鹿島台商業高校のキャリア教育の取り組みについて（平成 26 年度）
２・３年生
総合的な学習の時間オリエンテーション
４月 ９日（水）
全学年において実施した。
本年度の進め方について，特に１学年は３年間の
１年生
キャリア教育についての説明をした。
４月１０日（木）
生徒指導サポーターおよびキャリアアドバイザー
の紹介も行われた。
場所：視聴覚室
５月 ２日（金） 就業体験報告会（６校時，２学年）
３年生が昨年１１月の就業体験の様子を報告した。

報告した就業体験先
ホーマック鹿島台店
クミアイ化学工業株式会社
老人保健施設松島みどりの家
遠藤水産株式会社
松島温泉湯元松島一の坊
大崎市役所鹿島台総合支所
５月２２日（木） 就職ガイダンス（３学年）
宮城県中小企業家同友会
「就職ガイダンス～業種・業界を知ろう～」
場所：仙台サンプラザホール
就職希望者を中心に９７名が参加。生徒の参加は
昨年度に引き続き２年目の試みであり，進路意識
の高揚につながり，大成功であった。
５月２３日（金） インターンシップ講話（２学年）
講師：生徒指導サポーター
竹中 悦郎
キャリアアドバイザー 佐々城瑞美
昨年度に引き続き，民間企業等における長年の
ご経験を交えながら，インターンシップの心構え
や準備など，実際の様子について大変有意義なお
話を頂いた。
５月３０日（金） キャリアセミナー（全学年）
特定非営利活動法人ハーベスト
代表理事 中山 聖子 氏 他
１年生対象と２・３年生対象に分けて実施。
全学年において少人数の講座別に実施。
全日制課程の高等学校で，全学年において実施
しているキャリアセミナーは本校のみである。
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６月 13 日（金）

進路ガイダンス（３学年）
講師：株式会社 ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
阿部有希子 氏 他
仙台大原簿記情報公務員専門学校
進路希望別（就職，進学）
就職希望者は模擬面接指導など実践的対策を行った。
進学希望者は，生徒個々の希望する進学先に講師をして
いただいた（東北学院大学，宮城農業大学校，東北文化学
園専門学校，仙台理容美容専門学校，ＳＥＮＤＡＩ中央理
容美容専門学校，専門学校花壇自動車大学校，専門学校デ
ジタルアーツ仙台，仙台総合ペット専門学校，仙台コミュ
ニケーションアート専門学校，仙台医健専門学校，仙台医
療福祉専門学校，仙台リゾート＆スポーツ専門学校，仙台
こども専門学校，仙台医療秘書福祉専門学校）。

７月４日（金）

７月４日（金）

７月１日（火）
～２日（水）
８月２６日（火）
～２８日（木）
９月４日（木）
～５日（金）
９月１１日（木）
７月１７日（火）

進路ガイダンス（１学年）
全体講話および進路別講話
講師：株式会社 ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
阿部有希子 氏 他
１年生全員に対する全体講話
進路希望別（就職・進学）講話
自己分析講座
進路ガイダンス（２学年）
全体講話および進路別講話
講師：株式会社 ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
阿部有希子 氏 他
進路ディスカッション（大学・専門学校・就職各
分野によるパネルディスカッション）
進路希望別での講演（就職・進学・公務員）
模擬面接指導（３学年 全４回）
第１回 ３年生全員，一人３０分，グループ面接
第２回 ３年生全員，一人３０分，個人面接
第３回 ３年生就職・進学希望者，一人 15 分，個人面接
第４回 ３年生就職希望者，一人 15 分，個人面接
本校では，他校に例のないほどの模擬面接全体
指導を年４回実施している。この他に，夏休み中
をはじめ進路ガイダンス等で面接対策を実施。
高校生の就職を考える保護者セミナー（３年生全員）
（主催：宮城県教育庁高校教育課キャリア教育班）
講師：桑名 暢 氏（キャリアプランニング株式会社
代表取締役，特定非営利活動法人仙台進路指導塾代表理事，
本校キャリア教育推進協議会委員）

保護者３名も参加した。３・４校時実施。
７月２４日（水） 平成２６年度 第１回キャリア教育推進委員会
①平成２５年度キャリア教育推進協議会活動報告
②主な研究成果，検証結果
③平成２６年度キャリア教育に向けての推進事業計
画案について
④第２回キャリア教育推進委員会に向けて
⑤意見交換
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７月１６日（水）
７月２３日（水）
７月３０日（水）
７月３１日（木）

合同企業説明会（３学年）
（７月１６日（水））石 巻（石巻市総合体育館）
（７月２３日（水））塩 釜（塩釜市体育館）
（７月３０日（水））古 川（大崎市古川総合体育館）
（７月３１日（木））仙 台（仙台市体育館）
延べ８９名の生徒が参加し，進路選択に役立てた。

７月３０日（水） ３年生出校日における外部講師指導など
８月 ５日（火）
講師：株式会社 ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
８月１９日（火）
内容：進路希望別（就職，進学，公務員）
履歴書指導，模擬面接指導，応募書類関係の指導
オープンキャンパスについての指導 など
※８月５日（月）は，校内の先生方のみで指導に当った。

９月５日（金）

就職進学出陣式（３学年）
決意表明 生徒代表 就職志望者代表
進学志望者代表
学校長激励の言葉（学年主任挨拶）
進路指導部長挨拶

９月１９日（金） 就業体験 事前指導「ビジネスマナー講習会」
対象：２学年全員 （５・６校時実施）
講師：福島学院大学短期大学部
教授・情報ビジネス科長 小松 由美 氏
①なぜインターンシップを行うのか
②「働く」とはどういうことか
③企業が求める人材
④職場での振る舞い方
⑤インターンシップを今後の進路選択に役立てよう

９月１９日（金） 「ビジネスマナー実技講習会」
講師：福島学院大学短期大学部
教授・情報ビジネス科長 小松 由美 氏
対象：２学年「課題研究」秘書概論受講者２２名
時間：１５時５０分～１６時５０分
今年度新たな試みとして，秘書サービス接遇関係
専門家である小松由美先生より，ビジネスマナーの
初歩について直接ご指導頂ける貴重な時間となっ
た。小松由美先生は，秘書検定・サービス接遇検定
の面接試験委員や「ＨＥＳ会員（注）
」としても著名
な先生である。
この時間では，実技を繰り返しご指導頂きながら，
お辞儀や歩き方・表情・言葉遣いなどが少しずつ変
化し，自信ある表情に変化している生徒達の表情が
強く印象に残った。
「（注）ＨＥＳ（ヒューマンスキル・エッセンティア・
セクション）会員：実務技能検定協会のビジネス系
検定いずれか２検定の１級（電話は実践級）合格者」

-3-

10 月７日（火）

企業見学（１学年）
（クラスごとに現場見学・講話）
光電子株式会社（１組）
株式会社東北イノアック小牛田工場（１組）
ケイテック株式会社（２組）
ＹＫＫＡＰ株式会社（２組）
みちのくミルク株式会社（３組）
ポラテック株式会社東北工場（３組）
10 月 29 日（水） 未来のしごとがわかる専門学校ガイダンス
（宮城県専修学校各種学校連合会 主催
１・２学年 進学・公務員希望者 参加）
進学及び公務員希望者の進路意識を高めるために
進学・公務員希望者が多数参加し，真摯な姿勢でガ
イダンスに臨んでいた。
延べ２９名が参加
10 月 16 日（木） 合同企業面接会（３学年）
11 月６日（木）
11 月 ６日（木）仙 台（仙台サンプラザ）
11 月 27 日（木）
11 月２７日（木）仙 台（仙台駅前アエル）
10 月１６日（木）古 川（大崎市古川総合体育館）
延べ１９名が参加

10 月 31 日（金） 高校生の就職を考える保護者セミナー
（１学年生徒全員及び保護者対象，主催：宮城県教
育庁高校教育課キャリア教育班）
講師：桑名 暢 氏
（キャリアプランニング株式会社代表取締役，特定
非営利活動法人仙台進路指導塾代表理事）
「高校卒業後の若者を取り巻く環境と保護者として
できること」
10 月 31 日（金） 就業体験出陣式（２学年）
学校長激励の言葉
２学年主任挨拶
進路指導部より
・最終オリエンテーション
・諸注意及び諸連絡
11 月５日（水） 就業体験（２学年）
～11 月７日（金）
２年生７９名
３０事業所
（今年度は，全国産業教育フェアが宮城県で開催さ
れた関係上，１０名を超える生徒が運営補助員とな
ったため，やむを得ず参加できなかった。）
「総合的な学習の時間」
（１単位）における指導
今年度より進路指導部主幹として初年度であっ
た。販売やサービス等の職種など民間の事業所を中
心に，将来の職業観・勤労観の育成や働く意義・意
識の高揚に重点を置いた取り組みを行った。
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11 月 15 日（土） 販売実習（１学年）
11 月 16 日（日）
商業科「ビジネス基礎」における指導
場所：イオン古川ショッピングセンター
１年生の代表生徒１５名が参加。
高校生が商品開発に携わった「仙臺サイダー」
「た
まげ大福だっちゃ」などを特設したブースで販売し
た。また，３年選択「商業技術」開発の「パリもち
スティック」の試作品の販売も同時に行った。
12 月４日（木） 起業家教育 宮城大学学生チューターによるご助言
「大崎市に関する課題解決策を考える」
宮城大学事業構想学部
宮原ゼミナール所属の学生５名
対象：３年１組～３組（各２時間）
高校生の班ごとのミッションに対して，大学生か
ら直接ご助言を頂く貴重な機会であった。
12 月５日（金） 進路ガイダンス（１学年）
５校時：全体講話
６校時：職業別分科会①，職業別分科会②
講師：株式会社ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
各高等教育機関の皆様方

12 月 15 日（月） 古川ハローワーク個別面談・ハローワークガイダンス（未内定者全員対象）
～12 月 17 日（水）
古川公共職業安定所 学卒部門 学卒ジョブサポーター ３日間とも２名
12 月 19 日（金） キャリア教育セミナー（３学年）
「将来の家計・金融関係について」
講師：ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
仙台お客様サービスプラザ
東北エリア担当
佐藤 一秋 氏 他
わかりやすい口調で，高校卒業後の人生設計をす
るにあたり，必要不可欠なお話を数多く頂戴した。
１０年後・２０年後の自分を考えるキッカケづくり
にも役立つ内容となった。
平成２７年
高校生の就職を考える保護者セミナー
１月９日（金）
（２学年生徒及び保護者対象，主催：宮城県教育庁高
校教育課キャリア教育班）
講師：桑名 暢 氏（キャリアプランニング株式会社代
表取締役，特定非営利活動法人仙台進路指導塾代表理事）
「高校卒業後の若者を取り巻く環境と保護者としてできること」
２学年生徒及び保護者対象として，社会人として今するべきことに
ついてわかりやすくお話を頂いた。

平成２７年
古川ハローワーク個別面談・ハローワークガイダンス（未内定者全員対象）
１月１５日（木）
古川公共職業安定所 学卒部門 学卒ジョブサポーター
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平成２７年
キャリア教育講話「資金管理について」（３年生対象）
１月１６日（金）
講師：進路指導部
引地 功 教諭
自らファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持
たれていることもあり，これからの長い人生を見通し
た資金計画等についてお話を行い，社会で役立つ内容
となった。特に，年金や保険のお話についてわかりや
すい説明があり，社会生活上知らないといけないお話
ばかりであった。
平成２７年
電話応対に係わるビジネスマナーセミナー
1 月２０日（火） （２学年「課題研究」秘書概論受講者２２名）
講師：声と話し方コンサルタント フリーキャスター
赤間 裕子 氏
（公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会宮城支部）
アナウンサー等のご経験も豊富な赤間氏から，実践
的なロールプレイングも行っていただき，電話応対も
含めてのビジネスマナーの大切さをご指導頂き，生徒
一人一人がとても有意義な時間を過ごしていた。

平成２７年
第８回キャリア教育優良教育委員会，学校及びPTA
1 月２１日（水） 団体等文部科学大臣表彰式・キャリア教育推進連携
シンポジウム
表彰式：国立オリンピック記念青少年総合センター
国際交流棟国際会議室
シンポジウム：国立オリンピック記念青少年総合セ
ンターカルチャー棟大ホール
本校からは，教頭・進路指導部長（協議会事務局）
の２名参加(表彰状授与は教頭)
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平成２７年
キャリア教育講話（２学年）
1 月２１日（水）
講師：生徒指導サポーター
竹中 悦郎
キャリアアドバイザー 佐々城瑞美
キャリアアドバイザー 相川 和男
生徒指導サポーター・キャリアアドバイザーの
ご紹介を行った。そして，これからの就職活動を
中心としたキャリア教育・進路指導の流れとその
ポイントについて，実際の様子も含め大変有意義
なお話を頂いた。２月以降に行われる２年生全員
対象の生徒指導サポーター・キャリアアドバイザ
ー面談に向けても兼ねて実施した。

平成２７年
みやぎ高校生入社準備セミナー（３学年）
１月２３日（金） （宮城県教育委員会（高校教育課）,宮城県,みやぎジョブカフェ主催）
「社会人としての心構え＆マナー講座，社会人のト
ラブル予防＆お財布講座 他」
講師：仙台青葉学院短期大学准教授
東北大学・東北学院大学・山形大学講師，
社会保険労務士
小形 美樹 氏 博士（経営学）
主に社会人としての心構えやビジネスマナーにつ
いて，実際の場面を取り上げながらわかりやすくご
指導頂くことができた。
平成２７年
学習成果発表会
１月２９日（木）
発表：１年 企業見学報告
２年 就業体験報告
３年１組～３組（１８班）
場所：鎌田記念ホール（大崎市鹿島台）
本校のキャリア教育推進の目玉となる発表会は，
生徒たちにとって有意義な時間であった。
平成２７年
平成２６年度 第２回キャリア教育推進協議会
１月２９日（木）
①平成２６年度キャリア教育推進事業について
本年度の事業計画，各学年の取り組み
「総合的な学習の時間」について，その他
②平成２７年度キャリア教育推進事業について
事業計画，「総合的な学習の時間」について
その他
平成２７年
キャリア教育講話「労働法について」（３年生対象）
１月３０日（金）
講師：生徒指導サポーター 竹中 悦郎
長年の社内教育のご経験も交えながら，生徒が卒
業後遭遇する労働法についてお話を頂く予定であ
る。プレゼンテーション資料によりとてもわかりや
すく，社会で役立つ内容となる見通しとなっている。
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平成２７年
卒業生との懇談会（１・２年生対象）
２月１３日（金）
講師：本校平成２３～２５年度の卒業生２２名を
５・６校時
招いて実施した。
（就職２１名，進学１名）

平成２７年
外部指導（１年生対象，職業希望別）
３月１６日（月）
株式会社 ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
３・４校時
２年生の就業体験や３年生での進路選択の参考
となるよう，職業別模擬体験授業などを実施し，
実際の職業における現状を実技も交えながらご
指導頂いた。
平成２７年
外部指導（２年生対象，進路希望別）
３月１３日（金）
株式会社 ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
１・２校時
就職：面接指導（少人数面接練習）など
大学短大：模擬授業
専門学校：分野別体験授業
公務員：受験対策
平成２７年
キャリア教育セミナー（２学年）
３月１６日（月） 「進路に関わるお金の話」
４校時
講師：株式会社 ＨＥＸＡ 進路サポート事業部
竹田 昌隆 氏
就職・進学にかかるお金について，車・税金・年金等について
奨学金について，高卒と進学後の給料の差，進学のメリット

３学年対象
その他 キャリア教育講話
４月２５日（金）
５月 ２日（金）
講師：生徒指導サポーター
竹中 悦郎
７月 ９日（水）
キャリアアドバイザー 相川 和男（1 月～）
10 月３１日（金）
キャリアアドバイザー 佐々城瑞美
11 月２８日（金）
キャリアアドバイザー 和田 容子(～12 月)
平成２７年
１月 ９日（金）
長年の社会人でのご経験も交えながら，進路達成
他
のための対策のみに留まらず，高校卒業後の長い人
生を見通した貴重なお話を数多く頂戴した。
２年生対象
平成 27 年１月中

-8-

