割合が最も高く、「就職したい業

界の最先端の話を聞く」（11.5%）、「専門学校や大学に進学した先輩の話を

聞く」（8.4%）、「企業の方に実際の業務や体験を教えてもらう」（6.3%）､

「実際に企業から発注されるような案件に取り組む」（4.5%）、｢専門学校

や大学の先生に教えてもらう｣（4.3%）、「地域や企業の方など外部の方と

一緒に実習や課題に取り組む」（3.2%）が続く。 

▼ 

■動画・映像制作、簡単なアプリやゲームの開発など、何かを作る授業に

興味を持つ生徒が多い。 

■外部との連携した授業では、企業での職場体験に興味を持つ生徒が多

い。 
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（2） 専門学校生 

専門学校生を対象としたアンケート結果は、次のとおりである。 

なお、今回のアンケート調査では、全体的な現状を把握するために、当該学科

を一つのまとまりとして扱っているが、当該学科が複数のコースに分かれ、それ

ぞれの履修科目に異なる部分があること、また、入学年度によって各コース在籍

者数の割合が変動することを補足したい。 

 

問 1 性別をお教えください。＜属性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2 学年をお教えください。＜属性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性, 88.2%

女性, 11.8%

(n=102)

１年生

69.6%

２年生

30.4%

(n=102)

注） 

令和 4 年度より、入学定員が 20

名から 50 名に増えたため、1 年生

の割合が多くなっている。 
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問 3 この学科に進学した理由は何ですか。（2 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○進学した理由についてみると、「興味・関心がある分野だった」（81.4%）

の割合が最も高く、圧倒的である。次に「いろいろな資格がとれると思っ

た」（29.4%）、「就職に有利だと思った」（23.5%）が続く。 

▼ 

■進学に際し、8 割以上の学生が興味関心のある分野か否かを最重視してい

る。資格取得や卒業後の就職を視野に入れて進路を決めている学生もいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.4%

29.4%

23.5%

12.7%

6.9%

4.9%

3.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

興味・関心がある分野だった

いろいろな資格がとれると思った

就職に有利だと思った

先生に勧められた

通学がしやすい

保護者に勧められた

合格しやすいと思った

(n=102)

[割合が高い順にソート]
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問 4 特に興味・関心がある IT 分野・クリエイティブ分野は何ですか。 

（5 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.0%

29.4%

26.5%

19.6%

19.6%

19.6%

18.6%

13.7%

12.7%

12.7%

12.7%

9.8%

7.8%

7.8%

7.8%

6.9%

5.9%

5.9%

5.9%

3.9%

3.9%

2.9%

2.0%

2.0%

2.9%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

プログラミング

オンラインゲーム・ｅスポーツ

動画・映像編集

3DCG

ホームページ作成

アプリ開発

AI（人工知能）・データサイエンス

セキュリティ

インスタグラムなどのSNS

仮想現実（VR）

動画配信・音楽配信などのインターネットサービス

IoT

2DCG

画像（静止画）編集

グラフィックデザイン

ドローン

アニメーション

自動運転

オンラインショッピングやEC

５G

DTP

ロボット

クラウドサービス

ネット広告配信やネットマーケティング

特にない

その他

(n=102)

[割合の高い順にソート]
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【特徴】 

○興味・関心がある IT 分野・クリエイティブ分野についてみると、「プログ

ラミング（プログラマーとしての仕事）」（51.0%）の割合が最も高い。 

○次に「オンラインゲーム・e スポーツ」(29.4%)、「動画・映像編集」（26.5%）

が続く。 

▼ 

■IT 分野では、「プログラミング」の割合が高く、クリエイティブ分野では、

「動画・映像編集」の割合が高い。 

■「オンラインゲーム・e スポーツ」が 2 番目に来ていることから、ゲーム

関連分野に興味を持つ学生も多いと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4　回答選択肢 詳細

　①プログラミング（プログラマーとしての仕事）

　②インスタグラムなどのSNS

　③2DCG（平面に描かれたコンピュータグラフィックス）

　④3DCG（立体的に描かれたコンピュータグラフィックス）

　⑤動画・映像編集

　⑥画像（静止画）編集

　⑦オンラインゲーム・ｅスポーツ

　⑧アニメーション

　⑨セキュリティ

　⑩AI（人工知能）・データサイエンス

　⑪ホームページ作成

　⑫仮想現実（VR：バーチャルリアリティ）

　⑬自動運転

　⑭ロボット

　⑮IoT（家電やモノのインターネット）

　⑯ドローン

　⑰５G（高速・大容量の第５世代移動通信システム）

　⑱DTP（パソコン上での印刷物の編集やデザイン）

　⑲クラウドサービス（データやソフトウェアをネットワークを通じて利用するサービス）

　⑳オンラインショッピングやEC（電子商取引）

　㉑動画配信・音楽配信などのインターネットサービス

　㉒アプリ開発（スマホアプリ、Webアプリ）

　㉓ネット広告配信やネットマーケティング

　㉔グラフィックデザイン（ポスター、ロゴマーク、広告デザインなど）

　㉕特にない

　㉖その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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問 5 プログラミングについてどのように思いますか。最も近いものを 

お選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○プログラミングに対する意識は、全体では「あまり得意ではないが楽しい」

（65.7%）の割合が最も高く、「得意で楽しい」（15.7%）と合わせた割合は

81.4%である。 

○「難しくて楽しくない」と回答した学生の割合は 12.7%である。 

○学年別にみると、「得意で楽しい」と回答した学生の割合が、1 年生（12.7%）

から 2 年生（22.6%）で 9.9 ポイント、「難しくはないが楽しくない」と回

答した学生の割合が１年生（4.2%）から 2 年生（9.7%）で 5.5 ポイントと

それぞれ増加し、「あまり得意ではないが楽しい」と回答した学生の割合

得意で楽しい

15.7%

あまり得意ではないが

楽しい

65.7%

難しくはないが

楽しくない

5.9%

難しくて楽しくない

12.7%

〔全体〕

(n=102)

12.7%

22.6%

69.0%

58.1%

4.2%

9.7%

14.1%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔学年別〕

得意で楽しい あまり得意ではないが楽しい

難しくはないが楽しくない 難しくて楽しくない
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が、1 年生（69.0%）から 2 年生（58.1%）で 10.9 ポイント、「難しくて楽

しくない」と回答した学生の割合が、1 年生（14.1%）から 2 年生（9.7%）

で 4.4 ポイントとそれぞれ減少している。 

▼ 

■全体的に見て、苦手意識はあるものの 8 割以上の学生がプログラミングを

楽しいと感じている一方で、約 1 割の学生が「難しくて楽しくない」と回

答しており、プログラミングに拒否反応を持つ学生が一定数いることを示

している。 

■1 年生から 2 年生への変化を比較した場合、「得意で楽しい」と「難しくは

ないが楽しくない」の割合が増加し、「あまり得意ではないが楽しい」と

「難しくて楽しくない」の割合が減少している。この学年別の差異につい

ては、プログラミングの学習進度や難易度の差、所属コースの違いによる

ものという仮説が考えられるが、単年度のアンケートだけでは理由を明確

にすることが難しいため、経年比較を念頭に今後も継続して着目していき

たい。 
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問 6 ①～⑭のそれぞれの項目の活用状況について、最も近いものをお選びくだ

さい。〔①～⑦〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○活用状況についてみると、「よくする」と答えた割合が最も多かったのは、

「③You Tube」（80.4%）で、次に「④オンラインゲーム」（65.7%）、「①

LINE」（64.7%）、「②SNS（フェイスブック、インスタグラム等）」（62.7%）

が続く。 

○「⑥ブログ」と「⑦ホームページ作成」については、「ほとんどしない」ま

たは「全くしない」の割合合計が、それぞれ 28.4%と 56.9%で合計 85.3％、

22.5%と 57.8%で合計 80.3%である。 

▼ 

■6 割～7 割近くの学生がオンラインゲームや LINE、SNS を活用し、8 割の

学生が YouTube を活用している。 

■ブログとホームページ作成については「ほとんどしない」を含めて、8 割

の生徒が、活用していない。 

 

64.7%

62.7%

80.4%

65.7%

20.6%

4.9%

2.9%

26.5%

22.5%

14.7%

25.5%

35.3%

9.8%

16.7%

7.8%

12.7%

2.9%

5.9%

34.3%

28.4%

22.5%

1.0%

2.0%

2.0%

2.9%

9.8%

56.9%

57.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①LINE

②SNS

③YouTube

④オンラインゲーム

⑤ネットショッピング

⑥ブログ

⑦ホームページ作成

〔① ～ ⑦：全体〕

よくする ときどきする ほとんどしない 全くしない(n=102)
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問 6 ①～⑭のそれぞれの項目の活用状況について、最も近いものをお選びくだ

さい。〔⑧～⑭〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5%

30.4%

25.5%

18.6%

68.6%

68.6%

48.0%

35.3%

27.5%

16.7%

21.6%

27.5%

29.4%

37.3%

42.2%

42.2%

57.8%

59.8%

3.9%

2.0%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑧動画編集ソフト

⑨画像編集ソフト

⑩グラフィックデザインソフト

⑪3DCGソフト

⑫文書作成ソフト

⑬表計算ソフト

⑭プレゼンテーションソフト

〔⑧ ～ ⑭：全体〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない(n=102)

22.5%

22.6%

32.4%

41.9%

45.1%

35.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔⑧動画編集ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

32.4%

25.8%

25.4%

32.3%

42.3%

41.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔⑨画像編集ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない
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23.9%

29.0%

15.5%

19.4%

60.6%

51.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔⑩グラフィックデザインソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

12.7%

32.3%

22.5%

19.4%

64.8%

48.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔⑪３DCGソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

63.4%

80.6%

31.0%

19.4%

5.6%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔⑫文書作成ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

62.0%

83.9%

35.2%

16.1%

2.8%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔⑬表計算ソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない

43.7%

58.1%

39.4%

32.3%

16.9%

9.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔⑭プレゼンテーションソフト 学年別〕

ある程度使える あまり使えない 使ったことがない
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【特徴】 

○ソフトの活用状況についてみると、「ある程度使える」と回答した割合が最

も多かったのは、「⑫文書作成ソフト」（68.6%）と「⑬表計算ソフト」（68.6%）

で、次に「⑭プレゼンテーションソフト」（48.0%）が続いている。 

○クリエイティブ系ソフト（「⑧動画編集ソフト」、「⑨画像編集ソフト」、「⑩

グラフィックデザインソフト」、「⑪3DCG ソフト」）について、「ある程度

使える」と答えた割合が、それぞれ 22.5%、30.4%、25.5%、18.6%である。 

○「使ったことがない」と回答した割合が最も多かったのは、「⑪3DCG ソ

フト」（59.8%）で、次に「⑩グラフィックデザインソフト」（57.8%）が続

く。 

○さらに学年別にみると、「⑨画像編集ソフト」を除く 6 つのソフトで、進

級するごとに「ある程度使える」と回答する学生の割合が増加している。 

▼ 

■クリエイティブ系ソフト（⑧～⑪）よりも、Office 系ソフト（⑫～⑭）の

扱いに慣れている生徒が多い。 

■進級するごとに「ある程度使える」の割合が増加する傾向が見て取れる。

この学年別の差異については、ソフトの学習進度による積み重ねや所属

コースの違いによるものという仮説が考えられるが、単年度のアンケート

だけでは理由を明確にすることが難しいため、経年比較を念頭に今後も継

続して着目していきたい。 
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問 7 就職したい職業は何ですか。（回答は 1 つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○将来就職したい職業についてみると、「IT 関係の職業（プログラマ、シス

テムエンジニア等）」（44.1%）の割合が最も高く、次に、「クリエイティブ

関係の職業（Web デザイナー、イラストレーター等）」（17.6%）が続く。 

▼ 

■就職希望先として、情報システム科のメイン分野である２つの職業が、6

割近くを占めている。 

 

44.1%

17.6%

2.9%

2.0%

2.0%

1.0%

1.0%

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9.8%

18.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

IT関係の職業

クリエイティブ関係の職業

事務職

販売・接客サービスの職業

建設・建築・土木の職業

農林漁業

製造（生産工程）の職業

医療関係の職業

営業職

運輸関係の職業

教育関係の職業

福祉・介護関係の職業

公務員

その他

まだわからない

(n=102)

[割合の高い順にソート]
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問7 回答選択肢 詳細

　①販売・接客サービスの職業

　②営業職

　③事務職（総務、経理等）

　④IT関係の職業（プログラマ、システムエンジニア等）

　⑤クリエイティブ関係の職業（Webデザイナー、イラストレーター等）

　⑥農林漁業

　⑦製造（生産工程）の職業

　⑧建設・建築・土木の職業

　⑨運輸関係の職業（運転手等）

　⑩教育関係の職業（教員、保育士等）

　⑪医療関係の職業

　⑫福祉・介護関係の職業

　⑬公務員

　⑭その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　⑮まだわからない
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問 8 就職する際に重視することは何ですか。（4 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○将来就職する際に重視することについてみると、「自分の興味・関心がある 

仕事ができる」（66.7%）の割合が最も高く、次に「給料が高い」（48.0%）、

「土日が休み」(45.1%)、「休暇がとりやすい」（42.2%）、「安定している」

（36.3%）が続く。 

▼ 

■就職する際に、7 割近くの学生が、自分の興味・関心がある仕事ができる

か否かを最重視している。また、「給料が高い」とともに「土日が休み」、

「休暇が取りやすい」が上位を占めていることから、ゆとりある働き方が

できるか否かも就職する際の判断基準になっていると考えられる。 

66.7%

48.0%

45.1%

42.2%

36.3%

27.5%

23.5%

21.6%

7.8%

6.9%

3.9%

2.9%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自分の興味・関心がある仕事ができる

給料が高い

土日が休み

休暇がとりやすい

安定している

自分の専門性を生かすことができる

成長性がある

働く場所（県内か県外かなど）

社会に貢献できる

風通しがよい

男女に関わりなく活躍できる

年齢に関わりなく活躍できる

まだわからない

(n=102)

[割合の高い順にソート]
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問 9 働く上で必要だと思う能力は何ですか。（5 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○働く上で必要だと思う能力についてみると、「主体性（物事に進んで取り組

む力）」（52.9%）の割合が最も高く、次に「実行力（目的を設定し確実に

行動する力）」（50.0%）、「課題解決力（課題を分析し解決する力）」（48.0%）、

「一般常識やマナー」（46.1%）、「柔軟性（その場に応じた適切な判断がで

きる力）」（42.2%）が続く。 

○「業務に関する専門知識」と回答した学生の割合は 10.8%、「業務に関する

資格」と回答した学生の割合は 3.9%である。 

▼ 

■働く上で必要だと思う能力として、5 割以上の学生が主体性、実行力が必

要だと考え、4 割以上の学生が、課題解決力、一般常識やマナー、柔軟性

52.9%

50.0%

48.0%

46.1%

42.2%

36.3%

32.4%

30.4%

28.4%

23.5%

18.6%

16.7%

10.8%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

主体性

実行力

課題解決力

一般常識やマナー

柔軟性

協調性

創造力

発信力

傾聴力

ストレスコントロール力

責任感

規律性

業務に関する専門知識

業務に関する資格

(n=102)

[割合の高い順にソート]
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が必要であると考えている。 

■業務に関する専門知識と資格について、必要な能力として考えている学生

の割合は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問9  回答選択肢 詳細

　①主体性（物事に進んで取り組む力）

　②実行力（目的を設定し確実に行動する力）

　③課題解決力（課題を分析し解決する力）

　④創造力（新しい価値を生み出す力）

　⑤発信力（自分の意見をわかりやすく伝える力）

　⑥傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く力）

　⑦一般常識やマナー

　⑧業務に関する資格

　⑨業務に関する専門知識

　⑩協調性（意見や立場の違いを超えて協力し合う力）

　⑪柔軟性（その場に応じた適切な判断ができる力）

　⑫規律性（社会のルールや人との約束を守る力）

　⑬ストレスコントロール力（ストレスの発生源に対応する力）

　⑭責任感（自分の仕事についての責任を果たそうとする気持ち）
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問 10 就職先について、県内・県外どちらを希望しますか。（回答は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○就職先についてみると、「県外に就職したい」（33.3%）と「県内・県外ど

ちらでもかまわない」（33.3%）が同じ割合で高く、「県内に就職したい」

（24.5%）よりも 8.8 ポイント高い。 

○さらに学年別にみると、1 年生では「県外に就職したい」（32.4%）の割合

が最も高く、2 年生では「県内・県外どちらでもかまわない」（38.7%）の

割合が最も高い。 

▼ 

県内に就職したい

24.5%

県外に就職したい

33.3%

県内・県外どちら

でもかまわない

33.3%

まだわからない

8.8%

〔全体〕

(n=102)

25.4%

22.6%

32.4%

35.5%

31.0%

38.7%

11.3%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年(n=71)

2年(n=31)

〔学年別〕

県内に就職したい 県外に就職したい

県内・県外どちらでもかまわない まだわからない



266 

■県内よりも県外を希望している学生が多い。 

■1 年生と 2 年生を比較した場合、県内希望者の割合が減少し、県外希望者

の割合が増加している。学年別の差異については、キャリア教育・職業教

育の学習進度により、就職や職業に対する当事者意識の変化が反映されて

いるという仮説が考えられるが、単年度のアンケートだけでは理由を明確

にすることが難しいため、経年比較を念頭に今後も継続して着目していき

たい。 
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問 11 次の中で受けてみたいと思う授業はどれですか。（3 つまで複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

○受けてみたいと思う授業についてみると、「アプリやゲームを開発する」

（50.0%）の割合が最も高く、次に「動画・映像を制作する」（24.5%）、「企

50.0%

24.5%

22.5%

20.6%

15.7%

14.7%

13.7%

12.7%

12.7%

11.8%

10.8%

10.8%

10.8%

8.8%

6.9%

3.9%

2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

アプリやゲームを開発する

動画・映像を制作する

企業に出向いて職場体験を行う

簡単なAI（人工知能）を作成する

3DCGを作成する

ホームページを作成する

企業の方に実際の業務や体験を教えてもらう

ポスターや広告のデザインを作成する

アニメーションを作成する

就職したい業界の最先端の話を聞く

写真を編集する

チームで実習や課題に取り組む

自分で作成したプログラムやCGなどで作品集をつく

る

資格試験対策

実際に企業から発注されるような案件に取り組む

就職した先輩の話を聞く

地域や企業の方など外部の方と一緒に実習や課題に

取り組む

(n=102)

[割合の高い順にソート]
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業に出向いて職場体験を行う」（22.5%）、「簡単な AI（人工知能）を作成す

る」（20.6%）が続く。 

○外部（企業、地域）と連携した項目では、「企業に出向いて職場体験を行う」

（22.5%）の割合が最も高く、次に、「企業の方に実際の業務や体験を教え

てもらう」（13.7%）、「就職したい業界の最先端の話を聞く」（11.8%）、「実

際に企業から発注されるような案件に取り組む」（6.9%）、「就職した先輩

の話を聞く」（3.9%）、「地域や企業の方など外部の方と一緒に実習や課題

に取り組む」（2.0%）、が続く。 

▼ 

■5 割の学生がアプリやゲームの開発に興味を持っている。 

■外部との連携した授業では、企業に出向いて職場体験を行うことに興味

を持つ学生が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問11  回答選択肢 詳細

　①アプリやゲームを開発する

　②ホームページを作成する

　③ポスターや広告のデザインを作成する

　④3DCGを作成する

　⑤動画・映像を制作する

　⑥写真を編集する

　⑦アニメーションを作成する

　⑧簡単なAI（人工知能）を作成する

　⑨企業の方に実際の業務や体験を教えてもらう

　⑩企業に出向いて職場体験を行う

　⑪実際に企業から発注されるような案件に取り組む（ホームページ作成やアプリ開発など）

　⑫就職したい業界の最先端の話を聞く

　⑬就職した先輩の話を聞く

　⑭チームで実習や課題に取り組む

　⑮地域や企業の方など外部の方と一緒に実習や課題に取り組む

　⑯資格試験対策

　⑰自分で作成したプログラムやCGなどで作品集をつくる
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第 10 実施委員会・分科会での議論の概要 

1 第 1 回実施委員会 

（1） 実施概要 

○会議名称：第１回実施委員会 

〇日時：令和 4 年 7 月 13 日（水） 15:00～17:00 

〇場所：ニューウェルシティ宮崎 

〇議事内容： 

 （1）前年度の事業報告、今年度の事業計画・スケジュール等について 

 （2）成果指標について 

 （3）高校 4 校の連携について 

 （4）シンポジウム計画（案）について 

 （5）プレ分科会での意見概要について 

 （6）意見交換 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

＜高校＞ 

○生徒間の学力レベルの差。高校教員の意識付け。タブレットの使い方等、教

員の質を高める。 

○対高校教員への研修は嬉しい。若い教員に受けさせたい、それが生徒の学力

向上に繋がる。県の方針としてのキャリア教育、その観点から、成果指標に

「宮崎県内の企業にどれくらい入ったか」を加えたらどうか。 

○学校現場は人材がかなり不足。当校の地域連携の経験から、民間のスペシャ

リストを学校に入れないと、この問題は解決しない。高校教員を育てないと、

生徒を育てられない。 

○テクニカルなところがサクッと書いてあるテキストがあると、授業が効率的

になり、興味関心も出てくる。結果が出るまでに時間がかかると、今の子た

ちはやめてしまう。 

 

＜行政＞ 

○今回のプロジェクトにおける「専門学校と企業」は、高校４校にとって中学

生の保護者と生徒の気持ちを一瞬で掴める武器。教員の「アップグレード」

は教員が個別にできるもので、これまでも県としてやってきたが、「アップ

デート」は時代に合わせていくものであり、これがなかなかできない。若手

だけなく、中核となる先生が「アップデート」できるようになれば良い。 

○今回の教育プログラムが汎用的なものであってほしい。４校だけで終わらせ
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ず、他の高校にもぜひ広げてほしい。 

○私立学校支援の立場から、これまでに ICT 教育についての研修を行ってき

た。今回のプロジェクトでも支援をしていきたい。 

 

＜企業＞ 

○現在、講師派遣や授業など宮崎情報ビジネス医療専門学校との連携を図って

いるが、それが社員のモチベーションアップにつながっている。 

○ノーコードでできる業務（企画、営業など）もあるので、「プログラミング

（コード）は必須ではない」ということを高校生に伝えたい。 

○IT 企業に入ることがゴールではない。「デジタル人材にはいろんな活躍の仕

方がある」ことを伝えたい。 

○資格取得とそれが人生・キャリアにおいてどのように結びつくかを具体的に

伝えることで、高校生をモチベートさせる。 

○生き方の多様化、IT 業界に入ることがゴールではない。「スキルは自分から

離れることはない」、高校生に対し、そういう事例で切り込んでみてはどう

か。 

○「データをどう活用して、今の時代に合わせてどう変えていくか」が大事。

高卒採用の観点から、目立つ社員は、「企業が求める人材像」に挙がっている

ように、コミュニケーション能力、論理的思考、積極性、主体性を持つ社員。

人間の基礎力を、心身ともに成長させていく。 

〇技術力があるに越したことはないが、それ以上に、社会人力、人間力が求め

られる。 

 

 高等学校 

 〇宮崎商業と都城商業、延岡商業と富島高校とでは、募集の状態が違う。倍

率が 1 倍超しているところは、目的を持って入学する生徒が多いのが紛れ

もない事実。それに対し、延岡商業と富島高校は、倍率を大きく割る状況

があり、必ずしも情報系に興味がある生徒が入学するわけではない。 

 〇計画書は、目指してる方向性は決して間違ってないと思うし、素晴らしい

が、全員を同じような形で引っ張っていくのがどうしても難しい。 

 〇生徒には、算数が極端に苦手な子もいて人様々。そういう子を、一方では

引っ張り、上の方の子は伸ばしていく体制を取らないと、全体が全部こう

いう形でいけば理想的だが、そうはいかないかなと思う。 

 〇今、１人 1 台端末が導入され、これを教員サイドが自在に能力を上げて

操っていく形にならなきゃいけない。 

 〇佐土原高校（先進校視察）に優秀な職員がおり見に行った。授業風景が今



271 

までと全く違い、全員、毎時間机の上にタブレットがある状況で、先生た

ちも全ての授業で何らかの形で使っている。これだけ先生方の意識が高く、

そういう授業が展開できるようになれば、こういったことも可能だと思う。 

 〇非常に参考になったのは、定期テストごとに３～４時間の研修を入れ、半

年後、各教科の研修に切り替えることで、教員の質も上がるだろう。 

 

 専門学校 

 〇専門学校も生徒の差はある。看護学校に来る子は絶対看護師になりたい子

しか来ないが、IT に来る子は必ずしも IT がもともと好きかというと、そ

うではない子が来ていて、揃えていきながら教育していく同じ悩み。大学

で聞くと、高校の補習から入る話もある。 

 

 高等学校 

 〇資料 8 にあるような（対高校教員への）研修会があると、非常に現場とし

ては嬉しい。 

 〇情報ソリューション科になり、教員（教える側）が、なかなか厳しいもの

がある。学校によって、職員が揃ってるところも、揃ってないところもあ

る。 

 〇若い先生たちに、研修を受けさせて、このプログラムを生かし、生徒の学

力向上に繋げていけばいい。 

 〇今、日本は IT 人材が不足し、国を挙げて IT 人材を作っていこうとしてい

る。そこで、やはり地方にこういった人材を養成して国力を上げていこう

というのが、たぶん根底にある。県の方針として、キャリア教育も、宮崎

県の人口も減っていく中で、宮崎県に人材を残したい。 

 〇昨年、教育研修センターで、中学生向けに 20 本ぐらい動画を作り、

YouTube で誰でも見られる状態にしている。中身は、そこに働く人たちに

視点をあて、宮崎の魅力、宮崎で働いててこういった魅力があるという、

中学生の段階から宮崎県に定住させることの目的が裏側にある。 

 〇成果指標の案で、こういう学びをして、宮崎県の IT 関係の企業にどれぐ

らい入って、残ったという指標もあると、この目的にも関係してくるので

はないか。 

 

 専門学校 

 〇実は県内に残り、高等教育機関に進学する子の 40％は、専門学校に来て

る。専門学校進学率は 18％以下、県内に残って進学する子の 4 割は専門

学校という数字もある。 
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 〇県内にどうやって残していくか、企業側も県内から絶対取りたいという気

持ちをどのくらい持って頂けるか、どうやって育てていくかだと思う。 

 

 高等学校 

 〇普通科、商業科を見て、率直に感じることは、正直な話、今こんなことやっ

てる場合ではない。学校現場は人材がかなり不足している。 

 〇昨年度からコンピュータを導入し、早いスピードの新幹線は用意した。だ

から新幹線はお前たちが動かせよ、ということだが、この最新の新幹線を

動かすにはかなり労力も人材も必要。 

 〇今、都城商業は情報系が非常に厳しい中、昨年度、都城市役所と連携協定

を結んだが、やはり民（間）のスペシャリストをどんどん学校に入れない

と、この問題は解決しない。 

 〇1 日も早く生徒も育てないといけないが、職員を育てないといけない。４

校の先生方の研修会に、各学校が若手の先生だけでなく、それなりに中核

になる先生を遣っていかないと。 

 〇デジタル人材が足りなくなると言われ、高校に入ってくる生徒の実態見た

時に、非常に幅が広くなってきた中で、ICT は文科省が進め、今年１年生

から１人 1 台ずつになったが、現実的に Wi-Fi 環境が弱くて折角入れて

も、授業に活用できないという環境面の問題もある。 

 〇幅広い生徒がいて、深く考えられる子もいるが、すぐ答えを求める子が多

い。深掘りをしないからすぐ結果を求める、ググって全然頓珍漢なことを

引っ張ってきて全然結果が出ないというのもある。 

 〇授業時間は限られ、3 分の 2 は普通教科。その限られた時間の中で、どう

基礎的な、今からのデジタル人材に必要なデータサイエンスや AI を身に

つけさせるかというとテキストではないか。 

 〇色々調べれば行き着くことがいっぱいあるが、すごく時間がかかり、高校

で時間はないため、そういったテクニカルなところがサクッと入ってるテ

キストがあると、授業が効率的になり、興味関心も出てくる。 

 〇結果を求めるまでに時間がかかると、今の子たちはやめるから、驚きのあ

ることがパーンと出るような、テキスト、参考書があると、関心度も深まっ

て、逆にそこから数学を勉強しようという子が出てくるのではないか。 

 

 県教育委員会 

 〇私のような素人が見ても、面白そうなことやクリエイティブなことが学校

の先生じゃなく、専門学校の先生や企業と連携してできる。中学生の保護

者と生徒の気持ちも、一瞬で掴める武器を、4 校さらに持たれたと感じた。 
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 〇アップグレードは教育委員会も先生方が個別にしてきたが、今の時代に合

うアップデートがなかなかできないのが学校の弱いところであり、教員の

指導力でなかなか追いついていけない、キャッチアップできないところは

そこか。 

 〇より多くの先生に、特に中核となる先生方にアップデートをしていけば本

当に素晴らしい。 

 〇この４校で終わらせず、その他の学校にも今回のこの研究成果を、ぜひ広

げてほしい。 

 〇その学校だからできるではなく、汎用的なものであること。学習指導要領

に則った形で、どこの学校で実施しても、問題のないものであるところも

お願いしたい。 

 〇この教育プログラムが５年後、どういった形で学校に引き継がれ、事業が

なくなった後もそういったシステムをどのように生かして教員のアップ

デートを引き続きできるか、できたら考えてほしい。 

 

 宮崎県総合政策部みやざき文化振興課 

 〇最近、ICT 環境の整備、高速通信網の整備、１人 1 台端末支援をしており、

私立学校は県教委と違い判断権が学校法人にあり、そちらで進めている。 

 〇支援として、今年は ICT 教育についての研修、まずは学校の担当者に色々

とその重要性、必要性を理解して頂く研修を開く後方支援をしている。 

 

 企業 

 〇弊社では、専門学校（宮崎情報ビジネス医療専門学校）に講師を３人派遣

し、年間約 500 コマ弱、Python 系と基礎的な G 検定の部分、スマホアプ

リの部分と、色々講座の方を構築している。50 代の社員の方がしている

が、その裏で、授業しながら Slack と Zoom と自動的に繋がりながら会社

の方で 20～30 代が待機し、質問にも答えている。 

 〇社員にとってもすごくモチベーションが上がる取組で、今までとは違う取

組で、全社員が非常に、楽しみながらしている。 

 〇高校や専門学校に対する公開出前講座について、生徒だけでなく先生も対

象としながら、できるだけ協力したい。 

 〇弊社も約 200 名の社員がいる。プログラムをやってる社員は約 60％。10％

は総務系や役員系、20％が最近増えて営業と企画、10％がインフラ、ネッ

トワーク構築をする人。最近特に増えてるのが、このインフラの部分と、

高校生出身は営業の企画。男女いるがプログラムの経験はない。 

 〇今、コードを組まなくても、ノーコードの色んなアプリケーションがあり、
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お客様とは、お客様が必要な組みたいアプリを画面イメージで見せて、な

おかつ画面の入力によってデータを溜めていく提案を中に入れ、10～20 代

前半の社員でも充分お客様に提案できるという形が出来ている。 

 〇KPI で、「コードが難しくて楽しくない」が 25％いる。決してそこが必須

ではないことも、公開授業とかでしっかり伝えられないか。 

 〇IT 業界ひとくくりの中にも、色んな職種があり、興味を持ってもらえる場

を作っていきたい。 

 〇この地域産業中核的人材の定義として、IT 企業に入ることがゴール設定

ではない。ただ、デジタル人材という意味では、地域産業の中核的人材に

なり得ると思うので、デジタルが分かる、データが読み取れる、データを

活用できるとか、そういった人材を今回養成したい。 

 〇私、中学１年生で初めて英語の授業を受けた時、難しくてさっぱり分から

なかった。その後、アマチュア無線で、海外の人たちの声が聞こえる体験

をした。自分なりに習った言葉をしゃべってみたが、向こうが何て言って

るか分からず交信を止めてしまったことがあったが、顔を見たこともない

けれど話をしてみたいというのが私のモチベーションになった。英語を

使った職業に就こうとかではなく、英語を必死に勉強するようになり、朝

6 時くらいから基礎英語とかを聞くようになった。これは、誰から言われ

たわけでもなく、自分でそういうモチベを取ってきた。 

 〇この地域産業中核的人材をデジタル人材と定義するならば、その知識や経

験を手に入れた結果、自分がどういう風な活用ができそうかとイメージを、

IT 企業への就職というゴール設定だけでなく、色んな形での活躍の仕方

があるんだ、ということを教えてあげる必要性があるかなと思う。 

 〇最近では、農業分野で豚を飼ってる農家でも iPad を片手に、いつ水をあ

げたら良いか、どのくらいの餌をあげたら良いか決めている。水産業でも、

建設業でも、医療関係でも、あらゆる分野で、このデジタルデータの活用

と、データを分析して、そこから読み取って、次に持っていくことは、こ

れから生きていく中で、皆さん方に必要だと、面白い形で伝えられると良

い。 

 〇昨年度、高校でのプレ実証で、もし、高校のときに IT パスポートの資格

をとったら、会社に入ってもほとんどの先輩社員は IT パスポートを持っ

ていないだろうから、会社に入ってすぐ、IT については私に聞いてくださ

いというぐらいの立場になれるよと言ったら、プレ実証を受けた生徒への

アンケート結果で、IT パスポートを取ってみようかなと思う、という感想

がたくさん来た。 

 〇これを取ったら、これに生かされる、こういう自分の活躍がある、みたい
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なモチベートするのを取組の中に入れられたらいい。 

 〇（モチベートするという意味で）シンポジウムをぜひ活用してほしい。私

は高校生が対象かなと思ったが、関係者、関係する人たちへの共通理解を

得る内容。まさにここには、IT の知識を使って漁業で活躍している人材、

IT を使って飲食業で活躍している人材を含め、データ活用とかデジタル

人材はどこにでもいるんだ、それが今当たり前になりつつあるんだ、今な

ら間に合うといって高校生がモチベートされるようなものになると良い

なと思った。 

 

 専門学校 

 〇シンポジウムについては、決定案ではない。今のご意見を取り入れて、対

象、中身について検討。 

 

 企業 

 〇色々な角度から、IT、デジタルに入り込む取っ掛かりを集まって考えるこ

とは素晴らしい。今、働き方、生き方が多様化している中、IT に入ること

がゴールじゃないんじゃないかという意見は本当にそう。様々な業種、フ

リーランスや起業という色んな生き方に、デジタルは必ず入ってくる。 

 〇たかが Instagram と思っても、それだけで行列ができるお店は作れるし、

その中にはたくさんのツール、Adobe の Illustrator、Photoshop で画像を

作り、文章を考える、ハッシュタグを考える、タイミング、動画を入れる

など色々な要素が入っている。 

 〇スキルを身に付けるだけでも、会社に入り、出産、結婚とかでどうしても

一旦家に入っても、転勤とかあっても、スキルはずっと離れることはない。 

 〇どの会社も今 SNS 持っていてそういう更新できるのは役に立つと思う。 

 〇そういう事例で切り込むと少しやってみようかなと。フォトショップやイ

ラレがなくても Canva でなんでも作れる。請求書から企画書、インスタの

サムネ画像、全然フォトショとかいらない。無料で動画も作れる。ですの

で、そういう知識とか。 

 〇イメージ図のところに、高１と高２を今年やるという話で、若干クリエイ

ティブ系が、寂しいというか、何をするのかと。折角だったら、この高１

高２も、ワンツースリーのワンぐらいあってもいいのかなと感じた。 

 

 専門学校 

 〇教育プログラムについては、具体的な形、最終型が、私共もイメージでき

てないところもあるが、イメージとしては、教育内容、何を教えるかとい
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うシラバス、それプラス一コマ一コマに何を教えるかというコマシラバス、

こういったものも含めた形での教育プログラムで考えている。 

 〇実際教える場合には、それが企業の方が話をするやり方、ワーキング的な

やり方、あるいはネットの教材を使うとか、色んな形態はありうると思っ

ている。 

 〇クリエイティブ系が寂しいということで、実は、高校段階について、クリ

エイティブ系の科目が、私が調べた限り、ネットワーク活用という科目が

あり、その科目名自体クリエイティブ系かどうか分かりにくい。 

 〇この中にウェブ、それから CG とかの話があり、高校の先生方と、これか

ら分科会で議論していかないといけないが、高校の場合、どの教科でして

いくのかというので、とりあえずネットワーク活用かなと当てはめてみた。 

 

 企業 

 〇地域産業の中核的人材＝IT 業界ではない。どちらかというと、今あるデー

タをどう活用して、どう利用して、新しい仕事を創出していくのか、どう

今の時代に合わせて変えていくのかが求められてる人材だと思う。 

 〇弊社、数年前から高校生採用に力をいれ、毎年６名ぐらい。来年度も８名。 

 〇高校卒業して入社した社員、皆頑張ってるが、やはり目立つ社員は、企業

が求める能力、人物像で、プログラミングができる、ネットワークが構築

できるという技術的なところよりも、どちらかというと、指示した内容を

ちゃんと相手の意図を汲み取ることができるコミュニケーション能力、与

えた業務をどう効率よく、どういかにスムーズに対応していくのかという

論理的思考、もしくは空いた時間を使って次どういう仕事がありますかと

いった積極性、主体性を持っているか。こういったところを持ってる社員

が、めきめきと実力を伸ばしてる印象。 

 〇当然、プログラミングやネットワークが構築できる技術力があるに越した

ことはないが、それ以上に社会人力、人間力が今の時代求められてる。 

 〇今、競争はあまりしないみたいな文化の中で、学校を巣立ち、いざ社会に

出ると競争になってしまう。そして、どうしてもメンタル、精神的に弱い、

若い社員もちらほらと見えてきている。 

 〇人間の基礎力をしっかりと学校現場に、企業側がサポートして心身ともに

成長させていく、人材を育成させていくことが、今後、非常に重要になる。 

 

 専門学校 

 〇なかなか専門性を高めていくことと同時に、汎用的能力を高めていくこと

は、難しいテーマだが、それを５年の間で育てていければ一番良い。 
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 〇ある土木会社の社長が、パソコンを買った、それをセットアップして、ネッ

トワーク繋いでとか、パパっとして、ドローン飛ばして、映像撮って、そ

れを製図化してくれる、会社の宣伝チラシを作って、サッとしてくれる、

そんな何でもできるのが欲しいと言われる。宮崎の IT 会社以外の企業の

皆さん、自分の会社で何かしたいというお考えがあり、そういう方面で、

そういう人はいないですかという話。この委託事業を始めて、やっぱりそ

の辺かなという思いがある。 

 〇基本的な知識をしっかり身に付けさせて、それからあっち行き、こっち行

き出来る人材が必要かなということ。宮崎の地域社会では、スペシャリス

トでプログラミングだけというのもどうかなというところ。今、土木会社

の社長が言われるような人材を育てることが必要なことか。 
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2 第 1 回分科会（合同） 

（1） 実施概要 

○会議名称：第１回分科会（合同） 

〇日時：令和 4 年 7 月 19 日（火） 14:00～17:00 

〇場所：ニューウェルシティ宮崎 

〇議事内容： 

 （1）前年度の事業報告、今年度の事業計画・スケジュール等について 

 （2）成果指標について 

 （3）高校 4 校の連携について 

 （4）シンポジウム計画(案)について 

 （5）プレ分科会での意見概要について 

 （6）意見交換 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

 〇商業の先生方のスキルアップ研修会（専門学校・企業等の講師による） 

  代表（コンソーシアム参加の）４校→他の県内商業系高校にも広げてほし

い 

 〇商業高校は県内就職率がすごく高い学科で、地元企業と関わる機会が増え

ることは地元企業を知る機会が増えることにつながり、ありがたい 

 〇成果指標は何をメインで、何を目標にするのか 

 〇教育プログラムの開発にとって、興味関心、意欲をどうやって喚起させて

いくかが重要で、高校、企業、専門学校が協力して、そういうものが開発

できればいい 

 〇進路の明確化→仕事を知る必要性→職業を知る機会があるとありがたい 

 ○４校連携で宮崎市、宮崎商業を中心にすることは距離的問題等があるの

で、仕方ない→オンラインやオンデマンド方式も活用してほしい 

 ○KGI・KPI の指標を早く設定し、そこに向かい皆さんで一緒に進めていく

ことが一番大事 

 ○システム系は高校１年生からプログラミング基礎があるが、クリエイティ

ブ系は空白で寂しい。クリエイティブ系の２年生のメディアコンテンツの

概要はものすごく幅広いので、１年生から一部でも伝えられるといい 

 ○今年の新入社員を OJT で教育しているが、興味を持っている新入社員は、

なんでも挑戦する形で臨んでくれ、自由な発想で作るなど、積極的なとこ

ろがあると肌で感じている。もう一つは、会話していくところで、論理的

思考（ロジカルシンキング）ができる新入社員とできない新入社員がいる
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ので、企業側でも一生懸命育てている 

 ○専門学校に入学してくる生徒も成績が上位と下位に分かれる状況で、なか

なか真ん中の学生がいなくなってきて、どこに目標を持っていくかが難し

い 

 ○以前は専門学校の IT 系の情報システムに入る学生はコンピュータに興味

を持ち、エンジニアやクリエイターとして、就職したいという目的を持っ

た学生がほとんどだったが、最近は単にゲームが好きだからとかいう学生

が増えてきた。また、どういう就職をすればいいか、何をしたいか全く見

えず悩んでいるという学生も増えてきている 

 ○クリエイティブ系企業に進む学生はポートフォリオの作成が必須だが、専

門学校の２年間では足りないと学生から聞く。高校段階である程度の基礎

を固めて、専門学校に入って来られるようになるのはありがたい 

 ○高校生が身近に感じられる企業の入社 2～３年目の社員の方とのディス

カッションとかがあると、これから勉強する励みになると思う 

 

 宮崎県教育委員会 

 〇この取組で、高校生が最先端の技術に触れることができ、なおかつ、その

技術を活用している地元企業を知る機会が増える。 

 〇商業の先生方のスキルもアップすると期待をしている。 

 〇県内の商業を学んでいる学校、学科すべてに、ゆくゆくは広まるようなと

ころまでお願いしたい。 

 〇県内の商業を学ぶ高校生が専門学校の高いスキルの授業を受ける機会や、

地元企業と関わる機会が増える部分に関して、すごくありがたい。 

 〇特に、商業高校は県内就職率がすごく高い学科。 

 〇コロナの影響で、ここ 2 年ぐらいインターンシップ等の職場体験がなかな

か実施できてない状況、こういう機会で関わることができたらいい。 

 〇資料８のプレ分科会の意見概要で、夏休みに先生方を対象とした、研修会

の計画はすごくありがたい。 

 〇この事業をやっている時は、企業や専門学校の方が、高校で授業して知識

を学ぶことができるが、この事業が終わった後に高校の先生が自走してい

くとなった時、資料８の機会はすごくありがたい。 

 〇今回、対象が県内 4 校だが、商業を学ぶ学校は他にもあり、可能であれば、

他の商業を学ぶ学校の先生方も対象にして貰えるとありがたい。 

 

 高等学校 

 〇20 年近くプログラミングを教える機会が多いが、実際のところ検定試験
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を合格させるテクニックとか。これが現場でどう生かされているのか。情

報系の就職先についた生徒が卒業後に来て、あ、こういうのが（企業の現

場で）生かされたのかとそこで知る機会はあっても、なかなか生の声、企

業の声を聞く機会がなかった。 

 〇この研究を通して色々勉強し、一緒に今後どのような力を生徒達につけて

あげればいいか、把握できればいい。 

 〇資料 6 の高校 4 校の連携について、場所的に宮崎商業をメインでしていく

のは、しょうがない。 

 〇実際、授業等は宮崎商業メインでして、できればその教材とか、今後何で

も使えるような教材等が残っていくといい。 

 〇資料 5 の成果指標と今後の内容がリンクしないと、なかなか成果は出な

い。実際、IT パスポートを受けるかと聞かれたら、そんなに人数受けない

し、それが目標になっていくとずれが出てきて、本当に出来るのか。 

 〇何をメインで、何を目標にするのかは、しっかりと決めていった方がいい

のではないか。 

 〇私がクリエイティブ系ということなので、今自分でも勉強しながら、

Adobe 系のソフトを使っている。 

 〇YouTube で作り方とか詳しく載っていたりする。それを見ながら、自分で

やって、生徒に教えているが、ちょっとしたところでこける。Apple の iPad

を使って作っていて、Windows でコマンドボタンはどれだと。そういうと

ころも研修で、しっかり教えてほしい。 

 〇成果指標 KPI の共通、高校における専門学校体験回数で、昨年度末ぐら

い、システム系を選択の生徒 10 数名と、クリエイティブ系に興味がある

生徒を連れて、12～13 名で宮崎情報ビジネス医療専門学校に訪問した。そ

こで IT パスポートの講座を受け、IT パスポートの勉強を継続したとこ

ろ、今年、本校では 2 人の IT パスポート取得者が出ている状況。 

 〇今まで IT パスポートを受けても合格は、情報処理部の生徒が中心だった。

今回合格のうち 1 名はサッカー部で、情報系の部活ではなく、独学の時間、

もしくは授業中心にやっていた。 

 〇独学で頑張るには、やはり興味関心、意欲をどうやって引き付けるか。ど

うやってそういう意欲を喚起させていくかが、この教育プログラム開発に

とって、一番大きな内容になる。高校と企業、そして専門学校の方々と協

力して、そういったものが開発できれば、継続的な学習プログラムの開発

に役立つのではないか。 

 〇資料 5・6 を見て大変だと思う。資料５の進路の明確化で、IT 関係またク

リエイティブ関係の職業の就職割合を上げるには、その仕事をまず知る必
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要がある。ぼやっとは生徒たちもわかっているが、いざ、詳しいところは

見えていないので、そういう職業を知る機会があるとありがたい。 

 〇資料 6 で、高校 4 校の連携の部分で宮崎市、宮崎商業を中心にすること

は、距離的問題等もあるので、仕方ないが、ぜひオンラインで同時に見る

とか、時間が若干ずれるならば、各学校オンデマンド、後から見る方法と

か、いろんな方法を使ってもらえると非常にありがたい。 

 〇富島高校で進路の就職担当をしており、先日、株式会社宮崎県ソフトウェ

アセンターで、（高卒者を採用して育成する）IT 大学校の話を聞き、企業

側の人材育成の凄さを感じた。 

 〇KPI にある進路の明確化という項目にある通り、なかなか IT 企業を知ら

ないし、仕事も十分に分かっていない。 

 〇職業意識で、情報系の学科に入って、製造が第一志望とかいう生徒が多数

本校にはいるが、その中でもきらりと光る能力を持つ生徒がたくさんい

る。県内 IT 企業の話を伺うことで、もっと進路について深まるのかなと

考えている。 

 

 企業 

 〇この事業を推進するにあたって目的というところが、やはり一番大事だと

個人的にも思う。そのためには KGI・KPI という指標を、早く設定してそ

こに向かって、皆さんで一緒に進めていくことが一番大事。 

 〇システム系は高校１年生からプログラミング基礎があるが、クリエイティ

ブ系は空白で寂しい。クリエイティブ系の 2 年生からのメディアコンテン

ツの概要は、ものすごく幅広い。可能であれば、1 年生のうちに、メディ

アコンテンツはこういうのがあるという内容が伝えられるといい。 

 〇今、デザインの幅がすごく広くなっている。Web や CG だけではなく、

Instagram や YouTube、TikTok とか、それが商売になる時代になってお

り、20 歳ぐらいの人でも起業している。実際に作り込むまではないにして

も、早い時期にその可能性や未来を伝え、教科書に載ってない不足分を伝

えられるといい。 

 〇職業訓練とか、専門学校も Web 系が増え、職業訓練校も Web 系が 4～5

倍の倍率で入れないと聞く。そのニーズは、以前よりも高まっている。 

 〇自社の話で、今年の新入社員を 5 月から OJT という形で、先輩社員をつ

けて教育している。見ていて、やはり興味を持っている新入社員は、なん

でも挑戦する形で臨んでくれるというのを肌で感じている。 

 〇会話していくところで、論理的思考（ロジカルシンキング）のところが、

やはりなかなかできる新入社員とできない新入社員がいるので、企業側で
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も一生懸命育てている。 

 〇資料 5 の KGI・KPI 案で、最終ゴールがあった上で、今年度の目標値が決

まると思う。各学校、各企業いろんな意見あると思うので、今後を見据え、

今年度の立ち位置、やるべきところを一緒にしていきたい。 

 〇資料ですごく気になる部分が KGI と KPI。正直、県内の IT 就職率で県外

と県内で分けると、県外が大体 7 割占めているのが今の宮崎の状況。 

 〇高校、専門学校を通して、宮崎で育った学生をなるべく県内で就職できる

環境作りも含め、コンソーシアムという部分で、企業の部分が知られてな

い部分が非常に多い。そういった機会喪失も含め、何かしら KPI でもいい

が、県内就職率をどう上げていくかも含めて検討が必要。 

 〇今回、商業高校の積極的、能動的な授業学習取組のプログラム。この開発

の中で、まず 1 年生については、基礎力養成期の育成プログラムを具体的

に進めていく必要があるというところが今回のポイント。 

 〇特にシラバスとか、授業の内容のアイデアが必要になってくると思う。 

 〇資料 3 のアクティブラーニングで、発見学習や、グループディスカッショ

ン、ディベート、グループワークなど、本当に、具体的に授業として盛り

込んでいけるのかというところと、副教材が重要になってくると思う。動

画を使った教材とかうまく作っていけるといい。 

 〇資料 6 の、今回の宮崎商業をモデル校にするという案になっているが、4

校それぞれ非常に強みがあると思っているので、そこを上手く共有できる

ような仕組みを取り入れていけるといい。 

 

 専門学校 

 〇この事業が成功するには、まずは企業の意見や要望をよく聞き、それをカ

リキュラムに取り込む。次に高校側に、基礎を授業で教え込んでもらうと

ともに、専門学校・企業のことを説明する。そうすることで、学生が専門

学校に入り、専門学校から企業に送り込む流れ。すると、教育委員会が言

う県内企業就職とか、知事部局もそれを切に望んでおり、いい人材を地元

に残すことに貢献できる。 

 〇専門学校に入学してくる学生も、（成績が）上位と下位グループに分かれ

る状況で、なかなか真ん中の学生がいなくなってきて、どこに目標を持っ

ていくのかが非常に難しい。 

 〇就職も、県内への就職を希望しながら、賃金的な部分で、県外に流出して

いる問題もあるので、なかなか難しい面ではある。 

 〇以前は IT 系の情報システムに入る学生は、コンピュータに興味を持ち、

エンジニアやクリエイターとして就職したいという目的を持った学生が
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ほとんどだったが、最近はそうではなく、単にゲームが好きだから入って

きたとかいう学生が増えた。 

 〇先日、学生の欠席が増え面談をした。どういう就職をすればいいか、何を

したいか全く見えず悩んでいると。2 年間でしっかり指導し、就職の進路

を確定させる必要があるが、そういう学生が増えている感じ。 

 〇この事業で、早い段階で企業等が高校生に話をして、IT 業界を目指す人

が、しっかり目的を持ち、自分の進む道で 5 年間勉強できればと考えた。 

 〇指標の専門学校で基本情報技術者試験の合格率、合格者のところで、基本

情報技術者試験のシラバスが変わり、おそらく簡単になる。試験形態が変

わり、難易度が変わった時、企業の評価もどうなるのか非常に気にかかる。

この会議を通していろんな情報を聞きたい。 

 〇クリエイティブ系企業に進む学生は、ポートフォリオの作成が必須。2 年

間じゃ足りないと学生から聞く。学生が言う理想としては 1 年目で基礎を

学び、2 年目で作品をつくり、3 年目で就職活動と言っていたので、高校

段階である程度の基礎を固めるのは、こちらとしても大変ありがたい話。 

 〇ただ、現時点で宮崎県内の就職活動において、出口があまりないところが

1 番の問題。出口の確保はどうしようもないところがあるが、全体が盛り

上がっていけば、宮崎県の企業の盛り上がりにも繋がるというところで、

この事業にはすごく期待をしている。 

 〇最近スマートフォンや SNS の普及で、ある程度簡単に動画やデザインが

できるなど、入り口が入りやすくなった。ただ、プロとしてやっていくに

は足りないとこもある。簡単にできる分野ではあるが、プロではこうはい

かないといった面も含めて、しっかり指導していかないといけない。 

 〇昨年担当した学生にもいたが、Premiere Pro を教えていて、自分は別のソ

フトでやりたいと学生との意思の違いが出てくるところが、最近の SNS や

YouTube の普及で感じるところ。 

 〇プロはこういうものを使って、こういうクオリティーのものを仕上げない

といけないというような意識の定着とかも含めて、高校の段階から必要か

なと感じている。 

 

 専門学校 

 〇シンポジウムについて、実施委員会の中で、高校生を対象にしたシンポジ

ウムも考えられるのではないかという話もあった。 

 〇高校生を 10～11 月ぐらいに集めるとなった場合、4 校もしくは、来てい

ただける高校だけなのかなど、これから詰めていかないといけない。 

 〇実際、現場の高校の先生方として、その辺のお考えや感触はいかがか。今
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後の検討材料にしたい。 

 

 高等学校 

 〇（シンポジウムについて）10～11 月、3 年生は就職試験、進学試験が始ま

る時期に被るので、3 年生は非常に厳しい。ゆくゆくの 5 か年計画という

ことを考えれば、今年度は、1～2 年生対象で、システム系の授業を希望す

る生徒や部活動で情報処理部とか情報系の部活動をしている生徒たちを

対象にするのは可能。 

 〇学校ごとで、どれくらい希望者がいるのか読めないところではある。 

 〇私も生徒向けがあったらいいと思う。それこそ、各企業様に在籍している、

まだ 2～3 年目の先輩という方に出てもらい、日頃の業務や IT 業界に入っ

て良かったことなど、ざっくばらんに、どんなふうに過ごしているのかを

知る機会で、ディスカッションとかあると、生徒は身近に感じ、これから

勉強する励みになると思う。 

 〇情報ソリューション科 1 年生を対象に、地元の企業を知る機会の 1 つに。 

 〇今きっかけがないので、3 年生になって求人票を見る状態。 

 〇地元にこんな面白い企業があるとわかると、じゃあ自分は 3 年生までにこ

こまで頑張ろうという気持ちになるかもしれないし、そこがまた次の専門

学校にいこうっていう気持ちにもなるかもしれないので、そういう場にな

ればいいなと思うので、できれば一番若い 1 年生にしたい。 

 

 専門学校 

 〇現場では、１人 1 人端末を使って、どういう授業をされているのか。 

 〇Google Classroom をバーチャルに入れて、対面でやってる平日のとはまた

別に、そこでいろんな課題を出したりとか、そういうようなことをされた

り、もしくは部活レベルで使われているのかとか、いろんな学校からの連

絡で Google フォームとか、いろんなものを活用されているのか。 

 

 高等学校 

 〇本校は 4 人で ICT 広報部という部署を立ち上げて、今年度から、Google

とかの活用を推進している。 

 〇本年度の 1 年生から、本来であれば 1 人 1 台端末の使用になっていたが、

その前段階でタブレット、iPad やいろんなタブレットとか、そういった

ICT 端末が入ってきた。 

 〇ICT 端末を活用して定期テストの実施、あとは単語の小テストを実際に 10

問ほど作り解かせて、その場で採点して返却をして、間違えた問題をスプ
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レッドシートに張り付けさせて、家で、自分の携帯端末やスマホとかを見

て、宅習、自宅学習ノートとかで復習をする形。 

 〇学校から家での学習の流れを一通り継続的にできる形をしている。 

 〇Google フォームでは、本校で「さくらマーケット」という販売実習をして

いて、そちらに来ていただいた方に、アンケートを、実際にタブレットを

使って回答してもらい、それを集計してグラフ化して職員会の方でフィー

ドバックするという形で使ったりしている。 

 〇1 年生については、そういったものとかを研修を通しながら、いろんな先

生方に活用を今している段階で、どのような活用をしているか、まだ回答

はないが、いろんな先生方が、活用方法を模索している。 

 〇都城商業では、販売実習で、校外に出ることができなかったため、注文で

Google フォームを使い、仕入れ、販売する形をとったりしていた。 

 〇朝の検温チェックとか、生徒が朝、自分のスマートフォンでして、登録し

たのが上がってくるというような把握をしている。 

 

 専門学校 

 〇1 人 1 台端末は揃ったのか。まだ揃っていない学校は納入待ちか。 

 

 高等学校 

 〇宮崎商業は最近やっと届いたが、ネット環境に少し問題があり、Wi-Fi が

なかなか。授業を行うには、授業環境的にまだ整っていないのかと。 

 

 専門学校 

 〇今第 7 波がきているが、濃厚接触者になり来るなと言われた時に、遠隔授

業で使ったりされているか。 

 〇宮崎県内の商業高校、他の学校は同じレベルか。Google についてあまりご

存知ないのか。 

 

 高等学校 

 〇すごく進んでいる普通科の学校もあるし、工業高校とかもすごく進んでい

たりするところもある。逆に全然進んでない、Google フォームって何みた

いな学校もまだある状態で、Classroom ってどうやって作るの、みたいな

学校もまだあるし、当たり前のように作ってる学校もあるので、そこはそ

この学校の職員、ICT 推進委員というのがいるが、そこの温度差がかなり

あるのかなと思う。 
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3 第 2 回分科会（合同） 

（1） 実施概要 

○会議名称：第２回分科会（合同） 

〇日時：令和 4 年 8 月 31 日（火） 13:30～16:15 

〇場所：宮崎情報ビジネス医療専門学校 高等課程 

    クラーク記念国際高等学校連携校 宮崎キャンパス 4 階教室 

〇議事内容： 

 （1）高校段階のカリキュラム、シラバス等の現状分析(高校より現状説明) 

 （2）高校 1 年生段階の教育プログラムの検討(ビジネス基礎) 

 （3）高校 1 年生段階の実証計画について 

 （4）その他 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

＜ビジネス基礎に関する教育プログラムについて＞ 

 〇様々な職種、業界を知る一つの手段として、ICT に関する展示会等で体験

を得ることも大事。また、自分の目で見て、体験して、興味を持ってもら

うことが第一 

 〇１年生のときからコミュニケーション力をつけるための活動を取り入れ

ていくという発想も必要 

 〇今、学んでいることが社会でどういう風に応用されているのか、使われて

いるのか、現場の生の声を含め、自分たちが将来 3～5 年後、社会人になっ

た時に、未来が描けるような内容を盛り込んでもいいのではないか 

 〇企業の講話としては、見るとか、体験するとか、能動的にいろいろ参加で

きるような仕組みや、一方向ではなく、双方向のコミュニケーションしな

がら、興味がある気持ちを増幅させるような講話になるといい 

 〇コミュニケーション能力で、企業の方のケース教材、実際にこういう場面

になった時にどう対応するかというような時の話し方など、現場の方の生

の声を聞いた方が、生徒たちもイメージしやすいと思うので、そういう

ケース教材がほしい 

 〇どういう仕事があって、どういうことをしているということを、やっぱり

１年生の段階で知る必要があるのかなと思う。テクノフェア等の展示会は

ビジネス基礎の中にある、身近な地域のビジネスということで、地域のこ

とを知るきっかけにもなると思う。展示会もただ見るだけでなく、企業の

方との話が双方向でできるような機会もあるといい 

 〇情報ソリューション科として学科の特色を出していくことも必要だが、ビ
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ジネス基礎の実証講座については、道を広げてあげて、広い視野を持って

３年間学んでほしいということもある 

 〇高校生の思うコミュニケーション能力と企業が思うコミュニケーション

能力とに差があると思うので、みんなの考えるコミュニケーション能力は

どういういうことかというグループワークなど展開できるといいのでは

ないか 

 〇子どもがスクラッチを使ったプログラミング体験で、言われたとおりにし

たらできたが、全然面白くなかったと言っていたので、ただ言われたこと

をするだけではなく、能動的に自分で考えて、何か体験することはすごく

大事 

 

 高等学校（カリキュラム、シラバス等の現状） 

 （宮崎県立宮崎商業高等学校） 

 〇1 年生、情報処理 2 単位とプログラミング 3 単位の計５単位を活用しなが

ら、今は Excel と Word を学習。9 月に行われる情報処理検定のビジネス

情報２級を５単位で取得できるように授業をしている。９月の検定が終わ

ると、今度は全部プログラミングに変えて Python を学習しながら、プロ

グラミング部門 2 級を取得できるように学習していきたと考えている。 

 〇２年生、ソフトウェア開発と AI・データサイエンス演習Ⅰ。ソフトウェア

開発では、1 年次の学習の延長線上にあるビジネス情報部門の１級の検定

取得を目指させるとともに Web 作成、ホームページ作成検定 2 級レベル

ぐらいができればいいかなと考えている。AI・データサイエンス演習Ⅰの

５単位で、Python プログラムを、実データを使って分析させていけるスキ

ルを身につけられればいいかなと考えている。あと、全商のプログラミン

グ部門 1 級を取得できるようにしたいなと思っている。選択はマーケティ

ングか情報セキュリティ。情報セキュリティを取れば、国家資格に向けて

朝課外と連動して情報セキュリティマネジメントや基本情報技術者試験

の受験を促す授業にできればと考えている。 

 〇3 年生、ネットワーク活用とネットワーク管理。ネットワーク活用で、EC

サイトの制作とか公開ができればいい。ネットワーク管理では LINE の

LINE Developers などを利用してセキュリティの実装をできればいいかな

と考えている。普通教科との選択で AI・データサイエンス演習Ⅱ２単位

で、シグネイト（SIGNATE）のサイトを使い、コンペティションに参加で

きる生徒を育てていきたいと思っている。 

 〇情報ソリューション科は、自ら学ぶという姿勢で実践力を養うことで、記

憶にとらわれない、思考力を鍛える授業として、IT 技術だけでなく、問題
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解決力も育成をしたいと考えている。 

 

 （宮崎県立都城商業高等学校） 

 〇１年生、普通教科「情報」を取り入れており、商業高校では本校だけ「情

報Ⅰ」の授業が入る。県内の全日制の学校で唯一２学期制を取り入れてお

り、前期ビジネス基礎 2 単位、後期マーケティング２単位をする。 

 〇簿記が他の学校よりも多分少ないと思うが、他の学校は多分 3 単位とか入

れるところを、少しでも特色を出すために、情報ソリューション科は簿記

を前期２単位、原価計算を後期２単位。3 単位のプログラミングが必修で

入ってきて、この３単位と「情報Ⅰ」2 単位の計 5 単位を同じ教科担任が

持ち、横断的に進めている状態。 

 〇プログラミングの中でも、今 3 単位の中では VBA を進めており、もう少

しすると情報Ⅰの方で Python とかの言語が入ってくる。 

 〇２年生、情報ソリューション科は、情報数理類型と情報活用類型という形

で、類型で（コースが）分かれ、「情報Ⅱ」が入るのが本校の特色。多分、

宮崎県内で「情報Ⅱ」の授業するのは、都城商業くらいしかないのではな

いか 

 〇ソフトウェア活用、プログラミング、ネットワーク活用、情報Ⅱも合わせ、

ネットワーク活用とプログラミングは横断的にしていきたいということ

で、今のところ授業を持っていけるのかなと思っているところ。 

 〇3 年生、まず普通科目で情報数理類型だけ、数学 A、数学Ｂの授業が取れ

るようになっている。それと他の学校ではあまりないと思うが、物理基礎

を入れている。商業高校で物理をやるところ多分ほとんどないのかなと思

うが、ここも情報数理類型の特色の 1 つに上がってくる。 

 〇課題研究でシステム開発とかいう部分に多くの生徒が流れていくのかな

と思う。ネットワーク活用、ネットワーク管理の下に行動経済学で、唯一、

本校での学校設定科目の選択科目がある。 

 〇３年間通して、本校の特色として、今の１年生が３年生になった時の進路

選択の中に、「工学部に行く生徒をつくろう」というところが一つあり、物

理を入れたり、数学の単位数を増やしたり、情報の３年生で共通テスト等

にも対応できるよう、情報Ⅰ、情報Ⅱを入れ、商業高校から工業・工学部

の情報系の学科等に進学できる生徒を出すことが一つ。 

 〇商業高校生は経済学部とか商学部に行くものだ、だけではなくて、少し新

しい挑戦ができないのかなというところで、今の 1 年生を３年生のところ

で見越してやっていっている。 

 〇実際の授業の中では単元ごとに作って、生徒たちにはこういう評価します
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よっていう、表記をしていくような形になっているので、この部分だけで

はなかなか何を学ぶのかというのは、少し見えてこないのかなと思う。 

 〇実際は、単元毎にルーブリック的なものを作り、生徒たちに示して、この

単元ではこういうところを頑張ろうねと示していく形になると思う。 

 

 （宮崎県立延岡商業高等学校） 

 〇専門科目の単位数が非常に多くなっている。特に 3 年生。1 年次はコース

に分かれずにやっていき、2 年次、3 年次とコースに分かれて勉強させて

いく。 

 〇1 年生、ビジネス基礎、簿記、情報処理、プログラミング。 

 〇2 年生、IT システムコースと IT ビジネスコースに分かれ、システムコー

スは「プログラミングを中心にやるコース」、ビジネスコースは「アプリ

ケーションを使い、いろんな実務に近いことをやるコース」。商業マネジメ

ント科との差別化を図るために、2 年次には財務会計という簿記の授業は

入れず、代わりに原価計算を学ばせる予定。 

 〇システムコースの２年生は、ソフトウェア活用、プログラミングを抱き合

わせにして、ビジネス情報の勉強、それからプログラミングの勉強、両方

ともできるような形を取っている。情報Ⅰを情報処理で代替しているが、

情報処理で賄えない部分もあるため、学校設定科目「応用情報処理」を設

定し、その中身を情報Ⅰの中身にして、情報処理でできなかった部分を賄

えればと思っている。 

 〇3 年生、より専門性の高いものをやらせたいなと思っており、3 年次のシ

ステムコースは、ネットワーク管理、AI 演習等を入れていく。ネットワー

ク関係についてはセキュリティに関すること、セキュリティマネジメント

試験に対応するような授業展開をやれればと思っている。4 単位の AI 演

習は、Python の言語を使い、実習等を含めた勉強をできれば（いい）と

思っている。 

 〇ビジネスコースは、ネットワーク活用を入れ、中身は、動画編集、画像編

集、ホームページ作成とかをメインで実習まで含めてやれればいいかなと

思っている。 

 〇専門科目の単位数が多いので、より深いところまでやれれば（いい）と思っ

ているが、なかなか本校の現状と合うかどうかが、生徒と合うかどうかが

微妙なところではあるが、より勉強ができる環境ができているのではない

かと思う。 

 〇ビジネス基礎は 6 月に、商業高校では全商のビジネス計算実務検定の受験

を 1 年生は必修としている。 
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 〇情報処理は商業マネジメント科も履修するが、情報ソリューション科につ

いては、１年次、情報処理検定のビジネス情報部門の 2 級及びプログラミ

ング部門の 2 級取得を目標としている。単位数が商業マネジメント科と比

べると、単位数が多く情報処理が＋4 単位、プログラミングを２単位、週

6 単位分学習を進めていくことになっている。 

 〇来月の 9 月にまずは全商のビジネス情報部門の 2 級の検定取得にチャレン

ジし、1 月にもう 1 回検定があり、そちらの方ではプログラミング部門の

2 級の検定を受験してもらう形で、1 年間のカリキュラムの流れになって

いる。 

 〇2 年次、先ほどの話の通り、情報処理検定の上位級である 1 級を 2 年生で

取得することを目標としており、ビジネス情報２単位、プログラミング 5

単位の計７単位をコースの生徒は履修していることになる。 

 〇「桜咲（さくさく）モール」の内容で電子商取引を使い、実際にアプリケー

ションソフト「WordPress」を使い、ホームページの運営等をしていく形

で、ソーシャル的に情報のスキルを高めていく授業の構築をしているが、

次年度以降は情報ソリューション科の１期生、2 期生ということで、どの

ような形でこのカリキュラムが運営されていくか分からないが、少しでも

そういった高度な情報スキルを学ぶための生徒たちがいるのであれば、シ

ステムコースの授業を活用しながら学習していくことになるのではない

かと想定している。 

 

 （宮崎県立富島高等学校） 

 〇1 年次、情報処理の内容については、情報ソリューション科が 4 単位あり、

今マクロ言語の方で 4 単位している。目標としては、９月に全商の情報処

理検定プログラミング 2 級で、その結果次第で、1 月に 1 級まで走りたい

と担当者は言っているが、少し厳しい状況があるのかなと思っているとこ

ろ。それ以外に、ビジネス基礎とビジネスコミュニケーションに関しては

横並びで統一した内容。 

 〇2 年次、プログラミングコースとメディアクリエイトコースに分かれる。

1 年生の時、プログラミングの授業を教えてないが、情報処理の中でプロ

グラミングも扱っており、その内容をもっと生かしていく。1 年次にマク

ロ言語の内容を学習していくが、2 年次、プログラミングでまず Python と

かそういったとこをやっていきながら、プログラミングコース、メディア

クリエイトコース共通で学校設定科目「データサイエンス」を設け、こち

らの方でビッグデータの処理とか、そういったところを行う。ソフトウェ

ア活用の方では、オフィス系ソフトの操作を学習していければいいかなと
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思っている。 

 〇メディアクリエイトコースは、2 年次で教科「情報」の情報デザインとい

う科目を設定しており、こちらの方で、まず動画、静止画、Web ページ制

作の基礎的なものを学んでいく感じで計画をしている。 

 〇3 年次、プログラミングコースでは、これまで学習したプログラミングと

かビッグデータの活用とかを踏まえた上で、「プログラミング」と「ネット

ワーク管理」3 時間、3 時間の計 6 時間活用して、国家資格に挑戦したり

とか、そういった学びを深めていく予定。 

 〇メディアクリエイトコースは、「ネットワーク活用」を中心に、実務的な学

習内容、1 年次で基礎的なものを学習したので、それをベースにどんどん

発信をしていくような学習内容を計画している。 

 

 企業 

 〇当然いろんな職種、業界に、いろんな ICT 技術が活用されている可能性は

知ってほしい。例えば、工業会のテクノフェアや県のデジタル推進課の IT

ソリューションの展示会で、そういったこう体験を得ることも 1 つ大事な

のかと思う。 

 〇学ぼうとしていることがどういう風に将来的に役に立つのか、どういうこ

とが実践で可能になるのか、もしくはそこに出てきている企業を知った

り、色んな複合的な要素でプラスになることもあるだろうと感じたので、

知識を得るだけではなくて、体験して経験を継ぐということも、1 つのポ

イント。 

 〇１年生の段階で楽しさに気づかせたいと記載があるが、自分の目で見て、

体験して、興味を持たせるところが、まずは第一かな。 

 〇何年の時からコミュニケーション力を養っていくための活動をしたらい

いのかというのはあるが、やはり 1 年の段階からそういったところにも着

眼して、コミュニケーション力をつけていくというところの発想は必要な

のではないか。 

 〇学生（生徒）に年齢の近い人達との、体験交流会やパネルディスカッショ

ンなどのイベントものを通しながら、実際、今、学んでいることが社会で

どういう風に応用されているか、使われているだったりとか、現場での声

だったりを含めて、将来、今、学んでいることが、自分たちが 3 年・5 年

後とか社会人になった時に、こういう風に生かされるんだみたいな、何か

しら未来が描けるというか見えてくる。そういった内容の要素みたいなも

のを盛り込んでみてもいいのかなと思った。 

 〇口頭や文書によるコミュニケーションとかは就職後でも十分変化できる
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が、極めて変化が難しい、いわゆる学生時代までに身につけさせたいとい

うところで、粘り強さや高い意欲、熱意と情熱というところはビジネス基

礎として、社会人になる前に、ベースとして養うべき観点かと思う。 

 

 宮崎県教育委員会 

 〇今までの授業では教室での座学がメインなので、企業から話があったよう

な、体験する機会が設けられるといい。 

 

 高等学校 

 〇何のために今、学習しているのかが見えてない生徒が実際いるので、基礎

の基礎にあたるビジネス基礎の中で、体験型、体験を通して学ぶ。企業の

話を聞いて、その中でこういう勉強をしておいた方がいいとか知ると、興

味関心がもてるのかな。 

 〇粘り強さとか熱意というのは、日頃の授業の中で培っていかなきゃいけな

いのかなと思っている。あと、授業だけではなくて、学校行事とか。例え

ば、検定の取得とか、国家資格の取得のところで、諦めずに何度も何度も

挑戦させることも必要かなと考えた。 

 〇高校 1 年生だと聞く力が全然鍛えられていなくて、聞くっていうことがで

きる子できない子がいて、集中力が持たない子とか出てくる。（昨年のプレ

実証講座の動画は）凄く良い動画だなと思う反面、全員ちゃんと聞けるの

かと、不安なところも当然あり、見るだとか、体験をするだとかが、（講座

の中に）取り込まれていたり、能動的にいろいろ参加できるような仕組み

があったりと、一方向ではなく双方向のコミュニケーションをしながらの

講話やコミュニケーションを取りながらできたりなど、色んな工夫がある

ような 50 分間になると、すごく生徒たちには刺激になるのかなと感じた。 

 〇中学校から高校の情報ソリューション科に入学する時は、少なからず、興

味があるという気持ちを持っているので、その気持ちを増幅させるような

講話、応援がいただけると、凄く学校としてはありがたい。 

 〇今まで体験的なことでは、インターンシップなどもあったが、それよりも

一歩踏み込んだ形で、いろいろ教えてもらうなど、実社会で学べばいいで

はなくて、その前に学べることが学校であるといい。 

 〇生徒が実習で企業に電話をする機会があるが、生徒に企業に電話をするん

だと伝えると、生徒から悲鳴が上がったり、顔を曇らせたりする。電話を

どうかけていいか分からないなど、コミュニケーション能力を１年次から

育てていかないと厳しいのかなと思う。 

 〇生きた教材で、企業の方々のケース教材とか、実際にこういう場面になっ
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た時にどう対応するか、というような時の話し方など、現場の方の実際の

生の声を聞いた方が、生徒たちもイメージしやすいと思うので、そういっ

たケース教材や事例とかを提供していただければ、そういったところが少

し改善されるのではないかと思う。 

 〇どういう仕事があって、どういうことをしているんだっていうのが、やっ

ぱり 1 年生の段階で知る必要があるのかなと。先ほどテクノフェアとかの

話も出たが、身近な地域のビジネスということで、地域のことを知るきっ

かけにもなると思う。テクノフェアなどをただ見に行くだけではなく、企

業の方との話が双方向でできるような形がいい。 

 〇とにかくソーシャルスキルといった力がなかなか身についてない状態で

入学している子たちも非常に多い、ビジネス基礎はすごく担当者によって

色が変わる科目だと痛感している。あと、授業時間数が根本から言うと、

なんというか量が、２単位でするにはすごく苦しい。 

 〇ビジネス基礎については、いろいろ商業の基礎を学んでいく中で、商業の

全般を知る時間、商業というビジネスを知る時間にしていければいいかな

と思っており、そこで、いろんな視野を広げていく力を身につけさせるこ

とが大切なのかなと思っている。 

 〇いろいろ商業の中、特に情報に絞ってやっていったり、学科の特色も出し

ていくことも必要だと思うが、いろんなところに道を広げてあげて、広い

視野を持って 3 年間学んでほしいなというのがある。 

 

 専門学校 

 〇高校生が思うコミュニケーション能力と企業が思うコミュニケーション

能力とに差があると思うので、この部分を掘り下げた形で、みんなの考え

るコミュニケーション能力とはどういうことか、といったような辺りのグ

ループワークみたいなものが展開できるといい。 

 〇コミュニケーション能力で、確かに挨拶ができるのは大切だが、そこで止

まってしまい、その先が進んでいかないというのが専門学校でも実は現状

としてあり、そこをいろいろ理解して実践していくというのが、非常に難

しいなと考えている。 

 〇せっかく 4 つの商業高校が揃っているので、例えば年度末に、学校の生徒

（代表なり、学年全部なり）がコラボレートして混ざって意見交換会みた

いな形のもので、違う学校の生徒の考えとかを聞いたりすると、違う気づ

きもあるかもしれない（企業に入ってもらってもいいが）。 

 〇高校生の子どもがスクラッチを使った簡単にプログラムを体験できる機

会があり、担当の方からあれして、これして、それしてって言われた通り
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にこうやったら確かに動いたんだけど、全然面白くなかったと言っていた

ので、アクティブラーニングじゃないが、能動的に自分で考えて、何か体

験するのは、すごく大事だと感じた。 

 〇学生には、結構コミュニケーションはそんなに要らないんじゃないと思っ

ている学生もおり、グループワークをさせても、コミュニケーションをと

るのは一部の学生、固定されている現状で、なかなか改善傾向が見られず、

頭を抱えているところ。 

 〇クリエイーター系の学生で、デザインは好きだけど、何が作りたいかが分

からないみたいなのが結構多くて、クリエイティブ系もプログラミング系

も何かものを作って世に出す仕事なので、その喜びを分かってもらえるよ

うな体験をさせたい。そのためには、とにかく作ってみる、体験させてみ

るというのが大事かなと思う。 

 

 高等学校 

 〇例えば、県内の商業高校の情報ソリューション科に入ったら、こういった

進路先あるよっていう明確なところがあれば、すごく生徒も頑張れるので

はないかなと思う。そこから、先ほどの粘り強さとかが生まれるのではな

いか。 

 〇（4 校の経営情報科から）システム系、クリエイティブ系への進学・就職

率が「13.4％」。情報系を学んでこれなので、もう少し上がっていいのかな

と個人的には思う。 

 〇高校生にも、こういう一般企業、素晴らしい企業があるんだよって紹介で

きれば良いが、うちの高校の現状では 1～2 社しかない。 

 〇1 番我々がショックなのは「この勉強してもどうせ将来使わんし」ってい

う、この言葉が一番辛い。高校で学んだことを生かして、将来就職してほ

しいと思うが、実際のところ求人がもう本当に情報系は少ない。 

 〇（実証講座をするのであれば）可能であれば、例えば午前中、宮崎に出向

いて講話を聞かしていただいて、午後から企業訪問をするとか、実際の生

の声を聞かせていただく機会ができればいい。リモートでもできなくはな

いが、やはりリアルに学ばせた方がいいのかなと思う。 

 〇オンラインよりリアルの方が、生徒の表情を見ていただきながらだと、す

ごく学校側もありがたいし、講演を直接拝見させていただたい。 

 

 企業 

 〇（実証講座の）企業講話、職業講話的なものは、オーダーいただければ、

時期・時間も含めて、ある程度候補をあげていただいた方が、調整はしや
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すい。何を話すかというところは、昨年のプレ実証のテーマでもいいです

し、我々考えてよければ、もう少し違う形の話もできるかなと思う。内容

については要相談で、逆に（学校側から）こういう視点で話してほしいと

かいうのも、学校からのオーダーもあると、工夫してやれるかと思う。 

 〇タイミングは多分調整できると思う。全体の流れで、何を目的として、学

生に何を伝えたいかという大枠のテーマさえいただければ、中身の流れの

骨子とか企業側でも作れることもできるかなと思うので、そこさえ擦り合

わせれば、そういったイベントの企画はできると思う。 

 〇先ほどから、宮崎の企業が全然わからないというお話も出ているので、企

業紹介をしながら、最近は DX というキーワードで、大学などで講話をさ

せていただいているので、中身は調整しながら決めていけると思う。 
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4 第 3 回分科会（合同） 

（1） 実施概要 

○会議名称：第 3 回分科会（合同） 

〇日時：令和 4 年 10 月 4 日（火） 13:30～16:15 

〇場所：宮崎情報ビジネス医療専門学校 高等課程 

    クラーク記念国際高等学校連携校 宮崎キャンパス 4 階教室 

〇議事内容： 

 （1）高校 1 年生段階(プログラミング基礎)の教育プログラム検討に向けた論

点協議 

 （2）高校 1 年生段階(ビジネス基礎)の実証計画について(実施に向けた協議) 

 （3）高校生、専門学校生対象のアンケート調査案について(昨年度からの継続

調査) 

 （4）その他 

 

（2） 意見概要 

論点１ プログラミング授業の現状 

 高等学校 

 （宮崎県立宮崎商業高等学校） 

 〇プログラミングに関しては、今まで、全商（全国商業高等学校協会）の情

報処理検定プログラミング 2 級の取得を目指すために、学習をしてきた。

それだけではなかなかプログラミングについて机上の空論で終わってし

まうので、昨年よりデータサイエンスの部分を少し特化してやることに

なって、Python を入れて、シグネイト（SIGNATE）というサイトからデー

タサイエンスの学習をさせている。 

 〇今の 3 年生で、（商研：商業教育研究会で）作った教材について行ってい

る段階。実際に Python を Google Colaboratory とか、VS コードで実装さ

せ可視化することで、興味関心を持てる生徒が出てくるようになったのは

事実。 

 〇全商の検定だけだとフローチャートで終わってしまうので、データを見

て、このデータが処理されていく過程を考えさせ、その結果が出てきてと

いうのをやった上で、「アプリを作る」ことによって、「納得感」や「達成

感」が味わえるような教材を作ったことで、興味を持っている子が増えて

きた現状。 

 〇1 年生の現状としては、9 月の全商の情報処理検定 2 級を取得させるため

に、「情報処理」2 単位、「プログラミング」3 単位、計 5 単位全てを使い、

情報処理検定ビジネス情報を学習したので、今後 Python の学習をさせな
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がら、全商の情報処理検定プログラミング 2 級の取得に向けて、全 5 単位

で切り替えてやっていく予定。 

 

 （宮崎県立都城商業高等学校） 

 〇普通、商業高校では、情報処理という科目を履修させるが、本校では、普

通教科「情報Ⅰ」を履修させている。その中で HTML、CSS という Web

系の言語。それと Python の言語を、どちらかというと 2 単位の授業のた

め、浅く広くという形での学習になっている。 

 〇合わせて商業科目の「プログラミング」3 単位、週 3 時間で VB、Visual 

Basic の方をメインでやっている。 

 〇2 年生になって「情報Ⅰ」の内容を深めるために、「情報Ⅱ」という宮崎県

内の多分本校だけが履修させる科目になると思うが、情報Ⅱで、深くやれ

ればいいなと思っているが、合わせて「プログラミング」も 1 年生引き続

きやるので、1 年生で基礎固めをして、2 年生で少し深くという形で、やっ

ていこうと思っている。 

 〇情報数理類型に関しては、今言った情報Ⅱ、プログラミングという授業を

引き続きやっていき、3 年間で情報系の科目を 20 単位以上やる。 

 

 （宮崎県立延岡商業高等学校） 

 〇1 年次に全商のプログラミング、ビジネス情報の 2 級、2 年次で 1 級でい

く予定。ただちょっと学力がなかなか厳しいところもあり、ちょうど今 1

年生がプログラミングの授業に入ってきたが、例えばドローンを使って、

端から端まで行くためには、どういうプログラムが必要かとか、少し色々

工夫しながら、興味関心を持つように授業展開してる段階。 

 〇2 年生になると、本校は「応用情報処理」という科目を開設して、その中

で「情報Ⅰ」の授業をやる予定。そこで、初めて Python の言語であった

りというところをやっていこうかなと思っている。 

 〇コースが 2 つあり、2 つとも「情報Ⅰ」の授業をやっていき、システムの

コースの子たちは、3 年次の Python の実習でもう少し応用的なものをや

る予定。 

 

 （宮崎県立富島高等学校） 

 〇1 年生は、全商のプログラミング部門 2 級と 1 級を 1 年間でやる。他の高

校と違う理由については、プログラミング部門の検定を受験する機会を増

やす。プログラミング部門検定の内容自体が、コーディングというより、

コーディング前の段階、流れ図を読み解く力、思考力を深めるような出題
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が多いので、それを 1 年次にやっておいて、2 年から、そのプログラミン

グをと考えているところ。 

 〇2 年生になったら、情報ソリューション科においては、「データサイエン

ス」という選択科目を設けている。先ほど日髙先生から話のあった Python

の言語を使って、需要予測とかいろいろなことを体験できる機会を作ろう

としているところ。 

 〇ビジネス情報（部門の検定）については 2 年生でやる。合わせて、そのビ

ジネス情報の中身が、データ分析に近いものがあるので、データサイエン

スと近い部分を Excel で読み解く力と合わせて、Python で読み解く力がつ

けられたらなと思っているところ。 

 〇システム系については、IT パスポートを 1 年間して取得させたり、ちょっ

とプログラミングとは離れるが、そういうデータサイエンスでという感

じ。 

 

意見の主なポイント（グループ討議結果） 

 グループ討議（グループ１）の主なポイント 

論点２：高校段階（情報ソリューション科）で習得してほしいプログラミング

のレべル 

    ○「嫌い」で卒業させない、興味を持たせて卒業させる 

    ○自分でエラーを解決するレベル、解決しようとする姿勢 

論点３：プログラミング嫌い（楽しくない）の理由と対応 

    ○分からない＝嫌い 

    ○検定のための授業、生徒の希望（こういうことがしたい）と授業の

ギャップ 

    ○エラーで思考がストップしてしまう 

論点４：プログラミングの効果的な学び方 

    ○「好き」でいてほしい 

    ○専門学校：最初に楽しい授業から入って、中身のプログラミングに

移る 

    ○楽しい、学びたいという感覚を体験 → 高校でも一定の効果がある

のではないか 

論点５：高校のプログラミング授業への企業、専門学校が持つノウハウの取り

入れ 

    ○高校、専門学校、企業の繋がりをイメージさせる 

    ○専門の職業として頑張っている方の話：イメージを持たせやすい説

明の必要性 
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論点６：プログラミングの勉強がどのように役立つか 

    ○プログラミングは論理的思考を高める一番の科目 

    ○論理的思考：生徒が知識を獲得していくための全ての基盤 

     → 色んな教科にも良い効果、卒業後の仕事の仕方が変わるのでは

ないか 

    ○クリエイティブ分野でのライティング能力：（書くだけでなくて）

打ち合わせ力、企画提案力、交渉力（なども含む） 

     → プログラミングにおいても必要ではないか（コーディングの前

段階、流れ図） 

    ○商業：前段階からの人との関わりが出来る人材 → 工業との差別化 

論点 10：プログラミングと資格試験対策の関わり 

    ○現状、切り離せない 

 

 グループ討議（グループ２）の主なポイント 

論点２：高校段階（情報ソリューション科）で習得してほしいプログラミング

のレベル 

    ○ゴールに向かって、流れ図がイメージできるようなところまでは学

習してもらいたい 

    ○せめて論理的思考を身につけて卒業してもらいたい 

    ○できれば何か 1 つ言語を学んできてほしい 

論点３：プログラミング嫌い（楽しくない）の理由と対応 

    ○学校の現状：3 行以上の文章を読まない生徒が多い 

    ○食わず嫌い。必要性を感じてないのではないか 

    ○（対応として）成果物があるといい 

論点４：プログラミングの効果的な学び方 

    ○工業高校：プログラミング → ロボット完成 

    ○商業高校：ゲーム、アプリ 

    ○ぷよぷよのプログラミング、Python ライブラリーの「Flask（フラ

スク）」（ウェブページ作成）→ 可視化することができるのでは 

    ○マクロ：可視化した学習ができるので、とっつきやすい 

    ○設計書が理解できたかどうかを確認しながら、商業高校の場合、プ

ログラミングの問題の条件を確認しながらやらせていくといい 

論点６：プログラミングの勉強がどのように役立つか 

    ○（卒業後の進路として）情報系の大学へ進学できるようになればい

い 
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 グループ討議（グループ３）の主なポイント 

論点２：高校段階（情報ソリューション科）で習得してほしいプログラミング

のレベル 

    ○企業側：C 言語、JavaScript がいいのではないか。（若い社員の方） 

     とにかく何かしらの言語を極めて（習得して）いればどの言語にも

対応できる。自分で考えて構築できるレベルでいけば、本当に素晴

らしい。 

    ○高校側：目標が見えない部分がありすごく参考になった。 

論点３：プログラミング嫌い（楽しくない）の理由と対応 

    ○やらされている感があるからではないか。 

     → 2 年生でコースが分かれたりする→システム系に流れる子が少

ない。 

    ○最初の導入段階で興味は湧く。 

     （ドローンを飛ばす、ちょっとした動きのあるプログラミング） 

    ○その後、実際に教科書対応になった瞬間、生徒たちの気持ちがつい

てこない。 

     → そこで嫌いが分かれていく部分。 

論点４：プログラミングの効果的な学び 

    ○ペア学習 

     企業側：全くできない（始めたばっかりの）社員と、経験のある社

員 

     → 発展させた授業のあり方：合同授業（2 年生＋1 年生、3 年生＋

2 年生） 

    ○目に見えて変化があるようなものの方が、生徒は食いつきやすい。 

     ・HTML、CSS、JavaScript など（打った瞬間、色が変わったり） 

     ・Python は変化があまりないところが少し難しいのではないか。 

論点５：高校のプログラミング授業への企業、専門学校が持つノウハウの取り

入れ 

    ○実際に出向いて学びを経験する。 

     ・企業：プログラマーの仕事内容とか。 

     ・専門学校：学びを経験する。 

論点６：プログラミングの勉強がどのように役立つか 

    ○動機付けすることはすごく大事。 

     ・将来、社会でどういうところに役に立つであるとかそういうとこ

ろ。 
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論点７：プログラミングに関する高校の先生向けの研修について 

    ○言語を学ぶよりどういう風に教えていくのかの研修がすごく役に

立つし助かる。 

     ・教材有、2～3 日でゴールまで辿り着いたものを学校に持ち帰る。 

     ・8 時間～10 時間の教材として利用。 

論点８：Python の教材、開発環境等について 

    ○商研が中心で作られた教材を利用。 

    ○専門学校の方から IT パスポートや、基本情報等の Google フォーム

の提供。 

    ○都城商業：ライフイズテックレッスン（学生 1 人 2,500 円/3 年間） 

     「情報Ⅰ」全ての単元（プレゼン・動画・プログラミング・プラッ

トフォーム的なもの含む） 

論点９：中学校までのプログラミング教育の接続 

    ○まだ中学校は動いてないのでこれから。 

 

＜プログラミングに関するグループ討議＞ 

■グループ１ 

 高等学校 

 〇入学した生徒がやりたいことがプログラムじゃない。すごく絵が上手く

て、プロ並みに描ける子もいる。アプリケーションソフトを使ってやりた

いとか、色々あると思うが、それを統一して基礎だよというのが、プログ

ラミングだった。 

 〇3 年生で初めて Illustrator や Photoshop を使って教えるが、やはり楽しく

てのめり込む。３年生で初めてそれをすることのは、少しもったいない気

がする。 

 

 企業 

 〇HTML や CSS は、ゼロから制作する人間はもちろん知っていること。知っ

てないとできない。 

 

 高等学校 

 〇商業高校の昔からのしがらみの検定試験。「検定より中身が大事」という

時代もあったが、また検定試験と言い出し我々もどっちなのかと。 

 〇1 年次から Illustrator とかをしたら、絶対生徒はここに入って良かったと

は思うが、検定を受けさせるので、そのしがらみがある。 

 〇プログラミングの検定試験内容が、コーディングに重きを置いてない、流
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れ図や専門知識。1 級までを 1 年生段階ですると、難しい流れ図を読み解

くための思考力が高まるので、しておいた方がいいと思う。 

 〇最低でもプログラミングの検定だけは取って 3 年間卒業する必要がある

かなと思う。資格試験はしがらみがあるが、保護者は「資格が取れるから」。

取った生徒も自信がついて、良い部分も悪い部分もある。コーディングは

２年生からでも良い。基礎的な思考力を高めて、難しいけど 1 級までいく。 

 〇検定の問題が長く、問題を読むことを、まず生徒が嫌がるため、エラーを

見つける力がものすごく低い。実学と検定試験、そういう基本的な操作す

る力とか、バランスが取れてない。 

 〇ドローンを飛ばしてという授業は、結果が見えるから達成感があり、生徒

たち「おおっ」となる。 

 〇Java は色々できるが、ゲームを組んでみたが、途方もない量。COBOL は

簡単すぎるので、Java とその間の VBA ぐらいがいいのかな。見ていて一

番バランスが良いのは VBA。 

 〇エラーチェックをして始めて、プログラミングが分かってくるので、そう

いう経験して、どんどんプログラムが分かり楽しくもなってきた。その壁

を乗り越えるのを（学生に）させないまま。エラーチェックしてエラーが

通った時に達成感がある。 

 〇なぜこうなったのか、どこが悪かったのかが分かるようになれば、結構ア

ルゴリズムも出来上がり、他のプログラム言語を習ったとしても、ついて

行けるようになると思う。 

 〇プログラマーになった子は、専門学校や大学に行ってからなっている。そ

の中で、高校でのレベルはここぐらい、せめて好きにさせるレベルが良い

かもしれない。好きのまま卒業させる。 

 〇「好き」は「分かる」、「嫌い」は「分からない」、だと思う。 

 〇各学校、目標がバラバラで、1 人でやっても、学校単位でやっていても、

迷いが出る。 

 

 専門学校 

 〇Java は期末試験の中でも追試がすごく多い。Python が難しいという言葉

が、一年生から若干聞こえている。 

 

 企業 

 〇専門学校で、是非 HTML、CSS、WordPress を揃えた方が良い。 
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 高等学校 

 〇商業高校生のレベルは、一般的に、VBA で少しプログラムを組めるぐら

い。高校段階はコーディング前まででいい。 

 〇交渉力や打ち合わせの力、作るに至る段階をもっと経験させる。商業教育

は人作り。コーディングに特化してしまうと、生徒より教師の方が拒否反

応。 

 〇圧倒的な指導者不足、とんでもないことになると思う。 

 〇学年全部にプログラミング、コーディングが入った時、生徒ではなく、教

師がついていけない。コーディング前の部分を重点的にやった方が良い。

マネジメントは、商業の先生ができるので、工業との差別化も図れる。工

業の方が圧倒的に何か作る時間が多い。そこで競ったら負ける。 

 〇学期に１回くらいは、そういう外部、企業の方や専門学校の先生に来ても

らって話してもらうといいなと思っていた。 

 〇ゲームを作りたい子。高校にきて、ゲームのプログラミングを作れるよう

になるわけではない。その先にやはり専門学校。実際ゲームクリエイター

になった方を呼んで、こういう勉強してきたというのがあれば、それが励

みになる。 

 

■グループ２ 

 企業 

 〇ゴールに向かってどういう処理が必要か、フローチャート的な話、そこの

論理的思考を含めた形のイメージがほしい。 

 〇まずは前提、コードを書くまではほしい。言語は何でも良いが、一つでも

何かしら書けるようなところまで。 

 

 高等学校 

 〇全商協会が Python ではなくてエクセルの VBA に戻った。 

 〇基本情報が COBOL から Python になった、AI とかそういった主流のもの

で使われているのも Python が多く、宮崎県の宮崎商業にある商研という

母体が、Python をやっていった方が良いという方向になった。 

 〇検定をやる以上、言語のところはマクロで出題される。 

 

 企業 

 〇企業としては、高校生に、フローチャートが頭の中でできるぐらいとか、

そのフローは多分岐とか二分探索とか色々あると思うが、そこら辺までで

きれば理想ではある。 
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 高等学校 

 〇うちの現状で言うと、狙っていくのがどうしても検定志向。情報系が２学

科になったのと、全ての学科で情報処理を学習していくので、パソコン室

が溢れかえっている状態。パソコン室をずっと常駐で使うことができず、

コーディングを続けてできない。どこが間違ってるとかも分からない。デ

バッグができるかというと、こっち側がアドバイスしないとできない。 

 〇検定はほぼ指導はするけど、もう頑張れ自分で（という状態）。コーディン

グ、Python のデータサイエンスの部分、売上需要予測とかをガッツリやっ

て、自分たちでコードエラーを見つけて、入力しないと評価しないと言っ

ているから、必死になってやっている状態。 

 〇サンプルコードみたいなものを入力して、バーンと結果が返ってくると、

できましたって手を挙げて喜んでいる。 

 

 企業 

 〇一番良いのは、サンプルで一旦動かしてみて、動いたら止めるか、プラス

α何か処理を追加したりすると、すごく力がついていく気がする。 

 

 高等学校 

 〇どちらかと言ったら本当に検定。 

 〇地域の特性に近いのか分からないが、学習意欲がすごくあって入ってくる

子が少数。実践力や応用力を求めてしまうと、その子たちがフリーズして

ついてこれない。 

 〇教員側としてはやりたいけどできない。一番は指導者がいない。Python を

教えられるのは、学校で頑張って 3 人か 4 人。 

 〇今、懸念されているのが基礎学力。論理的思考力の前に基礎学力が無い。

頭の中で流れを作っていく段階で、そこにまずたどり着かない子たちもい

れば、もともとすごく興味ありますという子、科内の格差が激しい。 

 〇学んできた内容が中学校ごとに差がある。中学校の技術の先生、小中学校

でプログラミングが入ってるので、スクラッチやあの手をちゃんと触って

きた子たちと、そういうのを全くやっていない子、スタートラインが違っ

てくる。 

 

 専門学校 

 〇専門学校も学力の高低差がすごく激しい。 

 〇専門学校に入ることによって就職先という点で職種がある程度絞られて
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しまうので、プログラミングを使って何ができるのかとかそういう認識が

ないと専門学校に入って、「あれ、なんか違うな」みないことになって、つ

いてこれなくなる。 

 

 高等学校 

 〇3 行以上の文章（問題文）が書いてあると読まない。処理条件が増えると

読まないので、これまずいな、というのはある。 

 〇何をやってるかをイメージできない子は、何をしていいかがわからずに止

まってしまう。今の子たちは、自分で考えずにすぐ答えを知りたがるから、

そこで止まってしまう。2 つのことがある、問題を読まないのが一つ、そ

れと考えない。 

 〇検定学習よりも実習をした方が楽しそうにやってる。ただ、準備するのが

すごく大変。教員がいないって言われたけど、うちも僕ともう一人の先生

しかいなくて辛い。 

 〇嫌いではなく、プログラミング自体がまだ解けないから、嫌いになる前の

段階で、何も感じなく終わってる。結局、食べず嫌い。宮崎商業と一緒で、

文章読解力がないなというのはすごく思う。 

 〇4 番の効果的な学び方はやはり成果物。プログラムがちゃんと最後まで

いって答えが出た、そういう一連の流れが出ると、やっぱり子どもたちは

すごく喜ぶ。商業のプログラミングは、何か形に残すのがすごく難しくて、

結局答えが出て終わりになってしまう。 

 〇プログラムは、個人的には業務効率化、いかに楽するか。例えばコンピュー

ター上でする作業を、これだけ自動化したら楽だよねというのを前提で

入った方が食いつきはいいのかなと 

 〇実教出版が出している Python のトレースがある。ゲームができるサンプ

ルソースが書かれたやつで、VS コードで実習をさせると、ゲームはやる

から、ひたすら一生懸命打ってた。 

 〇今から 1 年生がプログラミング学習。プロゲートというサイト、会員登録

したら Python と HTML だけは無料で使わせてくれる。ゲーム感覚で、解

いたらレベルアップ。そのレベルアップが見られる。自分たち生徒の中で、

宮崎商業校でグルーピング登録してるので。可視化した学習になるのかな

とは思ってる。ゲーム感覚で学習していける。 

 〇Google Colaboratory とかは理想的。 

 

 専門学校 

 〇Python に「Flask（フラスク）」というウェブアプリを作るためのライブラ
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リーがあり、これを使えば、誰でもアプリを作れる。 

 〇言語は違うが「ぷよぷよプログラミング」も小学生でもわかるレベルで、

誰でも入りやすい。 

 

 高等学校 

 〇「ぷよぷよプログラミング」は、今年の１日体験入学で使った。実際に今

の１年生の導入部分で使ったクラスがあり、とっつきやすい。 

 

 企業 

 〇企業としては、プログラミングというよりも、人。（プログラミングは）文

系でも入社後に追いつくことは可能。プラスα言語で何かしら組んだ経験

があるとかあれば尚良しだが、もうそれは贅沢なので。 

 〇読んだだけで、見てわかったつもりになってる場合がある。プログラミン

グ関係なく、文章読解力があるといいなと思う。 

 

■グループ３ 

 企業 

 〇社内の高校卒業程度（20 歳前後）のメンバーに、高校段階で取得しておい

た方が良いソフト、プログラミングのレベルを聞いたところ、C 言語で演

算処理とか、JavaScript を使った Web ページ作成のスキル（簡易的なもの

でいい）、そういうところまでやるといいという話がまず 1 つ。 

 〇そもそも知識としてプログラム自体がなくても、1 つでも何かしらの言語

を習得しておけば、応用が利く。実践レベルの話で、自分で要は考える。

ゼロベースでプログラムを使ってものを作り出せる力があると、すぐ企

業、社会に出ても通じる。 

 〇プログラミングに対するハードルをとにかく低くするというところ。プロ

グラムが楽しくなると思えるようになれると、レベルとしてはいい、とい

うような意見も社内で出た。 

 

 高等学校 

 〇本校は特に検定試験を目標にしていて、今年から検定試験の内容がもう言

語を問わなくなっているから、そこ（プログラミング）は少し薄れてしま

う。実際、2 年次ぐらいまでは検定、検定で、なかなか言語に行きつくの

が、3 年次、2 年後半とかが現状。 

 〇情報Ⅰの教科書が Python かマクロ言語か。宮崎は Python が多い。今後は

普通科の生徒達もプログラミングの言語は Python で卒業してくる生徒が



307 

増えてくる。 

 〇プログラミング（の科目）で VB。情報Ⅰで Python を使っている。 

 〇情報Ⅰの中の Python って、本当 1 単元しかないので、ボリューム的には

8 時間ぐらいしかない。本当に浅くしかしない。 

 〇情報Ⅰの教科書は本当少ししか載っていなくて、データサイエンスも 1 単

元、言語も 1 単元、問題解決も１単元。単元がいっぱいで、それで言語学

習を終わせたのかと言われると、かなり普通科の生徒たちは苦しいだろ

う。 

 

 宮崎県教育委員会 

 〇何か 1 つ言語を習得すればいいという話で、商業は検定が 1 つの習得目安

があり、検定取得するとある程度の力を持っていると見做す。その検定が

今、流れ図だけ。流れ図だけ履修している生徒は、会社で役に立つものか、

素朴な疑問。 

 

 高等学校 

 〇最初の導入では楽しいこと色々やらせていくので、最初はみんな、「あ、動

いた」とか興味持つけど、じゃあ、中身に入っていこうとなった瞬間、「も

う意味がわからなくなってきた」っていう。テーブルが出てきた辺りから

大体分かれ始める。添え字だなんだとなってきた時になんかもう。 

 〇ただ 1 番問題なのは、やらされてる感が生徒たちにあって、自分で考えて、

自分のやりたいことをやらせる方が、自分で色々調べて頑張るのでは。 

 〇情報Ⅰの授業で「Web ページを作りましょう」という単元で、簡単なもの

を一緒に作り、その後、「自分の好きな Web ページを作ってごらん」と言っ

たら、そっちの方が結局一生懸命やる。 

 〇プログラミングは何かしら目的があってやる方が、自分で調べてやったこ

とが楽しいというところが、教科書でやってしまうと、どうしても面白く

ない。プログラム作って、ボタン押しても大した動きもないと、Excel やっ

た方がいいじゃんみたいな、その辺のさじ加減が難しい。 

 〇自分がやりたいことをやらせてみるとか意見が出た。確かにその方がいい

なと僕も思う。 

 〇生徒たちは、プログラミング何作りたいって言ったら、ゲーム以外あんま

り出てこない。だから、どちらかというと、Web ページとか JavaScript の

方が、性に合っているのかなという気がする。なかなか Python とか VB

とか言っても、HTML と CSS の中にこうちょっと動きのあるものを作ら

せた方が、生徒たちは楽しいのかな。そこで食い付いてもらえるといいと
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感じたりもする。 

 

 企業 

 〇HTML とかで変化がわかりやすいもの。あとは、やはり自分で考えたり、

調べたりとか試行錯誤する時間。モブプログラミングって言って、ペアで

作るのがあるといい。（経験者と未経験者で同じコードを書いていく） 

 

 高等学校 

 〇先に先輩たちが学習して、一緒に１年生に伝えるという作業をペアでさせ

るなど、将来的には面白い授業を教えていただいた。 

 〇このプログラムがこういう風になるんだというのが頭の中でできて、それ

をどんどん作っていくのが楽しいっていう生徒が多い。 

 〇小学校からプログラミング教育が始まり、あの子たちが多分高校に来れ

ば、もっと興味を持ったり、今の生徒とは変わった生徒が入ってくると思

う。 

 〇昨年 Python の教材を一緒に作らせてもらった。その時も、僕も全然分かっ

てなくて、じゃあ、どうしたかと言ったら、周りのみんなでこれをどうや

るか、どうやろうかっていうのが楽しかった。みんなで色々考えて作って

というのは楽しい。 

 

 専門学校 

 〇システム系の優秀な子たちというのは全部ゲーマー。ものすごく集中力が

あり、プログラムだったら、ゲームでこんなのを作ってみたい、こんな色

をつけたい、という思いがあり一生懸命して、そんな子どもたちが意外と

一生懸命する。好きなものとか、そういうものを与えてやると。商業科の

場合は少し違うのかも知れない。だからプログラマーになる。 

 〇就職先を知ってるからこそ、そこで将来を頑張ろうとなる。同じようにプ

ログラムに関して、夢を持たせないと、面白くないことを勉強するのは夢

がないとだめ。知らない職業を紹介し、これから 30～40 年と生きるため

の夢を持つ動機付けとして大事じゃないかと思う。将来のために、経験の

ない、見たことのない仕事なんかも教えてあげないと。 

 

 高等学校 

 〇生徒たちが、プログラミングをして、じゃあどういう仕事に繋がるのか、

実際、その仕事は日常どういうことをやっているのか、僕もですが全然知

らない。そこを教えるために、情報ソリューション科の子たちには、1 年
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次に企業訪問等そういう機会があるといいなあと思う。 

 〇本校、今年も経営情報科の 3 年生が専門学校に夏休み出向いて、勉強させ

てもらった。その後、情報に関することとか非常に興味を持って、実際受

ける子とかも出てきたので、学校だけで勉強するのではなく、積極的に校

外に出て、そういう機会は必要かな。 

 〇好きな子は放っていてもします、プログラミングが好きな子は。苦手な子

もたくさん出てくるが、好きな子は結局ずっと好きで、3 年生になるとす

ごいもの作り始めたりして。ただ、その数をもっと増やしていかないとい

けない。 

 

 専門学校 

 〇先生方はどこかでやはりプログラミングを教える研修は受けているのか。 

 

 高等学校 

 〇ほとんどの教員が独学・自学。商業出身の教員もいる。 

 

 宮崎県教育委員会 

 〇商業の場合で言うと、商研（商業教育研究会）が主催した研修会が、商業

の先生集めた研修会をする、あと県主催でいうと内地留学、情報系専門学

校に行って研修をする。あとは個人的。 

 

 高等学校 

 〇教え方の研修していただけるといい。「こういう教え方もある」という研

修。 

 〇教え方もだが、なんか最後まで完成まである、スタートがあってここまで、

という一連のやって、それをそのまま持ち帰り、次、それを生徒も一緒に、

同じ体験ができるような。教材と研修がセットになっているようなもの。 

 

 企業 

 〇最近で言うと高速プロトタイプ、Adobe の XD。実際にパソコンで見たら

こういう画面、スマホで見たらこういう画面、みたいな画面が作れてそれ

を遷移でき、本当に動いてるように見せる。それは結構、我々は仕事で作っ

ている。 

 

 高等学校 

 〇データサイエンスになると、インポート文がいっぱい出てきて、プログラ
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ミングと AI とか。データサイエンスって、別物みたいな気が自分の中で

して、自分でプログラム組んで、ちょっとしたものが動くものと、元々あ

るいろんなライブラリをどうやって持ってきて、どこを変えて、自分の好

きなそのデータサインスに持ってくるのかっていう考え方のような気が

してる。プログラミング＝AI っていう感じでは違うと最近思っている。研

修はそれと別じゃないのかな。プログラミングの研修と AI の研修。 

 〇情報Ⅰの教科書に IT パスポートが似通ってくるのかな。結構、普通科の

子たちも受験が始まるんで、受験対策のために練習用として IT パスポー

トを受けてるんじゃないのかな。多分稼ごうとして。 

 〇都城商業は、ライフイズテックレッスンというところの教材で、情報Ⅰの

全ての単元のプレゼンが全部あって、そこに関わる動画、データ、HTML

とか Python とかでプラットフォーム的な部分があって、入力したら正解、

次の単元にという感じ、家でも学習できき、1 人 2,500 円で 3 年間使える。

共通テストにも今後多分対応できるようになる。 
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5 第 4 回分科会（システム系） 

（1） 実施概要 

○会議名称：第 4 回分科会（システム系） 

〇日時：令和 4 年 10 月 18 日（火） 13：30～16：30 

〇場所：宮崎情報ビジネス医療専門学校 高等課程 

    クラーク記念国際高等学校連携校 宮崎キャンパス 4 階教室 

〇議事内容： 

 （1）第３回分科会からの継続審議（プログラミング基礎） 

 （2）プログラミング基礎の実証計画について 

 （3）プログラミングに関する先生向けの研修について 

 （4）その他 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

＜全商検定のメリット＞ 

 〇全商（全校商業高等学校協会）の情報処理検定のメリットの１つは、大学

入学試験の推薦条件や加点、入学金免除や奨学金の該当など 

 〇検定試験に向けた勉強で、基礎、基本をおさえていけるので、先生たちの

指導が楽で、生徒のモチベーションを保つための１つのツール 

 〇生徒が頑張ることなので、合格して良かったとか、悔しいとか、そういう

成長段階で必要な経験なのではないか 

 〇企業によって解釈が違うかもしれないが、あくまでも資格は、その子自身

がどれだけ頑張ってきたのかというバロメーターの一つ 

＜プログラミングの授業＞ 

 〇プログラミングができる、できないは置いといて、論理的思考といったと

ころを授業の中で、少しでも身に付けてほしい 

 〇やはりコミュニケーション力も含めて、プログラミングがすべてではない

ので、そういったところを高校生のうちにできるだけ身に付けていると、

企業に入った時にはいいと思う 

 〇プログラミングが動かないときに、自分で考えて、解決を見いだす面白さ

を体験して、それを面白いなって思う人たちにプログラミングの世界に出

ていってもらいたい 

 〇プログラミング嫌いについては、実際に組んですぐバンと見える、いわゆ

る JavaScript と CSS、HTML の組み合わせ、この辺りですぐに成果が見

えるような実践をなんとか取り入れていけると非常に良いのかなという

風に感じた 
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 〇プログラミングの勉強がどのように役立つかということに関しては、目標

設定が非常に重要で、どういうところにプログラミングが役立つのかとい

うところを、しっかり教えてあげるメッセージ性が大事 

 〇技術については企業に入ってからでも十分身につくので、まずはしっかり

高校、それから専門学校のところで、プログラミングに強い興味を持つと

いうところを、いかに育成するかが大事 

 〇失敗して止まってしまったときに、次の解決策を探すというのが（学生は）

非常に苦手なのかと思う 

 〇P5.jp（案）について初期の導入としては凄くいいと思うが、実証講座とし

ては、「何をさせたい（学ばせたい）」という「目的を明確にする」ところ

が大切 

 〇Python の使い方は、データサイエンスだったり、結局ライブラリーの使い

方を教えることが重要で、プログラミングだったら別に JavaScript でも十

分じゃないのかという気持ちで揺れている 

 〇がっつり自分のウェブページを作らせるような教材があっても面白い 

 〇P5.jp（案）が多分初級とすれば、中級、上級位の形の３種類ぐらい、教材

を作成してほしい 

 〇先輩と後輩が組んでやるようなプログラミング（モブプログラミング）で、

企業あるいは専門学校の生徒と高校生の組合せは、非常にいい学習の１つ

のアイデア 

＜指導者の育成（教職員向けの研修会等）＞ 

 〇「情報」の持ち手（指導者）がいない 

 〇プログラミングの基礎的なコースがあるといい 

  →プログラミング検定２級・１級が教えられるコースなど 

  →初級的なところを丁寧に教える→誰でも気軽に参加できる→参加者増 

 

 専門学校 

 〇全商（全国商業高等学校協会）の情報処理検定（ビジネス情報部門、プロ

グラミング部門）のメリットをどういう風に高校の先生方考えているか。 

 〇コーディング、プログラミングにかける時間数は。 

 

 高等学校 

 （全商の検定について） 

 〇メリットは先ほど言われたような推薦条件等、何級以上とか、国公立で言

えば加点。大学によってまちまちだが、そういったメリットが 1 つある。 

 〇（検定試験に向けて）勉強することで基礎、基本をおさえていける。 
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 〇まず検定のメリットとして、基本的に教科書に準じて検定試験が作られて

いるので、先生たち側からすると、それに準じて教えていくと教科書の順

に終わっていくので、先生たちの指導が楽。目の前に合格とか不合格とい

うのがすぐに分かるので、生徒のモチベーションを上げる意味でも楽。 

 〇1 級合格して、じゃあプログラム組めるのかと言ったら、そんなことはな

くて、全く実技ができない、というような状態の生徒をいくら作っても、

あんまり意味がないのではないか、穴埋めができる生徒を作ってるだけで

はないかというところは、すごく商業の先生たちの中でも、悩んでいる部

分。 

 〇どんどん合格していくという成功体験は、すごく生徒たちを検定、検定と

いう形で盛り上がっていくので、指導はやりやすいかなという風なところ

はある。 

 〇全商検定のメリットとしては、生徒のモチベーションを保つための 1 つの

ツールかなと。 

 〇検定とか成果物を手に入れるという成功体験とかを作っておかないと、3

年間ただ学習するだけだとやっぱりついてこれない、ついてこない生徒が

いるのが現状。 

 〇全商検定は大体年に 2 回開催、そこのゴール地点を明確に生徒たちに伝え

ておくことで、そこに向けての学習をより一生懸命してくれるというのが

現実的にあるかなと思っている。 

 〇情報ソリューション科であればプログラミング、ビジネス情報の Excel の

検定については全員受験。 

 〇検定については、大学進学の推薦要件、3 種目以上取っていれば、私立の

大学によっては入学金免除であったりとか、費用的な部分の免除とか、奨

学金の該当になったりとか、というのもある。 

 〇検定については、加点というかたちで、大学の方も推薦入試対応されてま

すので、進学にはマストな資格。 

 〇（検定は）基礎的な知識の定着には、やっぱり反復して学習するので凄く

良くて、一生懸命頑張る子については、しっかり実力といいますか、基礎

が備わってるのかなという風に思うところ。やっぱり生徒が頑張ることな

ので、時間を割いて勉強時間を作って、それが合格して良かったとか、悔

しいとか、そういう成長段階で必要な経験なのかなという風に思っている。 

 

 高等学校 

 （コーディングについて） 

 〇私は、今 2 年生のプログラミングの 1 級を指導しているが、4 月から 1 級
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をやるので、実習（実技）の時間に取る時間はゼロ。実際にプログラム打

たせて、エラーチェックさせてという時間は 2 年生段階ではなかった。今

生徒たち 2 年生は何をするかというと、9 月の検定が終わったらビジネス

情報の Excel。 

 〇プログラミングのコーディングに関しては、基本的に都城商業は 3 単位、

１単位 30 時間と言われてるので、年間として大体 90 時間の中のコーディ

ングは、1 年生に関しては結構できていて、半分ぐらいを取ってるような

状況。 

 〇2 年生の方ではコーディングがなくなった分、現時点では、コーディング

の学習は一切できてない状態になっている。 

 〇1 年生の時点では、コーディングがありましたので、そこのコーディング

の内容としては、約トータル 10 時間から 15 時間ぐらい。 

 〇富島高校は 1 年生の段階で、「情報処理」と「プログラミング」で、4 時間、

4 時間という風に 8 時間ある。 

 〇今年度、情報ソリューション科に変わってから、単位数が 4 時間になって、

コーディングの方を進めると、ちょっと 9 月のプログラミング検定 2 級が

間に合わないということで、今年度は実施していない。 

 〇全商の検定自体にコーディングの幅、出題が少なくなって、フローチャー

トを中心の問題傾向になっているため、なかなか時間を割いてという風に

ならなかった。 

 

 企業 

 〇生徒たちにどういう業界に、どういう職種に就職していくのか、仕事して

いくのかっていうところをイメージさせていくというのが 1 番大事なのか

なと。 

 〇ただあくまでも資格というのは、企業によって解釈が違うかもしれないが、

その子自身がどれだけ頑張ってきたのかというバロメーターの一つにし

か過ぎないと思っている。 

 〇プログラミングの勉強がどのように役立つかというと本当に論理的思考

だと思う。プログラミングが書ける書けないというよりもどうやって論理

的に説明をして、どういう風にゴールに向かって進んでいくかという思考

力を高めるものがプログラミングだと思っている。 

 〇コードを書く、書かないというよりも、ちゃんと全体的に、俯瞰的に物事

を捉えて、じゃあ、どういう処理をすれば、1 番近道でゴールに辿り着く

のかという論理的思考をしっかり身につけてもらえると、それが今度は仕

事で役立つのかなと思っている。 
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 〇プログラミングができる、できないは置いといて、論理的思考だったり、

そういったところを、流れ図の授業など、少しでも身につけていただきた

いというところはやはりある。 

 〇やはりコミュニケーション力だったりも含めて、プログラミングがすべて

ではないので、そういったところを高校生のうちにできるだけ身につけて

いただけると、企業側としても、入ってきた時にはいいのかなと思ってい

る。 

 〇採用面接を担当したこともあるが、資格については、これを取ってるか

らっていうんじゃなくて、それを取るために色々苦労したりとかの話をよ

く聞かせてもらっていた。その本人のやる気やどう頑張ってきたのか。 

 〇情報系の大学にいって、できる人のコードをコピーして動かしたりしてい

たが、コピーしても動かないというような、ちょっとしたその失敗という

部分のところに対して、自分で考えて、「あ、こうなんだ」という解決を見

いだす面白さという部分がすごくあった。そういう体験をしてそれを面白

いなって思う人たちがプログラミングの世界に出ていってもらいたいと

いうのが一番。 

 〇高校３年間では、ポートフォリオ的にアプリを作る時間もないでしょうし、

そうすると試験や資格に目がいきがちで、結果的に授業も試験や資格に

則っていかないといけないというのが実態。ただ、本来はその試験の目的

として、論理的思考（ロジカルシンキング）などが大前提できっとあるは

ずで、ただ、それを身につける過程での試験というものが、試験がまずベー

スになってしまっているっていう現状が、確かに難しい問題だなという風

に今お話を聞いて（感じた）。 

 〇そういったところの課題感を解決できるような、何かカリキュラムとか、

講座というものが展開できていけば、今後いいなという風に考えた。 

 〇前回の分科会で高校も VBA じゃなくて Python を授業で取り入れている

という話をうかがって、なるほどと感じた。Python が今後将来に向けて、

かなり有能な、かなりトレンドな言語だと思っている。 

 〇プログラミング嫌いについては、実際に組んですぐバンと見える、いわゆ

る JavaScript と CSS、HTML の組み合わせ、この辺りですぐに成果が見

えるような実践をなんとか取り入れていけると非常に良いのかなという

風に感じた。 

 〇プログラミングの勉強がどのように役立つかということに関しては、やは

り目標設定というところが非常に重要になると思うので、どういうところ

にプログラムが役立つのかというところを、しっかり教えて伝えてあげる

メッセージ性が大事かなという風に捉えている。 
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 専門学校 

 〇実際うちの学生も、基本情報技術者とか資格は持ってるが、プログラミン

グに入ると、コンパイルエラーがたくさん出てしまって、もう何度考えて

も分からん、っていう学生が、ちょこちょこいたりする。 

 〇技術については、企業に入ってからでも十分に身につくので、まずはしっ

かり高校、それから専門学校のところで、プログラミングに強い興味を持

つというところを、いかに育成するかというところが大事かな、という風

に感じたところ。 

 〇先ほどの意見の中にもあった、エラーになった時に思考が止まってしまう、

というのは、そうだなという風に思っていて、何をするにしても失敗して

止まってしまって、自分の思い通りにいかなくなった時に、次の解決策を

探すというのが非常に苦手なのかなという風に思う。 

 〇都城商業の商業科の課題研究に協力させていただいた。商業科ということ

で、情報には深くかかわっていない生徒で、実際、最初は「難しくて絶対

分からない」と言っていたのが、終わった後では「実際に動かしてやって

みたら分かりやすくて大変面白かった」という感想になってくれた、とい

うような感じで、やり方を工夫すれば、「分からない」という学生も、ちょっ

とは興味を持っていろんな授業に取り組んでくれるのではないかなとい

うのを 1 つ思った。 

 

 高等学校 

 〇検定の話がさっきあったが、フローチャートの問題で 1 回見ていただいた

ら分かるが穴埋め。企業側でフローチャートを作る、というようなイメー

ジとちょっと変わって、もっと思考力を高めるような問題。 

 〇最初からフローチャートを作って、それをとりあえずコーディングでやっ

て、うまく通ったなという確認するようなものがあるといいかなという風

に（思う）。多分、生徒は流れ図を作ってるというイメージはない。なんか

ちょっとイメージするような流れ図ではない、ということをまず伝えてお

きたいなと思った。 

 

 専門学校 

 〇簡単なグラフィックが描ける「P5.js」を使用したプログラミングの教材案

を作ってみたがどうか。 
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 高等学校 

 〇都城商業とかでもオープンキャンパス、体験入学でされているレベル。 

 〇導入には凄くいいなと思っているところなので、これがまあ 1 年生のいつ

するのかとなった時に、終盤に近かった時には、少し物足りなさがあるの

かもしれないな、というところをちょっと感じてるとこ。 

 〇トライアンドエラーを繰り返すことによって、少し達成感とかが得られる

教材ではないかなと思う。 

 〇1 年生は今ちょうど検定が 9 月に行われて、10 月からプログラミングを始

めていっている段階なので、その段階であれば、違う言語でちょっとこう

いうのもあるよというので、触れさせることもできると思うので、すごく

こういう教材は本校の実情として、今の時期に使うのであれば、非常にい

い素材になるかなという風に思っている。 

 〇正直ちょっとインパクトが薄いかなという風に。 

 〇前段階というか、早いうちに実施しないとなかなか効果が得られないかな

と思ったので、設定する時期によって違うのかなと正直思った。 

 

 企業 

 〇インパクトだったり、入りの部分っていうのは、非常に分かりやすくてい

いのかなと思う。 

 〇逆に最後のインパクトとして、もっとこれを極めると、こんなこともでき

るよ、みたいな、もうちょっと高レベルなところまで持っていって、最終

的に生徒さんたちは流石にでしょうが、まあ、いろんな構文もたくさん

使って、もっとこんなことができるよ、みたいな。 

 〇初期の入口としては凄くいいかと。 

 〇今後の発想というか、そこを生徒に任せるのか、ある程度こんなもの作っ

てほしいっていうお題を与えるのかっていうところで、先ほど話があった

通り、無限大だと思いますので、そういったところで、更に進化させたも

のを作るっていうところでもいいのかな、というのは、ちょっと考えたと

ころ。 

 〇要は「何をさせたい」のというところが大切だと思う。ただ動くよね、じゃ

なくて、「この円を左上から右下まで移動させてみてください」とかで、も

う全然コード全部コピーでもいいですと。ただ、左から右に動くロジッ

クって、どう作っていくの、ということが大切だったりする。 

 〇関数全部準備しててもいい。で、それをどう組み合わせて作っていくんで

すか、というところを考えてもらって、そこに多分いろんな可能性があっ

て、それで、「あ、この人はこう書いた」「けど、僕はこう書いてる」「どっ
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ちも上手くいくけど、じゃあ、どっちの方が上手く動いてるのかな」「効率

的なのかな」みたいな話し合いができる、であったりというのは、とても

いいだろうなという風には思う。 

 〇スクラッチとかものすごく僕は好きなんですよ。もうやり込めばものすご

く使えるというか、どんどん書ける。小学校からやっているし、もう立派

なアプリケーションまで作れてしまうみたいなところがあるが、多分どう

それを使って教えていくのかっていうところが大切。 

 〇もう少しレベル感を上げる、タイミングによっては、というお話もあった

ので、構文とか、応用編みたいなのを作っていく感じになればいいのかな

という風に思った。 

 

 専門学校 

 〇Python とか、高校のカリキュラムであまり影響がないのは 2 コマ、３コ

マなのかなと思っている。 

 

 高等学校 

 〇確かにどこでやるかという時期的な問題もあると思うが、今個人的な考え

で、1 年次ぐらいに、プログラミングの 1 つの言語をずっとやって、ある

程度のその二次元配列とか、今で言う全商の 1 級の流れ図程度までいった

後に、いろんな言語に 2 年次触れさせるとか、そっちの方が生徒たちは面

白がってやるのかな。 

 〇要するに基本的なアルゴリズムとか、その辺の勉強はある程度知って、2

年次どんどん色々ありますね、そのゲームもですよね、なので、そういっ

た中の 1 つに P5 入れたりとかしていけば、生徒たちも興味持ってやるの

かな。 

 〇今 3 年次の Python で、色々難しいことやってるけど、生徒にこっそり聞

くと 1 番嫌いな授業だと。 

 〇普通に小学校 2 年生の男の子たちがスクラッチとかすでに言ってる。かつ

流れ図というものが、どういうものかというのを、なんかロボットが歯磨

きをするために必要なものは何かとか、そういう最近どこかの商業高校の

研究授業で同じ内容やっていて、すごくやばいんじゃないかなと。 

 〇一番生徒の取り組みが良かったのは、HTML と CSS と JavaScript。自分

の好きなことを入れたオリジナルページを作らせたときに、放っておいて

も自分たちでやっていた。 

 〇Python の使い方は、データサイエンスだったり、結局ライブラリーの使い

方を教えることが重要で、プログラミングだったら別に JavaScript でも十
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分じゃないのかなという気持ちでちょうど揺れている。 

 〇「情報Ⅰ」自体も本当に単元で動いてるので、そんなにプログラミングが

普通教科にも入ったと言っててもそんな大したことはやっていなくて、時

間もそんなにないのであれば、都城商業は商業の「プログラミング」と「情

報Ⅰ」で、週 5 時間使える部分があるので、がっつり自分のウェブページ

を作らせるような教材とかがあっても面白いのかなと思ったりしてるの

で、そういう教材を一緒に何かしら作っていくことができればいいなと

思ってるところは感じる。 

 〇ちょっと私自身も今悩んでるところがあって、本当に Python でいいのか

というところも。やはり視覚でパッパ変わって、そこにアルゴリズムが

入ってというところの方が、食いつきがいいのかなと、今ちょっと思って

るところ。 

 〇やはり学校の実情として、延岡商業はかなり学力的に厳しい部分もあり、

少し高度なものとかを入れてしまうと、その時点で毛嫌いを出してしまう。

そういった部分で、他の学校の実情を考えると、色々複数教材を用意して

いただいた方がいいかなとは思う。 

 〇できれば 2 時間程度で終わるような形の教材で、何か基礎的なものとかの

導入とか、もしくは、提案いただいた P5 が多分初級とすれば、中級、上

級ぐらいの形の 3 種類ぐらい、教材を作成していただけるとありがたいか

なという風に思っている。 

 〇目的を明確にするというところで、何を目的にして生徒に学ばせたいのか。

自分たちで考えながら何か作っていくという 2 時間でもいいし、指定され

たものを作成していく中で何か学びがあるとか、発展的なものというか、

もっと凄いものを少しでもプログラミングに関わってコード入力してみ

て、なんか凄いものができたという経験でもいいと思うので、そこは目的

を、例えば、来年の 2 月にするならば、どういう目的でした方がいいので

はないかというようなのから決めた方がいいのかなと思う。 

 〇Python は、データサイエンスの部分で使わしてもらおうかなと。 

 〇商業高校はいろんな表を作ったり、表計算 Excel を使ったりするので、デー

タ分析というのが強みにならないといけないのかなと思っている。 

 〇なので、アプリを作ったりというのは全く考えてないので、こういう機会

に教材をいただいて、生徒に経験させたいという風に思ってるので、いろ

んな目的で教材があると嬉しいなっていう風に思う。 

 

 企業 

 〇今、高校の先生方、小学校、中学校でもプログラミング学習をしていって
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るのであれば、そういったものも有効に使うべきだなって正直思う。 

 〇先ほど僕もスクラッチを色々見たが、もの凄い作り込んでるものの内部の

アルゴリズム見れるじゃないですか。じゃあ、それを言語化して、話せる

人どれだけいるんだろうって結構大切。 

 〇それをじゃあプログラミングという言語でどう表現するかが Python だっ

たり JavaScript であったりっていう、それはしかも特性が違うだけ。 

 〇1 番大事なアルゴリズムの部分をどう言語化して作り込めるのかっていう

ことがまず大切で、それに対してどういうアプローチを取るのか、プログ

ラムとしてどう取るのかというのは、言語はあんまり何でもいいというと

ころから入ると、要は、その最終的に自分たちが思い描いているイメージ

を基に学習できるんじゃないかなと思う。 

 〇前回の分科会で、モブプログラミングという、特に新入社員で、OJT（オ

ン・ザ・ジョブトレーニング）の一環で、先輩と一緒にプログラムを見な

がら一緒に作っていく、みたいなのをやってるというお話をした時に、1

年生と 3 年生でやったらどうだろうかという話もあった。また、企業なの

か専門学校の生徒なのかと高校生の組み合わせっていうのは、非常にいい

学習の 1 つのアイデアなのかなという風に前回も思った。 

 

 専門学校 

 〇専門学校生と高校生のペアについては、個人個人の能力差とか、コミュニ

ケーション能力とか、個人差も大きいので、できる学生、できない学生で

差が出てくるかなという気はする。 

 

 高等学校 

 〇情報ソリューション科が新設されてから困っていることが、正直、「情報」

の持ち手がいない。 

 〇すごく、生徒に対する指導に関するモチベーションとかは全然あるし、指

導したいなというのはあるが、なんか、これどんどん進んで行った時の不

安感というのがものすごい。ここにいる先生が転勤したらどうなるんだろ

うと。商業の教員でもプログラミングを教えられるのは 2～３割くらい。 

 〇（先生向けに）やはりプログラミングの基礎的なコースがあってもいいの

かなという風に思う。例えば、検定で言ったら、プログラミング検定 2 級

ぐらいが教えれるようになるっていうか、内容を教えてもられるような

コース、プログラミング上級コースみたいなので、1 級が教えられるよう

になるというか。 

 〇やはり国家試験とか、IT パスポートとか、イラストレーターとか、動画編
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集とかは、なかなか教師も教える機会がないし、専門的にやってきた人も

少ないと思うので、そういう機会、一つのコンテンツ（ソフト）を一日追

求するような時間（研修）があったら嬉しいかなという風に思う。 

 〇私自身、内地留学（長期研修）で、宮情（宮崎情報ビジネス医療専門学校）

にお世話になったから、今、このような立場で指導ができるようにはなっ

ている。 

 〇まずは取っ掛かりを作るための基本的な、基礎的な研修をしていただける

とありがたいかなと思う。プログラミングの 2 級というか、初級的なとこ

ろを丁寧に教えていただく。 

 〇もう 1 つは、少し将来的に心配なのは、Python とかを使っていく予定な

んですけれども、なかなかそこのイメージが作れてないので、そういった

AI とかそういったコード的な情報の知識とかの指導について学習をして

いくようなコースがあるといいのかなという風に思う。 

 〇あまり高度なものばかりしてしまうと、その取っ掛かりがない先生とかは、

やはり参加されにくい。 

 〇初級からやりますみたいな形で、誰でも気軽に参加できますよ、というよ

うな内容からしていただけると、参加者がちょっと増えるんではないかな

という風に思う。 

 〇結局いつも研修に行く先生大体一緒。 

 〇特に普通科の先生たち、初めてプログラミングを教える先生たちは、すご

い今、手を上げてやらなくちゃいけない。共通テストも入ってくるという

ことで意気込みが違う。商業とはその辺が温度差を感じるというか。商業

の先生たちで、そういう新しいことを学ぼうという意欲が、最近あんまり

感じられないというところが、大変お恥ずかしい話なんですけど、現状そ

ういうところがあるなと。 

 〇言語に入る取っ掛かりっていうか、いきなりコード打って出来たねという

研修よりも、その教え方というか、そういう基本的なのを知らないから、

それ以上深く学ぼうとはしないのかなという風に思う。 
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6 第 4 回分科会（クリエイティブ系） 

（1） 実施概要 

○会議名称：第 4 回分科会（クリエイティブ系） 

〇日時：令和 4 年 10 月 20 日（木） 13：30～15：45 

〇場所：宮崎情報ビジネス医療専門学校 高等課程 

    クラーク記念国際高等学校連携校 宮崎キャンパス 4 階教室 

〇議事内容： 

 （1）第 3 回分科会の論点整理資料等について 

 （2）高校のカリキュラムにおけるクリエイティブ系科目の現状 

 （3）高 1 段階～高３段階でのクリエイティブ系の教育プログラムについて 

 （4）クリエイティブ系に関する先生向けの研修について（動画・映像関係） 

 （5）その他 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

 〇高校 1 年次のカリキュラムにクリエイティブ系を入れるのは難しい 

  ・授業を入れるとしたら「情報処理」の中→検定の絡みで長期は無理 

  ・PowerPoint の作成程度になるだろう 

 〇システム系では全商（全国商業高等学校協会）の検定があるが、クリエイ

ティブ系の検定がないため悩んでいる 

 〇クリエイティブ系の授業をやろうとして必ず出るのが、指導者不足 

 〇授業が（ホームページなどを）作ることを目的としている部分に偏ってい

る→もう少しマーケティング的な部分の要素が必要 

 〇論理的思考（ターゲッティング、分析など）の必要性 

  →「なぜ」を考えると、本質的な部分の理解力が早まる 

 〇最近よく使っているのが画面設定のデザイン等ができる Adobe の XD と

いうツール。XD も授業に取り入れてもらえると会社に入った時に役に立

つと思う 

 〇マーケティングというと難しく聞こえるが、ホームページを作るときの前

段部分となる顧客のニーズを掴んで、「何のために」作るのかが重要 

 〇きちんとした形の授業ではなくても、クリエイティブ系の内容に触れる機

会は大事 

  →高校 1 年次のビジネス基礎の一環でクリエイティブ系の講話も実施し

たい 

  →高校 2 年次からのコース選択時にクリエイティブ系のイメージができ

るように 
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 〇高校の教職員向け研修を実施し、12 月下旬にクリエイティブ系は動画・映

像系、システム系は Python の初級段階として、指導者の裾野を増やす 

 

 専門学校 

 〇クリエイティブ系は、現在の高校のカリキュラムの中には、明確な位置付

けがなくゼロベースからのスタート。その分いろんなやり方を考え、いろ

んな実証授業を展開していきたい。そのためのアイデアを先生方、企業の

方々からいただきたい。 

 

 高等学校 

 〇宮崎商業は、「情報処理」を 1 年次 2 単位、「ネットワーク活用」を 3 年次

3 単位学習させる。 

 〇3 年次の「ネットワーク活用」で、ウェブページの作成・発信、又は情報

コンテンツの画像・動画の作成、できれば EC サイトの作成と公開までい

けたら十分。 

 〇都城商業は、2 年生から情報数理類型と情報活用類型の 2 コースに分かれ

る。２年生の「ネットワーク活用」は教科書がまだなく、旧課程の「電子

商取引」の教科書を使う。3 年生になったときに（ネットワーク活用の）

新しい教科書があるか悩んでいる。 

 〇内容としては、HTML、画像処理、動画処理、最終的に自分のホームペー

ジを作り、その中でコンテンツを活かしていく授業にしたい。 

 〇延岡商業は、「情報処理」を 1 年次 4 単位、3 年次のビジネスコースで、

「ネットワーク活用」5 単位、2 年次に「応用情報処理」という学校設定

科目で情報Ⅰの内容をやる予定。「応用情報処理」は、システムコース、ビ

ジネスコースとも 3 単位ずつ履修予定。 

 〇3 年次の「ネットワーク活用」では、Adobe のソフト（Photoshop、Premiere 

Pro など）を利用した学習をできないか模索中。現 3 年生で、科目は違う

がテスト授業をしており、上手くいけば、今の 1 年生が 3 年次に、Adobe

のソフトを使ってやれるといい。 

 〇Adobe のソフトは、県から 5 年間（契約）と言われており、継続してやる

にはどうすべきなのか。5 年後どうなるのか。 

 〇富島高校は、現在 1 年生が「情報処理」4 単位で、プログラミング学習を

メインで行っており、クリエイティブ系の授業は行っていない状況。 

 〇2 年次から分かれるが、2 年次のメディアクリエイトで「情報デザイン」

の内容をしながら、Adobe 系ソフトの導入前として、オフィス系ソフトも

踏まえ、プレゼンテーションはできることを目標に、プレゼンテーション
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の作成及び WordPress を使ったホームページサイト制作から入っていく

予定。 

 〇3 年次の「ネットワーク活用」5 単位は、「コンテンツの制作と発信」の内

容を少し含む形で、静止画、動画、ウェブページ、WordPress を使い、コ

ンテンツを載せた上でホームページを実際に公開できるといい。 

 〇今、実験的に 2 年生の課題研究で、動画コンテンツの作成を行っている。

使用ソフトは After Effects で、生徒は学科問わずいて、サクサク使ってい

る感じなので、簡単なコンテンツを制作してどんどん広げたい。 

 

 企業 

 〇カリキュラム内容には特にないが、作ることを目的としている部分に偏っ

ているように思う。もう少しマーケティング的な部分の要素があるといい。 

 〇そもそもウェブサイトだけでなく、論理的な思考の部分、ターゲッティン

グや分析とかが、授業の過程になると非常にいい。 

 〇その方が「なぜ」ウェブを作るのか、「なぜ」クリエイティブをやるかの

「本質的な部分」の理解力が早まると感じている。 

 〇ツールの話で、クリエイティブで確かに Photoshop、Illustrator は使うが、

最近よく使っているのが Adobe の XD。ウェブ系だと大体そのツールを

使っていることがここ最近多い。 

 〇ある程度クリエイティブな部分も XD の中でできる。よっぽど、画像も表

現力を上げるには Photoshop だが、ワイヤーフレームみたいな画面設定す

るときは、Adobe の XD というツールを使ったりする。 

 〇Adobe 系で使うソフトの中から XD は必ず入れておいた方がいい。

Photoshop とかよりも使いやすく PowerPoint をいじっている感覚に近い。 

 〇ウェブ制作系のクリエイティブ会社は、大体 XD で画面設定をし、その中

である程度、デザイン系の表現として、お客さんと確認取ったりすること

が非常に多い。 

 〇ウェブサイト作成前、画面設定とか、もし授業でするならば、XD をベー

スに画面設定をやる講義や授業も入れてもらえればと思う。 

 〇より実践的なすぐ使える細かいことで、細かい写真の撮り方とか、共有

ツールやクラウドツールを日常的に日々作業で使っているので、可能であ

ればそういうことについても話として入れておくといい。 

 〇マーケティングというと難しそうに感じるが、お客のニーズを掴んで、何

のために作るのかとか、作る前段の部分である「何のために」を導入して、

お客様の悩みを解決するために作るといい。 

 〇ただただ作業として作るより、「何のために」という実践的なものから入
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り課題を解決する。そして、どうしたら課題が解決したというところまで、

アクセス解析とか、ここまでいって、初めてお客さんに喜んでもらって、

商品として成り立つという全体像を教えてあげると、少しまた視点が違う

のかなと思う。 

 

 専門学校 

 〇高校は、マーケティングに関して、商業マネジメント科が必修で取り組ん

でいる。情報ソリューション科は、選択で希望する生徒たちが取る状況と

なっている。 

 〇資料 12 のように、1 年次はクリエイティブ系に関して入れてないため空

白だが、入れた方がいいのではないかという方向で、検討している。 

 

 高等学校 

 〇カリキュラム上、宮崎商業は AI・データサイエンスを推していく方向性で、

カリキュラムを作り、クリエイティブ系は 3 年生でやると決めて動いてい

るので、1 年生に今から持っていこうとすれば、「情報処理」の中でやる。 

 〇3 年次の「ネットワーク活用」の中で、日情協（日本情報処理検定協会）

のホームページ検定を受けさせたいと考えている。 

 〇マーケティングの中で、何かクリエイティブなことと結びつけられないか

という感じがした。 

 〇今、マーケティングを教えているが、全体的なマーケティングという形で、

すごく幅が広くて浅い感じなので、ウェブの作成についてのマーケティン

グ、売れるためにはどうすればいいのかとかは必要かなと感じた。 

 〇高校段階で写真、動画の撮影編集で、この撮影がなかなか指導できない。

コンテンツの編集は簡単にできるが、いい写真、いい動画を撮るというは

難しいところがあるので、プロの方がどうしているのかすごく気になる。 

 〇クリエイティブ系の授業で、宮崎商業と一緒で、1 年次に入れるのであれ

ば「情報処理」。PowerPoint 程度になる。 

 〇本音は（クリエイティブ系も）1 年次からできるといいが、現状、「情報処

理」4 単位の中で、プログラミング学習を進めている状況、そこに隙間が

あるかと思うと、やはり苦しいのが正直。 

 〇2 年次からコース選択する中で、（プログラミングコースは）プログラミン

グ学習をしているので、どういうことをするのかイメージできる。だが、

メディアクリエイトコースは、結局イメージができないのが実状。コース

選択で生徒から聞いたが、消去法でメディアクリエイトコースを取ってい

る子も実際いた。しっかり学習したい子もいると思うので、進路選択も踏
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まえた上であるといい。 

 〇全商（全国商業高等学校協会）の検定の話で、プログラミングコースだと

（検定試験があるので）検定程度が見えてくる。それに対して、（検定試験

がないので）メディアクリエイトコースの検定どうしようかというところ

が、実際に出てきており、そこも踏まえた上で、3 年間の流れがあるとい

い。 

 

 企業 

 〇撮影とか動画撮影って確かに結構難しい。制作系、クリエイティブ系で取

材が入ったとき、ほぼカメラマンは外注が多い。基本的に制作会社で、カ

メラマンとか持っているところはない。 

 〇大それた機材が準備できないのは確かにあるが、逆に、身近にあるもの

（iPhone の 13 Pro とか）で、どうやって動画を撮るのかでも、十分授業

はできると思う。 

 〇写真とかの撮影の授業をするならば、専門のカメラマンや経験がある方に、

外部講師で入ってもらうのが 1 番いい。 

 〇コンテンツの集め方で、ウェブサイトはまず設計があり、設計の中で、こ

のウェブサイトは誰をターゲットにして、どういったことを伝えたいのか

というところから、情報を集めることが多い。 

 〇ただ単に情報集めというより、何を目的として情報を集め、それを何に情

報を伝えるのか、もしくはその情報を見て、どういう風に見た人が行動す

るのかを最初考えた上で、情報を集めましょうとか、こういう風なコンテ

ンツ情報を作っていきましょう、みたいなところが重要。 

 〇何かしらやれる範囲で、WordPress のテンプレートとか、ジンドゥーや Wix

とかを使い、ウェブに触れる授業をやるとか。 

 〇部活なのか夏休みの宿題なのか、実験的に興味があるチームで、何か課題

を与えて、ウェブに触れるとか、なにかしら一歩進むにはどうしたらいい

のか。 

 〇3 年生からでもいいが、クリエイティブも世の中はかなり進んでいってる

中で、高校 1、2 年があまり触れないっていのはもったいない。 

 

 高等学校 

 〇企業の方がおっしゃられるとおり、伝え方もしっかり勉強を。作るだけで

は意味がないので、作り方を教えるのではなく、効果的な表現方法とか、

ターゲティングとか、そういったとこも踏まえた上でやらないと学びは深

くならないと思う。 
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 専門学校 

 〇高校はコース選択をするときに、選択科目説明会というのを実施するが、

生徒たちに、クリエイター系の説明とか、イメージでどんな話をされるの

か。 

 

 高等学校 

 〇今までクリエイティブ系の授業を本格的にやっていないのが現状。やって

ないってことは教える側もいないのが現状。 

 〇他の学校はわからないが、こういうクリエイティブ系の授業を 2 年次に入

れましょうという時、必ず出るのが「誰が教えるの」。 

 〇システム系は流れができていて、1 年次から順序良くできるが、クリエイ

ティブ系はなかなか。そこを改善すべき。 

 〇2 年次に選択する際、うちの学校で言っているのは、プログラミングをや

りたい人はシステムコース。動画・画像編集したい人はビジネスコースに

行きなさいという程度しか、説明できてないのが現状。 

 〇この授業が苦手だったらこっちだよね、というような言い方をしてしまっ

ており、魅力的な説明ができているかというと自信がない。 

 〇やはり将来のことなので、そこを見据えた説明をしないといけないなと思

う。であれば、1 年次から興味を持たせるような授業をして、その先のこ

とを考えさせるというようなことをしないといけない。 

 〇宮崎商業は選択科目がクリエイティブとシステムではなく、マーケティン

グか情報セキュリティかの違い。その選択なので、経済系に興味がある子

はマーケティングを、情報セキュリティを学びたい子は情報セキュリティ

を取りなさい、という説明をしている。クリエイティブとシステムではな

いということだけ、ご理解いただきたい。 

 

 専門学校 

 〇プログラミング離れ、プログラミング嫌いを少しでも減らす。好きな生徒

を増やしていく。そして、結果（処理結果）がダイレクトにパッと分かる、

できたら目に見えて分かるようなものが欲しいということで、馬場先生の

方が、P5 を使った案を 1 つ紹介させていただいた。 

 〇学校の方で、この時期にこういう授業をやってもいいのではないかとかい

うのがあったら、教えていただきたい。 

 〇4 番の議題、クリエイティブ系に関する先生向けの研修について、高校側

の方から少しお聞きしたい。先生方にどういった研修を提供していけば、

この実証講座にプラスになるのか。 
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 〇8 月に Illustrator と Photoshop の研修をした。その中で期間的にもう少し

欲しいとか、いろんな意見があった中で、動画、映像系の研修をしてほし

いという要望が非常に多かったので、今年度もう 1 回、12 月に研修がで

きればと考えている。 

 

 高等学校 

 〇前回の研修内容を、生徒に 1 回指導した。すごく評判が良かった。 

 〇ぜひそういうスキルを高めていきたいと思う。 

 〇内容は、動画、映像系をぜひやってほしい。 

 〇企業から紹介のあった Adobe XD の方もぜひお願いしたい。 

 〇日程を早目に出していただくと、調整がしやすい。 

 〇XD でホームページは作れるか。 

 

 企業 

 〇正確に言うと XD でホームページは作れない。基本的に企業のウェブサイ

トは、システム化されていることが多く、その中のツールとして、Word 

Press とかでホームページ作るケースが多い。XD はあくまでデザインと

かをお客さんに確認するためのツールと捉えていただきたい。 

 

 専門学校 

 〇企業から、高校の先生たちが高校生に指導するのに、これはいいのではな

いかというのはあるか。 

 

 企業 

 〇どこまでを着地点とするのかによるが、まずは先生が学ばれて、生徒さん

に伝えたら喜んだということが、生徒さんが少しでも面白いという気持ち

が生まれたのならば、分かりやすい例で言えば、動画で 15 秒 CM を作っ

てみるとか。 

 〇発展系で WordPress とか、先生たちのスキルとして学ぶのはすごくいい。 

 〇クラウド系の学習できるツールで、フィグマ（Figma）っていうのがある。

多分海外の製品だが、最近日本の学校とかも色々それを使って学習してい

るっていう話を聞いたりした。 

 〇Adobe で言うところの XD に近いやつで、ちょっと楽しく学習できるって

いうところのツールとしてもだし、画面設計とか Adobe XD だと費用的に

使いづらいという会社とか、実はこの Figma を使って、クリエイティブ

やってたりする会社もあったりする。 
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 〇学校の先生と生徒は無料らしい。これも今後勉強しながら、教材の 1 つと

して考えてもいいのかなという紹介。 

 

 専門学校 

 〇都城商業の課題研究でクーポンを Web アプリ化したりすることに協力し

ている。そういったところでいろんな対応もできるかと思う。 

 〇クリエイティブ系の話を中心とした、ビジネス基礎の授業（実証講座）を、

今年度日程が合えば、分科会メンバーの企業の方、お二人にお願いして、

4 校もしくはお一人 1 校ずつの計 2 校で日程調整したい。 
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7 第 2 回実施委員会 

（1） 実施概要 

○会議名称：第 2 回実施委員会 

〇日時：令和 4 年 11 月 29 日（火） 16：30～17：30 

〇場所：ニューウェルシティ宮崎 

〇議事内容： 

 （1）事業の進捗状況等について 

 （2）意見交換 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

＜指導者の育成（教職員向けの研修会等）＞ 

 〇高校生は動画等の分野に一番関心があるが、指導者がなかなか育っていな

い。研修を受ける先生方の対象を、ポイントを絞って、より広く県内に広

がるための「コア」として、ぜひ活用させたい 

 〇「情報」の免許を持っていても、ブランクのある先生方等、IT の学び直し

（リカレント）を研修会等で行う 

＜実証講座・検証＞ 

 〇生徒たちは興味関心を持って好きにならないと勉強しない。企業の方の生

の声を聞く機会は興味関心を持たせるきっかけとして大事 

 〇IT 人材不足と言われているのはクリエイティブよりもシステム。高校生

は動画とかへの興味関心が高い。動画とかの方がわかりやすいので、動画

の方に興味を持って、プログラミングに興味を持ちにくい現状はわかる

が、社会から必要とされているスキルに少しずつでも寄せていった方がよ

い 

 〇実証講座をやって、高校生にとってどういう学びがあったかの計測が大事 

＜本事業のゴール設定＞ 

 〇この高専連携によって地域産業中核的人材が生まれ、そして、社会で役に

立ってる人材が、このスキームによって生まれた、ということが、何年後

かに起こる（認識の共有） 

 〇ゴールにより近い企業、または社会が求めているスキル、求められている

人材が具体的に何なのかというところにもう少し視点がほしい 

＜持続可能性について＞ 

 〇担当者や管理職が変わっても、さらには文部科学省の事業（補助金）がな

くなっても持続できる、信頼関係の構築 
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 専門学校 

 〇本日のシンポジウムも色々ありがとうございました。 

 〇第 2 回の実施委員会、今日は特別に、植上先生と日経 BP プロデューサー

の高津尚悟様にも、おいでいただいた。 

 〇日経ＢＰは、この事業の分野横断連絡調整会議で、全国 16 チームの全体

を俯瞰しながら、ご協力をいただいているお立場。 

 〇事業の進捗状況等についての報告をさせていただいた。皆さんのご感想と

か、ご意見を頂戴する。本日のシンポジウムについてのご感想も頂戴でき

たら。 

 

 県教育委員会 

 〇高校の先生向けの研修会の対象は、各学校でリーダー的な存在になり、そ

の後、他の先生方に広がるような（中核的な）先生方か。それとも、若い

先生方の個人の資質を未来に向けてつけることが目的か。 

 

 専門学校 

 〇高校の先生向け研修会はプレ分科会（事業受託前の 6 月に高校の先生方と

宮崎情報ビジネス医療専門学校で協議）で、非常に希望が多かった。 

 〇県内の学校にも全部紹介したかったが、今回は、（コンソーシアムの）4 校

に、対象の先生に関する条件は何も出さず、希望者で呼び掛け、8 名参加

（8 月に実施）。 

 

 県教育委員会 

 〇アンケートで高校生の一番興味関心がある分野は「動画」等一目瞭然。 

 〇生徒たちが 1 番学びたい分野の指導者がなかなか育っていかない、学びを

欲している生徒たちに与えられない。 

 〇研修を受ける先生方の対象を、ポイントを絞って、より広く県内に広がる

ための「コア」として、ぜひ活用させたい。 

 

 専門学校 

 〇12 月のクリエイティブ系の研修内容は、8 月研修時のアンケートで、高校

側の希望が非常に多かった「動画」と「映像編集」について行う。 

 〇システム系については、Python を指導できる指導者の裾野を広げ、人材を

育てていこうということで、まずは Python の初級段階を 12 月に計画し

ている。 

 〇高校の中核人材（教職員）を、県教委と連携して実施することは可能か。 
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 県教育委員会 

 〇高校教育課を通して、校長先生へのご相談という形で、連携し進めていく

ことは可能。 

 

 専門学校 

 〇次年度、早い段階で企画を立て、ぜひ裾野を広めてやれるように検討した

い。 

 

 高等学校 

 〇今、先生たちの人材発掘、育成については、非常に頭を悩ましている。 

 〇都城商業は、自治体との連携が非常に進んでいて、昨年度、都城市と「デ

ジタル関連事業に係る連携協定」を結んだが、コロナの関係でなかなか進

んでいない。 

 〇先生方に宿題で、高校生の知識をシンクタンク化し、1 年生から皆タブレッ

トを 1 つずつ持っていること、全校にあることも考えた時に、それを地域

にお出しできないか、今、自治体と協議してくれと話を始めてるところ。 

 〇都城商業は、宮崎県内の商業高校の中では情報が非常に進んだ学校だった

が、人事異動の関係で手薄になってきた。 

 〇地域企業や市役所、都城市役所には非常に強力な ICT 活用の能力を持っ

ている方がいるので、さらに連絡、連携をとる。 

 〇12 月 9 日から 21 日の実証講座も、学校間で連絡して研修できたらいい。 

 〇学校現場は、（先生によって）やりたい人と遠慮する人の差が大きい。変わ

らないものに対して、手をつけない雰囲気がいっぱいあるが、不易流行と

いう言葉のように、管理職の側が、そのあたりどう楔をさしていくか。 

 〇シンポジウムを聞いて、どういう人材を育てたいかなと、色々あるが、岡

田様や柳本様のような人材を育てたいと思う。 

 〇本物に接することは非常に大事で、生の声を聞かせることで、生徒たちが

興味関心を持って、今後やっていこう、という夢を与えられる。 

 〇好きにならないと勉強しないので、そのきっかけを、この実証講座で、本

物の方々が、実際目の前（対面）で話をしていただくと、非常に学校とし

てもありがたい、これを有意義な機会と捉えてやっていただければと思う。 

 〇商業系の学校は、（本年度から）将来の情報のスペシャリストを目指そう

と、新学科を立ち上げ、来年度からその 1 年生が 2 年生に上がった時点で、

クリエイティブ系とシステム系のコース 2 つに分かれ、それぞれの道を進

んでいく。新しくシラバス、教育課程表、今後の方針について今検討し、

それぞれの学校の特色が出てくる。 
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 〇教科「情報」を、普通科高校も取扱っていく場合、普通科系と同じような

勉強だけではアドバンテージがなくなってくる、どうするのか。 

 〇県下で、情報の免許を持っている職員をどのように配置していくか大きな

課題。 

 〇今日のシンポジウムのパネルディスカッションで、個人的に 1 番ショック

だったのは、コロナの関係で、看護師をしていた人が、何年かおいて、も

う 1 回復帰して、でもなかなかできずに、人の命を預かるという点で簡単

にはできないと考えていたこと。 

 〇私自身、授業しなくなって 10 数年経ち、10 数年のブランクがあって、果

たして教壇に立っていいのか、生徒に対して失礼じゃないのか。 

 〇看護師は人の命を預かっている。私たちは、人の人生を預かっていて、軽々

しく 10 数年ブランクがあいて、教壇に立って教える、それでいいのか。 

 〇自分も情報の免許は持っているが、今の時代に、10 数年前に取った免許は

全く役に立たない。いろんな先生方にいろんな形で、情報の免許とか取っ

てもらわないといけないと思う。 

 〇1 番の問題は、今の子供たちがおそらく死ぬまで、絶えず情報という、切っ

ても切れないもののために、何が必要かというと「切れ目ない教育」。 

 〇自分で学ばないといけないという「切れ目ない教育」がこれからは必要に

なり、その姿勢を作ってあげるのも私たちの役目。 

 

 企業 

 〇シンポジウムのパネルディスカッションの中で、生徒に「何するの」と聞

いたら、「ゲーム作りたい」みたいな話を生徒さんがしてるというのを聞い

て、お、やっぱり、という風に思った。 

 〇今、ゲーム業界をテーマにしたドラマをやっているが、主人公が恰好よく、

長髪でゲームを作る。そこを見た中高生など、ある意味、IT 企業という狭

い区切りではなく、ああいう業界もあるんだ、ああいうゲームのかっこい

いところもあるんだと、興味を持ってもらえる、いいきっかけ。我々も従

来のビジネス事業じゃなくて、そういったところにも目を向けないといけ

ないと思う。 

 〇富島高校と、12 月 9 日に実証講座をさせていただく。一覧表になったの

を初めて見て、うちだけ５コマで、踏ん張りすぎたかと思った。 

 〇元々毎年、工業高校などを受け持ってインターンシップをやっており、今

回は半日の短縮版でご提案させていただき、快くお受けいただいた。 

 〇インターンシップ担当と、高校を卒業した営業と開発と総務の３名の（若

手）社員も連れていって、生の声も聞かせながら組み立てていきたい。 
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 〇Python を使ったものもと思ったが、1 年生なので、まずノーコードでウェ

ブの画面が作れるツールで、画面自体を色々試行錯誤し、自分が作りたい

ものを作る。そして、これ以上作りたいと思ったら、こういうコードを作

らないといけないんだということが、少し理解、認識できる実証講座。 

 〇タブレットも、スマホもある。そこをうまく活用して、いい実証実験にで

きればいい。 

 〇生徒たちのやる気や、どうやったら興味を持たせるかで、生の声、企業の

声を聞くとか、本当に大事なんだろうなと思う。 

 〇MJC 含め、体験型もやるみたいで、何がきっかけになるかわからないが、

普段と少し環境が違う中で、こういったことに触れる機会が、生徒のやる

気、思いが持ち上がるのかな。 

 〇アンケート結果で、どういったタイミングで、本当に面白いと思ったのか

とか、興味を持ったのかも含めて、生徒たちの考えとか意見を吸い上げら

れると、本年度、来年度以降も、この事業の中に活かせるのではないか。 

 〇先生たちへの支援も、宮崎県情報産業協会としてできるところはしっかり

サポートしたい。 

 

 高等学校 

 〇資料 3 のプログラミングの教材開発ということで、こういった論点、討議

を基に、高専連携におけるプログラミング教材を開発していくのか。 

 

 専門学校 

 〇この討論結果がすべてではない。高校の先生と企業の方、そこに専門学校

も入り、生の議論、形式的な話ではなく、本当に膝を付け合わせて議論す

るような機会をぜひ作りたいと思い、こういう議論をした。 

 〇企業の方の出席が少ない中で、出た話の整理をした。 

 〇これがすべてとは思っていないが、色々ヒントになる論点は出てきた。 

 

 高等学校 

 〇全体の場でも言ったが「教材」。 

 〇興味持たせるとか、関心持たせるとか、作ってみたいなとか、工業はすご

くわかりやすい。ロボットや制御系なので、ものが動いたりとか。 

 〇商業はビジネス系、表とか、グラフとか、静的コンテンツの成果物。そこ

で、クリエイティブとうまく掛け合わせて動的なもので、アルゴリズムを

していくと、難しいといった生徒たちも、ちょっと 1 歩踏み出すのかな。

そのあたりを含めて、今後お願いできれば。 
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 企業 

 〇高専連携のゴール設定は、いわゆる高専連携によって、地域産業中核的人

材が生まれること。つまり、それは社会で役に立ってる人材は、このスキー

ムによって生まれた、ということが、何年後かに起こる、というのがゴー

ルという認識でよろしいか。 

 〇そうだとすれば、ゴールにより近い企業、または社会が求めているスキル

は、何なのかというところにもう少し視点がほしい。 

 〇今日の配付資料の内容は、高校生、専門学校生が何に興味を持っているか、

その興味を伸ばしてあげるためには、どういう先生方やどういう教材が必

要かという視点がちょっと強いかもしれない。 

 〇社会の中で必要とされてる人材で、IT 人材不足と言われてるのは、クリエ

イティブよりシステム。データサイエンティスト、AI が取り扱える人、プ

ログラミング、そして 1 番足りないと言われてるのは SE とか、プロジェ

クトマネージメントという上流工程に当たる人たち。 

 〇クリエイティブ系で、意外と私の活躍すべき場所がないかもと、5 年後ぐ

らいになるとかわいそう。出口の方で、社会側で求められている人材が具

体的に何なのか、1 年に 1 回ぐらい、データが取れるといい。 

 〇（アンケートによれば）専門学校生の興味関心はプログラミングが 1 位、

高校生だと動画。プログラミングが興味を持ちにくい現状はわかるが、社

会から必要とされてるスキルに寄せていくことを毎年、毎年、少しずつで

もしていった方がいい。 

 

 専門学校 

 〇元々堅い情報システム系の学校でずっと長年やってきて、ここに来て、

ちょっと柔らか系に半分シフトし、クリエイティブ系の学生、女子学生と

かに来てほしいという方向で仕事をしている。 

 〇当然、世の中に情報システム系のいわゆる技術者が、SE であり、プロジェ

クトマネージャーであり不足している。不足しているけれども、そこへ行

こうというのはなかなかいないという話。 

 〇介護なんかの世界はよく似た話。それほど酷くはないけれども、そのあた

りも、もう 1 回考えていきたい。 

 

 企業 

 〇クリエイティブとシステム、どうしてもこの仕組上分けないといけないの

だろうが、ウェブはシステムとも連動。1 番はお客さんにどう何を提供し

たらいいかを、総合的に判断して提供する。 
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 〇ホームページの裏にシステムが入る場合もある。Uber Eats みたいなシス

テムをオーダーされる場合は、ほとんどの作業がシステム。トップページ

のビジュアルで、動画がかっこよく動いてほしいと言われれば、映像が入

り、ミックス。 

 〇一応クリエイティブとして担当し講座はするが、そのあたりは総合的に話

をする。どれか 1 つだけではなかなか完結しない。 

 〇学生たち、今動画が 1 位、動画だけでお金になる働き方もあるが、動画だ

けではお金にならない。それが何か（ホームページなど）とセットになら

ないと商売、商品にはならない。 

 〇これを作りあげるためには、これと、これと、これと、これが必要だ。そ

の中で、あなたはどれが得意か今からゆっくり考えよう、といような高校

生のビジョンを伝えられるといい。 

 

 専門学校 

 〇今、鹿児島で、教室の大改装をこの年末にする。机と椅子が並んで、前に

黒板があるという授業、教室はやめて、壁に向かって、ズラッとコンピュー

タを並べて、壁に向かって生徒が画面を見る形で、真ん中に丸い楕円形の

島みたいなテーブル置いて、そこにも、学生自由に座れるようにする。 

 〇この発想は、デジタルハリウッドを見学し、こういうの、いいなと思った。 

 〇壁向いていても、先生が、はい、こっち、といったらパッと見るような授

業ができれば、少し小洒落た教室に行きたいという学生も結構今いる。 

 〇植上先生とパネルディスカッション、すごくいい催しだった。 

 〇普通科の先生もたくさん来て、普通科の先生も当然、次どこに異動するか

どうかわからない。専門学科かもわからない。ああいう話は、専門高校教

育担当がいるので、あんまり聞いたことなくて、普通科の高校生にも聞か

せていいのではないか。 

 〇岡田社長の話は、2 回ほど大宮高校で聞いている。今日は人材育成がどう

だっていうこと言われてすごく良かった。 

 〇今日シンポジウムは、朝天気の心配、参加者皆さん来てもらえるだろうか

と心配をしてやってみたところ、いいシンポジウムができたかな。 

 〇植上先生、高津さんも来ていただいてよかった。 

 

 有識者：高津尚悟氏（日経 BP プロデューサー） 

 〇資料 2 で、これから実施される実証講座、これ自体は非常にいいこと。た

だ実証講座である以上、講話で終わらせてはダメ。実際にやって、受けた

高校生がどういう風な、そこから学びがあったのかをアンケートを取るな
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り計測してほしい。 

 〇ぜひ生徒たちの、実証講座を受けた反応の部分を、きちんととるというこ

とを忘れないでいただきたい。 

 〇企業の話で、若手社員を連れていかれる。これ非常にいいこと。 

 〇高校生からすると、親の世代よりは、兄、姉の世代は結構大事で、自分の

等身大になる。ぜひ、そこがポイントになると思うので、できるだけ若い

社員の方を現場に出していただけるといい。 

 〇他の受託団体で、高校生と専門学校の学生を、一緒に混ぜてグループ作っ

てやらせる取り組みも、非常にいい結果が出ている。 

 〇2～3 歳上の人たちだと、数年後の自分たちのイメージがしやすくなるの

で、ぜひそういう意味で、専門学校の学生も上手く動員しながらやってい

くのが、1 つポイントになる。 

 〇資料 3～4 にかけて、3 で出た仮説に基づいてプログラムを作り、これを

実証授業としてやる。それに対して高校生がどう反応したのか、それを

フィードバックしてやるというのが、正しい PDCA の回し方。 

 〇実際に、その高校生どう思ってるのか踏まえた形でやってくことを意識し

ていただければ。 

 〇資料 4 の№7 が 1 番のポイントになってくる。動画に興味があるから、そ

れだけでいいのか、実際にはそういうものも全部取り込んだ形で、最終的

にお客さん、企業、中小企業の方々が望んでいる、求めている課題を解決

できるのかどうか。 

 〇IT まさに DX の世界。DX は、業務効率をいかに IT の力を使って改善す

るのかがポイント。そこに向けてどういう風に落としていくのか。 

 〇№7 のワークショップでは、生徒たちが課題を解決する。実際にそのツー

ルみたいなものを作り上げられることができる。いわゆる、何か自分たち

がやったものが形になる体験ができる。 

 〇高校生たちに、ぜひ企業が求めるもの、こういうものを作ってもらいたい、

こういうことは先々絶対役に立つからというもの、をうまく折り込んでい

くような形を取れば、№７の思いが結実できる。 

 〇高校の先生方のスキルの問題は、IT の学び直し（リカレント）をしていた

だければ、自信を持ってブランクがあっても教壇に立てる。 

 〇宮崎総合学院は、同じように文科省の事業で、DX の事業が今年から始まっ

た。DX で得た知見を、この高専連携の方に持ってくることは問題ない。 

 〇DX の事業の中で得られた知見を、いち早く高校生のところにどうやって

落とし込んでいくのか、そこは強みになってくる。 
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 有識者：植上一希先生（福岡大学人文学部 教授） 

 〇宮崎総合学院のお話を伺っていて、大変素晴らしいと思うのが連携。 

 〇専門学校を中核とした連携、高校、企業が積極的にかかわるっていうのは、

本当にすごいこと。これがどうして可能になっているのか、他の事業に関

しても、共有していきたいところ。 

 〇事業連携の持続可能性で、担当者、管理職が変わっても、文科省の補助金

がなくなっても、6～7 年後のことを考え、高校の先生向けに、企業の方々

と信頼関係を作りながら、研修教材、担当教員、講師をどういう風に、高

校と専門学校と企業が連携して作っていくのかが非常に大事なポイント。 

 〇この連携は、高校、専門学校、企業にとっても、大事なメリットになる。 

 〇高校と企業が非常にタッグを組みながらやっている中で、専門学校が、裏

方に徹している。 

 〇この高専連携しっかりやっていく上で、プロセス、特に高校のあとの専門

学校をどういう風に位置付けていくのか。 

 〇専門学校生や、専門学校の教員がどういう風に入り込んでいくのか。 

 〇委託事業を専門学校が回していくには、ある種の副次的なメリットも得な

いと持たない。その辺りはもう少し表に立たれてもいいのではないか。 

 

 専門学校 

 〇サステナブルで発展性のある、そういうプログラムにしていきたい。 

 〇先日のネット会議の時に植上先生言われたように、企業と高等学校の間、

繋ぎの役割を専門学校が果たしていくということも、我々の心の中にある。

そのため、今日そういうような形のご指摘をいただいたのかなと思う。 

 〇本当に今日は長い時間、シンポジウムからお付き合いいただいたみなさま、

心から感謝申し上げ、今回の実施委員会を終わりたい。どうもありがとう

ございました。 
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8 第５回分科会（合同） 

（1） 実施概要 

○会議名称：第５回分科会（合同） 

〇日時：令和 5 年 1 月 19 日（木） 13：30～14：40 

〇場所：オンラインにて（Zoom） 

〇議事内容： 

 （1）実証講座の総括 

 （2）次年度の実証講座に向けた方向性 

 （3）その他 

     ・高専一貫の教育プログラムのイメージ修正案 

    ・合同会議への高等学校参加の依頼について 

    ・高校生、専門学校生のアンケート結果 など 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

＜次年度の実証講座に向けた方向性＞ 

 〇2 年次からのコース選択の前にできるといい。 

 ○ワークショップについては、コマ数や設備（PC 環境や広さ）も検討課題。 

 ○1 コマだと一方通行になる気がしたので、生徒との意見交換の時間の工夫

が必要。 

 ○生徒との年齢差を考慮し、若手社員との意見交換やパネルディスカッショ

ンもいい。 

 ○半日・1 日のワークショップでクリエイティブ業界の面白さを体験。 

 ○時期の前倒しと対象者を絞った講座。ステップが上がっていく中での専門

学校との連携。 

＜希望者向けのワークショップについて＞ 

 ○8 月の夏休みに専門学校に生徒を集めて、企業も交えて深い内容を実施。 

 ○中核的人材を養成するためには、平均的なことだけでなく、より深い学び

を希望する生徒へ特化した内容も効果的。 

 ○システム系・クリエイティブ系の両方があるとありがたい。 

 ○12 月にある商研（宮崎県商業教育研究会）主催の生徒の研修会とマッチン

グしても良いかもしれない。 

 ○教育委員会としては、企業による講話で地元企業と高等学校とのネット

ワークの強化が図れる。年間指導計画や授業との兼ね合いを考慮。商研と

の連携ができればありがたい。 
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9 第 3 回実施委員会 

（1） 実施概要 

○会議名称：第 3 回実施委員会 

〇日時：令和 5 年 1 月 31 日（火） 13：30～14：40 

〇場所：オンライン（Zoom） 

〇議事内容： 

 （1）今年度の事業内容の総括 

 （2）報告書原案について 

 （3）その他 

 

（2） 意見概要 

意見の主なポイント 

 〇来年度以降の実証講座のアイデアとして、企業の社員と専門学校生が支援

に入りながら、高校生が企業の社員や専門学校生の生の声を聞けるとい

い。（企業） 

 ○最終的には「論理的思考」が学べるといい。（企業） 

 〇起業しなくても「起業家精神を養う」ことが必要。起業家精神があると、

答えのないところに答えを見つけられるのでは。（高校） 

 〇高校でもこれまで、外部の力を借りて授業や講座を実施してきたが、その

後のフィードバック、検証まではなかなかできていなかったので、今回の

検証結果を見て、変化がわかって非常にありがたい。（高校） 

 〇先日の新聞の記事で、真の DX、AI 人材とは、DX、AI の専門的、技術的

な知識、経験、スキルを持つ人材というよりは、それを使い、仕事のプロ

セスやビジネスをどう変えていくことができるかを発想豊かに想像でき

る人材であるということに腹落ちした。（高校） 

 〇目標達成のための目標・目的を細かくブレイクダウンし、それを生徒に提

示できると、より生徒も興味関心を持って積極的に取り組むのでは。（専門

学校） 

 〇（高校での実証講座に）専門学校生も一緒に協力しながらできるといい。

（専門学校） 

 〇連携の意義を考えると、子供達を真ん中において高校、専門学校、企業が

Win Win Win であってほしい。（行政） 

 〇コンソーシアムが非常に素晴らしい。例えば、これを縦の部分からまた横

の、さらに単科商業ではない商業系をもっている学校等にも汎用的に広げ

ていけるのか、あるいは工業や農業にも、こういう企業とのモデルを更に

広げていけるのか、そういうものもしっかりみていきたい。（行政） 
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