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1．はじめに
　2014（平成26）年４月より専門学校にお
いて「職業実践専門課程」がスタートした。
2015（平成27）年６月には、文部科学省（以後、
文科省）は教育研究機関である大学、短期大学
等に「職業教育学校」の創設を発表した。これ
により大学、短期大学は新たに「職業教育学校」
が、学校あるいは学部として４年後の2019（平
成31）年にスタートすることになるのである。
　これまでも、資格取得を打ち出している大学・
短期大学があり専門学校化する（赤松2015（１））
教育研究機関はあった。しかし今後、大学・短
期大学は、「職業教育」を教育研究とともに核
として前面に出し行うようになって来る。した
がって、専門学校の「職業教育」は、大学・短
期大学における「職業教育」とどのように違う
のかが問われる状況になって来ることが推察さ
れる。　　
　職業教育については、2008（平成20）年、

教育基本法、学校教育法が改正され、「職業教
育・キャリア教育」として盛り込まれた。小・
中学校の義務教育において、また高等学校、大
学・短期大学、高等専門学校においても職業教
育・キャリア教育が取り組まれるようになった。
これには、産業構造の変化と知識基盤社会の到
来により求められる能力に変化が出て来たこ
と、労働力需要と就職希望者間でのミスマッチ
が多いこと、非正規雇用の若年や低学歴者の格
差が拡大していること等が背景にある。しかし、
何よりグローバル化が背景にあり、先進諸国で
の仕事は高い生産性を求められるようになって
来ている。このような社会背景から、将来のキャ
リアを考え、職業について知り、職業体験など
を通して学ぶ必要を子どもたち自身が認識する
プロセス、自尊感情、自己肯定感、自己効力感
を感じることができるような経験が必要（小杉
2011（２））と指摘されていることからも、職業
教育・キャリア教育の必要性が謳われるように
なって来たのである。

　抄　録
　1975（昭和51）年創設された専門学校は、以来40年間資格取得を主眼とした職業教育を行って来た。
しかし、2014（平成26）年4月、文部科学省より、職業実践教育に特化した専修学校専門課程（専門
学校）が「職業実践専門課程」として認定され、専門学校の新たな職業教育制度がスタートした。
　本稿は、専門学校に求められる新たな職業教育とはどのような教育をいうのかをA専門学校の文書
処理教育を事例として考察した。その結果、職業に従事するために必要な力を育成する新しい教育が
必要であり、教育展開法としては学生自らが考えること、調べること、発表をする等の能動的学修
Active-Learningが重要であることが明らかとなった。

専門学校に求められる新たな職業教育に関する一考察
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　このような社会状況の中、創設以来40年間
職業教育を学校教育として取り組んで来たのは
専門学校である。しかし、2013（平成25）年
８月30日、専修学校専門課程（専門学校）に
対し、文科省より「職業実践専門課程」が告示
され、翌年３月認定校が公表され制度がスター
トした。2015（平成27）年３月には２度目の
認定校が発表された。周知の通り、専門学校
は、1976（昭和51）年専修学校制度が創設され、
以来資格取得を主眼とした職業教育を行い、一
定の評価のもと発展して来た経緯がある。しか
し、新たな職業教育制度がスタートしたことか
ら、これまでの職業教育とは違った職業教育を
文科省から示され要請されたと受け止めること
ができる。なぜ、一定の評価のもと発展して来
た専門学校の職業教育に対し、新たな職業教育
を打ち出されたのか。
　本稿は、これまでの専門学校における職業教
育についてどのような教育をなされて来たか。
また、県知事認可の専門学校に対し文部科学大
臣が認定する「職業実践専門課程」の制度はど
のような職業教育を求めているのか。そして、
諸機関は特に経済産業省（以後、経産省）、日
本経済団体連合会（以後、経団連）、中央教育
審議会（以後、中教審）はどのような力を学校
に求めているのか。これらのことを踏まえ、A
専門学校の学生に文書処理教育を試み、専門学
校に求められる新たな職業教育について考察し
た。

2．これまでの専門学校における職業教育
　専門学校の教育目的は、学校教育法124条に

「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成」
とある。その目的を実現するために、専門学校
は創設以来資格取得を主眼とした職業教育を
行って来た。
　専門学校における資格取得教育は、簡潔に述

べれば、資格試験に合格することが目的とした
指導教育ということができる。具体的には、当
該試験に係る事柄を記憶インプットさせ、それ
にかかわる問題を解くアウトプットの繰り返し
として答練を行い、合格へ導く教育ということ
である。　
　資格取得教育は、「資格を取得させるためだ
けの指導に陥りやすい」（３）と言われているよう
に、資格試験に合格するということが前提に
あり、合格する方法を指導するといった教育に
なっているのである。学習当初から模範文や例
文が用意され、指示に従って進めていくといっ
た形式の指導であり、資格試験に合格するため
の知識獲得、繰り返し学習の教育なのである。
そこには、学生が学修するにおいて、白紙・ゼ
ロの状態から試行錯誤、調べ考え工夫を繰り返
し、成果物をつくりあげるというようなクリエ
イティブな教育活動はないのである。
　ここで資格取得教育について、専門学校のど
の分野においてもカリキュラムに入れられてい
るコンピュータのソフトウェアの１つである文
書処理と表計算処理を取り上げ、資格試験の内
容及び資格取得教育がどのような方法で行われ
ているかを見てみる。
　文書処理資格試験や表計算処理資格試験は、
民間資格試験で多くの主催団体があり難易度に
も違いがある資格試験である。文書処理資格試
験は、「ワープロソフトなどを使いこなす操作
技術や知識、日本語のビジネス文書を作成・起
案する能力や知識、ビジネス実務に関する知
識」（４）などを判定する検定試験である。また、
表計算処理資格試験は、「グラフ・マクロなど
の機能を使用し、ビジネス社会で要求される表
計算処理の作成能力とビジネス実務への展開能
力」（５）などを判定する検定試験である。
　文書処理検定試験であるが２種類の試験を課
している。１つは、模範文書を10分間に規定
文字数以上を正確に入力できたかが問われる入
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力能力試験である。（図１）２つ目は、30分間
で指示問題にしたがって文書を追加・削除・修
正を含め編集を行う文書作成能力が問われる試
験である。（図２）表計算検定においても指示
問題に従って40分で表を完成させる試験であ
る。（図１）
　

　

　これらの資格試験に共通することは、模範文
書が提示されること、追加・削除・修正等の指
示問題が出され、それにしたがって文書なり表
を完成させることである。つまり、受験者が自
身で考えて創作、編集完成させるという活動は
ない。試験がこのような形式であるので、資格
取得教育においても、いかに時間内に模範文書
通りに、また指示問題通りに解答できるかを指
導訓練する教育ということになる。学生は、模
範文書通りに時間内に正確に入力することを、
また指示問題にしたがって文書なり表を完成で
きるように繰り返し練習を重ねるのである。そ
して、それらを繰り返すことにより規定時間内
にできる力がつけば合格できるのである。「な
ぜ」「どのようにすれば」「よりよいものにする
には」といった疑問に感じることや考えること、

工夫をするといったことを要求される文書処理
や表計算処理はない。試験に合格するにはむし
ろ疑問に思うことや考えること、工夫をすると
いったことは時間の無駄であって必要もないの
である。
　文書処理検定２級合格者を例にすれば、10
分間で500文字を原稿通りに入力できる力と30
分間で指示問題にしたがって文書を編集するこ
とができる力があると主催団体が認めた者とい
うことである。もし文書処理検定２級合格者が、
模範原稿がなく、何らかの課題で社内文書なり
社外文書なりを作成せよと命じられ、自身の力
で依頼された主旨で文書が作成できないという
ことであれば、資格を持っていても期待に沿う
仕事ができない、職業実践力がないということ
になる。
　採用試験において、企業等が文書処理検定２
級・３級、表計算検定２級・３級を採用条件の
一つに挙げている場合がある。資格の２級・３
級保持者であれば、「資格取得は就職につなげ
ること（もしくは現在の企業等の中で、獲得し
た知識・スキルが活用できる業務に従事するこ
と）が期待されていることが多く」（６）と言われ
るように、文書処理や表計算の知識・技能があ
り、仕事を命じた場合にスムーズに仕事をして
もらえるだろうとする期待を込めた採用条件で
あろう。決して取得している資格通りに30分
間程度の短時間で仕事を完成してもらうという
ものではないはずである。
　これらのことからも分かるように、資格取得
教育は、資格試験で行われていることと同じよ
うに、指示されたことや問われたことに対し時
間内に正確に答える練習を繰り返すという教育
に陥りやすくまたそれが専門学校の資格取得教
育として成しているということである。本来の
資格取得教育は、「その教育内容の一部に関連
するものであり、将来の職業を展望させる上で
必要」（７）なものであるが、専門学校の資格取得

図1　文書処理能力検定試験問題級別出題区分表
実技試験 2級 3級
ワープロ
1．入力 10分 10分
2．文書作成 30分 30分
表計算
1．表及びグラフ作成 40分 40分
出所：全国経理教育協会　検定試験の手引（平成25年度）P61より抜粋

図１ 文書処理能力検定試験問題級別出題区分表

図2　文書処理能力検定試験問題級別出題区分表
3級 2級

用紙はA4判を縦に用い、横書き1行40字で出題する。
解答は出題問題と同一のものを作成すること。
漢字・仮名混り文（漢字率40％以下）

300字 500字
指示された文書を指示に
従って適宜レイアウトして
作成
追加・削除・修正を含め
る。※簡単な表を含める

出所：全国経理教育協会　検定試験の手引（平成25年度）P63抜粋

実技試験
ワープロ
1．入力
2．文書作成
表計算
1．表及びグラフ作成
出所：全国経理教育協会　検定試験の手引（平成25年度）P61より抜粋
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図２ 文書処理能力検定試験問題級別出題区分表
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教育は、前記したパソコンのソフトウェア資格
試験を代表するような実技教育においても、国
家試験クラスの知識を問われる教科教育におい
ても同じである。「検定合格のためには、やは
りテストの繰り返し、トレーニングが一番最適
である。また、過去問題を見てみると、よく出
題される分野が分かってくる。」（８）と言われて
いるように、資格試験に合格させることを目標
にして、多くの過去問題を解き、傾向と対策を
施し、誤り間違いを少なくし正答を多くする繰
り返し答練教育を行うのが資格取得教育という
ことになっているのである。
　このように資格取得を主眼として職業教育を
展開して来た専門学校に対し、文科省は、職業
実践教育を求め「職業実践専門課程」制度を創
設した。文科省が制度化した「職業実践専門課
程」の職業教育とはどのような教育をいうので
あろうか。

3．職業実践専門課程が求める職業教育
　2013（平成25）年８月30日、文科省より「職
業実践専門課程」が告示された。この告示は、
これまでの専門学校の資格取得を主眼とした教
育についてはいろいろな評価（専修学校の振興
に関する検討協議会2008（９）、中教審2011（10））
がある中での告示であった。
　職業実践専門課程は、「職業に必要な実践的
かつ専門的な能力を育成すること」を目的とし
て、実務に関する知識、技術及び技能について
組織的に教育を行うことが示されている。そし
て、目的を達成させるための具体的な内容とし
て、１つは、企業等との連携体制を確保し、授
業科目の開設その他の教育課程の編成を行うこ
と、つまり専門学校は企業等からの要請を聞き、
実践的・専門的職業教育を実施することという
ことである。２つ目は、実習、実技、実験又は
演習の授業を行うこと、つまり企業等で受ける

実習や校内での実習・演習指導においての学生
指導や学修評価等に関して、企業等と連携体制
を確保することとしたのである。そして、３つ
目は、教員に対し実務に関する研修を行うこと
を打ち出している。これは、実務経験のない教
員や実務から離れ遠のいている教員に対し、企
業等と連携をして職業に関連した知識・技術・
技能、指導力等の修得や向上を考慮して研修機
会を確保することとしたのである。
　「職業実践専門課程」における文科省が求め
る職業教育を端的に述べるならば、企業等との
連携体制を確保して職業実践力に重点を置いた
教育をするというものである。つまりこれまで
の専門学校の資格取得を主眼とした職業教育に
ついて、企業等との連携体制を確保し、産業界
のニーズに即した職業教育を行うよう促し、そ
の教育を担う教員の研修機会を確保し教育の向
上を図ることとしたのである。このことが可能
である専修学校の専門課程に対し「職業実践専
門課程」として文部科学大臣が認定をするとい
う制度である。
　では、企業等との連携体制を確保し、産業界
のニーズに即した職業教育とはどのような教育
をいうのであろうか。

4．産業界のニーズに即した職業教育
　2008（平成20）年の教育基本法、学校教育
法の改正以来、文科省や中教審、経産省や経団
連、また厚生労働省等諸機関において高等教育
機関で育成すべき力をそれぞれの立場から表明
している。ここに経産省、経団連、中教審から
求められている育成すべき力とはどのような力
かについて取り上げて整理する。
　＜経産省＞は、2006（平成18）年「社会人
基礎力」について「職場や地域社会で多様な人々
と仕事をしていくために必要な基礎的な力」と
して、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チー
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ムで働く力」の３つの能力とそれに伴う12の
能力要素を提唱している。（図３）前に踏み出
す力としての能力要素として、主体性、働きか
け力、実行力を上げている。また、考え抜く力
として、課題発見力、計画力、創造力が必要と
している。チームで働く力には、発信力、傾聴力、
柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコント
ロール力が必要としている。そして、人間性・
基本的生活習慣を土台として、学校で培われる
学力、専門知識を活かす力としての社会人基礎
力が必要として、これらの能力の全体像、相関
関係を示している。（図４）

　＜経団連＞は、2004（平成16）年11月、「21
世紀に生き抜く次世代育成のための提言」にお
いて、産業界は、①志と心：社会の一員として
の規範を備え、物事に使命感をもって取り組む

ことのできる力、②行動力：情報の収集や、交
渉、調整などを通じて困難を克服しながら目標
を達成する力、③知力：深く物事を探求し考え
抜く力の３つの力を備えた人材を求めると発表
した。また、2011（平成23）年１月、グロー
バルに活躍する日本人の人材に対し「既成概念
に捉われず、チャレンジ精神を持ち続けるこ
と」、「外国語によるコミュニケーション能力」、

「企業の発展のために、逆境に耐え、粘り強く
取り組む素質、知識、能力」を求めるとしてい
る。グローバル人材育成に向けて大学に期待す
る取り組みとしては、「専門科目を外国語で履
修するカリキュラムの構築」を挙げ、「英語で
履修可能なカリキュラム」へのニーズを示して
いる。
　2011（平成23）年１月、中教審の答申「今
後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在
り方について」で、学校における職業教育を定
義し方向づけている。それによると、職業に従
事するために必要な知識、技能、能力や態度を
育てる教育が職業教育であるとしている。そし
て、方向性として３つを挙げている。１つは基
本的・汎用的能力の育成、実践的・体験的な活
動の充実、２つ目は基礎的な知識・技能やそれ
らを活用する能力、仕事に向かう意欲や態度の
育成、実践性の重視、職業教育の意義の再評価、
３つ目は社会人・職業人としてのキャリア形成
を支援する機能の充実である。次に、方向性を
考える重要な視点２つを挙げている。１つは仕
事をすることの意義、幅広い視点で職業を考え
させる指導、２つ目は職業に必要な力として

「基礎的・基本的な知識・技能」「基礎的・汎用
的能力」「論理的思考力・創造力」「意欲・態度
及び価値観」「専門的な知識・技能」をあげて
いる。「基礎的・汎用的能力」の具体的内容と
しては「人間関係形成・社会形成能力」「自己
理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリ
アプランニング能力」をあげている。また、職

主体性
物事に進んで取り組む力
働きかけ力

課題発見力
現状を分析し目的や課題を明らかにする力
計画力

前に踏み出す力（アクション）

～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～

考え抜く力（シンキング）

～疑問を持ち、考え抜く力～

＜３つの能力／１２の能力要素＞

「社会人基礎力「社会人基礎力」とは」とは
 平成１８年２月、経済産業省では産学の有識者による委員会（座長：諏訪康雄法政大学大学院教授）にて
「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」を下記３つの能力
（１２の能力要素）から成る「社会人基礎力」として定義づけ。

意見の違いや立場の違いを理解する力

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

働きかけ力
他人に働きかけ巻き込む力
実行力
目的を設定し確実に行動する力

創造力
新しい価値を生み出す力

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
計画力

チームで働く力（チームワーク）

～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～

発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力

傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力

柔軟性
情況把握力
規律性 社会のルールや人との約束を守る力

ストレスの発生源に対応する力ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

図３ 社会人基礎力

出所：経済産業政策局 産業人材政策室より

＜能力の全体像＞ 

 
 
 

（前に踏み出す力、 
考え抜く力、 

チームで働く力） 

 

基礎学力 
 

（読み、書き、算数、 
基本ＩＴスキル 等） 

 

 専門知識 
 

（仕事に必要な知識や 
資格 等） 

 
 人間性、基本的な生活習慣 

 
（思いやり、公共心、倫理観、基礎的なマナー、身の周りのことを自分でしっかりとやる 等） 

基礎学力・専門知識 
を活かす力 

（社会人基礎力） 

図４ 社会人基礎力　能力の全体像

出所：経済産業政策局 産業人材政策室より
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業教育の課題として、生涯学習の観点を踏まえ
た教育の在り方を考える必要性、学校の地域や
産業との結び付きの強化、学校から社会・職業
へ移行した後までを見通した教育課程の編成の
必要性、多様な職業に対応し得る職業的自立に
向けた能力や態度の育成等をあげている。
　このように、経産省、経団連、中教審等が職
業教育に求める育成すべき力として、仕事をし
ていくために必要な基礎的力としての社会人基
礎力、社会の一員としての規範を備えた社会人
力、職業に従事するために必要な知識、技能、
能力等をあげ、具体的には考え抜く力やチーム
で働く力、チャレンジ精神やコミュニケーショ
ン能力、粘り強く取り組む力等が打ち出されて
いる。
　これらを簡潔にまとめるならば、学校で取り
組む職業教育は、職業に従事するために必要な
力を育てる教育と言える。したがって、学校に
求められる職業教育は、1993（平成５）年、労
働省（1947年〜 2001年）が、職業能力開発と
して「ビジネス・キャリア制度」（11）を打ち出し
行われていたような即戦力をつけることを目的
とした教育ではないということである。
　学校の職業教育で取り組まなければいけない
職業に従事するために必要な力をまとめると、
○学校から職業へ移行した後までを見通した教

育、基礎的な力の育成
　考え抜く力、困難を克服し前に踏み出す力や

チャレンジ精神、目標を達成する粘り強く取
り組む力等

○就業のための意欲や態度、基本的・汎用的能
力の育成（就業を見据えた教育）

　コミュニケーション・スキル、論理的思考力、
問題解決力等

○仕事に向かう意欲や態度、基礎的な知識・技
能を活用し実践する能力の育成（仕事につい
てからを見据えた教育）

　外国語によるコミュニケーション能力、企業

の発展のため逆境に耐える力等
○社会人・職業人としてのキャリア形成能力の

育成（就業数年後を見据えた教育）
　社会形成能力、自己管理能力、キャリアプラ

ンニング能力等
とまとめることができる。

　そして次に、文科省は、中教審の答申（12）を
受け、前記した力を育成するには、これまでの
ように教員による一方向的な講義形式の教育で
は育成できないとして、新たな工夫された教育
方法が必要とし、学修者の能動的な学修への参
加を取り入れた教授・学習法、つまり能動的な
学修Active-learningを推奨しているのである。
　能動的な学修Active-Learningとは、チャー
ルズ・ボンウェルとジム・エイソン（1991）
によると「学生たちが行っている何かに関す
る思考と行為といった、それぞれの活動のな
かで学生を巻き込んでいるすべて」のことを
さし、この「巻き込み経験」を"anything that 
involves students in doing things and thinking 
about the things they are doing" (Bonwell and 
Eison 1991:2)" （13）と説明されている。また、「教
員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって
切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成
長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し
解を見いだしていく能動的学修」（14）とした学習
方法であると言われている。具体的には、グ
ループワークやディスカッション、ディベート
といった双方向の講義や演習等の学習方法を取
ることであり、そのことにより学生の能力を引
き出し、学生の主体的な学習を促す教育方法
だとされている。そして、能動的学修Active-
Learningを有意義な学修方法とするためには、
授業の事前準備、そして受講、事後の確認等を
促す工夫が必要（15）であるとも言われている。
　つまり、経産省や経団連、中教審や文科省が
求める＜職業に従事するために必要な力＞を育
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てるには、一方向的な講義形式の教育ではなく、
能動的な学修Active-Learningを取り入れた教
育方法が大切であり、学生が主体的な学修を重
ね生涯学び続ける力を修得できる教育方法が推
奨され取り組むことを求めているのである。

5．A専門学校の学生に試みた職業教育
　これまでの専門学校は資格取得を主眼とした
教育を行い進展して来た。しかし、文科省は、「職
業実践専門課程」制度を設け、専門学校に新た
な職業教育を求めて来た。この制度は、前記し
たように、企業等との連携体制を確保し、産業
界のニーズに即した職業教育を行うというもの
である。また、経産省、経団連、中教審等にお
いては、職業教育に取り組み職業に従事するた
めに必要な力を育成することを求めている。
　これらのことから、専門学校の職業教育につ
いてのキーワードは、＜資格取得教育＞＜企業
等と連携体制を確保した教育及び経産省や経団
連、中教審等が求める職業教育＞という２つが
存在する。つまり、＜職業に従事するために必
要な力＞を育成するには、これまで通りの＜資
格取得教育＞で可能か、＜企業等と連携体制を
確保した教育及び経産省や経団連、中教審等が
求める職業教育＞が必要かということである。
　これらのことを踏まえ、専門学校生に次のこ
とを取り組んでもらった。
　兵庫県にあるＡ専門学校の２年次女子学生
15名に、2015（平成27）年、９月から10月の
放課後を利用して、文書処理教育５回（１コマ
90分）を試みた。これらの学生は、１年次前
期（４月〜９月）に従来の資格取得を主眼とし
た教育で文書処理資格３級を取得している。試
みは、産業界のニーズに即した職業教育という
ことで、＜職業に従事するために必要な力＞を
育成するにはどのような教育が必要かというこ
とで取り組んだ。

　授業の際、資格取得教育で行うような模範文
書は学生に配布しないで、作成する文書作成の

「題目」及び送付先についてのみ示した。この
題目や送付先から、学生は、誰に向けた文書か、
頭語を何にするか、季節や月のあいさつ文はど
うするか。安否あいさつや感謝あいさつはどう
か等を自らが検討することになる。模範文書が
ないので学生自身が考え検討することになるよ
うにした。（図5）

頭語やあいさつ文が出たところで、学生に発表
させ、他の学生との違いや共通点を確認させた。
この教育活動は、発表力や他の人との違った点
についての認識、また基礎的な知識や能力の確
認を行い、それらの力の育成ができることをね
らいとしたものである。　
　次に、本文内容を考えるように指示した。学
生は、本文内容についての把握や構成について
検討をする活動に入る。できたところで学生に
発表させ、他の学生との違いや共通点を確認さ
せた。文書の構成や言葉使い等他の学生との違
いが出て来て、個人の実践的な活動の違いが把
握できるようにした。
　続いて、記書きを考えるように指示する。学
生は、記書き内容についての把握や構成、結語
について検討する活動に入る。
　記書きが完成したところで、発表させ他の学
生との違いや共通点、自身の作成力はどうで
あったかを考える時間、自省する時間を設けた。
　最後に、数人の学生に全文を発表させ、他学
生からの意見を聞くようにした。このような活
動を通して、コミュニケーション力（発表、聴く、
意見を言う）の醸成や＜まねる＞教育では培う

図5　文書作成の時の教員活動と学生活動
教員活動 学生活動

1．文書作成「題目」の提示 1．頭語について
2．季節や月のあいさつについて
3．安否あいさつについて
4．感謝あいさつについて

2．本文内容の提示 5．本文について
　　　伝えたい内容の把握と構成について

3．記書き内容の提示 6．記書き内容の把握と構成について
7．結語について

出所：筆者作成

図５ 文書作成の時の教員活動と学生活動
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ことができない、調べる、判断をする、文書作
成力等を培うことができるように、また、考え
る力、工夫する力、問題解決力についても補完
することができるような指導を心掛けた。
　５回の学習を終了して、協力してもらった
15名の学生に、資格取得を主眼とした学習と
今回の産業界のニーズに即した学習について意
見を聞いた。８名の意見を記す。

A：自分で考えることは苦手なのでできないで
困った。模範がある資格取得の学習の方が楽
だと思った。でも、みんなの発表や仕方を聞
いているうちに、少しずつ自分でもできるよ
うになり考えて文書が作れるようになった。
他の人の意見がとても参考になった。

B：検定取得という目標がないと力が入らない。
この学習は能力がついているのかどうかはっ
きりしない。でも、他の人の出来具合や意見
が聞けたことはよかった。

C：検定取得の学習は、練習すれば力がついて
来ることが分かるので頑張ろうと思える。今
回の学習は、自分で考えたり調べたりで大変
だった。ただ、他の人の意見や出来具合が聞
けて楽しかった。こんな学習で大丈夫かとの
不安はあった。

D：企業のニーズに即した学習ということで学
習に取り組んだが、企業は資格を持っている
学生を評価すると思うので、力を証明できな
いし資格を取得しない学習は無駄なような気
がした。

E：資格取得のために専門学校に来て資格を取
得したが、バージョンが変わり、年数が経て
ば取った資格の力はなくなるように思い不安
だった。しかし、今回の学習は、小・中学校
で培って来たようないつまでも残る力のよう
に思えた。就職したら自分の力はもちろんだ
けど人の意見を聞いて仕事をしなければいけ
ないのでいい勉強になった。

F：他の人は文書作成がうまいと思った。特に
自分は本文を考えることが苦手だった。模範
文書があればできるので資格取得学習の方が
楽だと思った。でも、就職したら模範文書は
ないので今回の学習は就職してから役に立つ
と思った。

G：今回の学習はいろいろな能力がつくと思っ
た。文書を自分で考えたり調べたり、自分の
できを発表したり他の人の出来ばえを聞いた
りしてコミュニケーションもでき、文書作成
以外の能力もついた気がした。

H：検定を取得するだけではなく、違う能力も
つけることができるということで今回の学習
はいいと思った。専門学校は資格を取得する
ところだけれど、企業が求める人材になるた
めには検定取得だけでなく求められる能力を
つける必要があるということなので今回の学
習はいいと思った。

　これらの学生の意見を整理すると、１つ目は、
「模範がある資格取得の学習の方が楽」「検定取
得という目標がないと力が入らない」「検定取
得の学習は、練習すれば力がついて来ることが
分かるので頑張ろうと思える」という意見があ
り、資格取得を主眼とした学習を尊重している
学生がいるということが分かった。また、「企
業は資格を持っている学生を評価すると思う」
という意見があり、資格取得が企業の評価へと
つながりひいては就職ができると思っている学
生がいるということも分かった。これらに共通
することは、専門学校は、資格を取得するとこ
ろであり、目標は資格を取得することであり、
資格が就職へつながると思っている学生がいる
ということである。
　２つ目は、「バージョンが変わり、年数が経
てば取った資格の力はなくなるように思い不
安」という意見があった。これは、資格取得は
大事と思いながらも取得した資格の力の継続性
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に不安を感じ、資格に対し疑問を感じている学
生がいるということである。
　３つ目は、「他の人の意見がとても参考になっ
た」「他の人の出来具合や意見が聞けたことは
よかった」という意見があった。この意見は、
他の人の話がヒントとなり、できなかったこと
ができるようになったと他の人の意見が聞けた
ことを評価し、コミュニケーションの大切さ、
有り難さを感じている学生がいたということで
ある。
　４つ目は、「今回の学習は就職してから役に
立つと思った」「コミュニケーションもでき、
文書作成以外の能力もついた気がした」という
意見である。この意見は、学習の目的とする資
格取得から離れたところの意見であり、＜職業
に従事するために必要な力＞とはどういう力を
言うのかを感じ取ることができたような感想を
持った学生の意見であった。
　このような学生の意見について指摘するなら
ば、まず、資格取得を重視する学生の意見で、「模
範」「目標」「練習すれば力」といったキーワー
ドが含まれていることが分かる。模範がありそ
の模範通りにできるようになるという目標を掲
げ、練習を繰り返せば力になるというように資
格取得を「力」と捉えているということである。
しかし、「自分で考えることは苦手なのででき
ないで困った」というように、模範がなければ
自分自身では何もできないこと、つまり資格の
力は「模範」の力ということを消極的ながら自
覚しているのではないかということである。
　次に、「他の人の意見が参考になった」「他の
人の出来具合や意見が聞けたことはよかった」
という意見であるが、他の人とのコミュニケー
ションが模範に代わるものであることを気づき
始めているのではないかいうことである。つま
り、これらの学生は、自身は気づいていないが

「他の人の意見」を聞くことによって自分がで
きる方向に向かっていけるということを消極的

ながら肯定的に理解しているのである。他の人
の意見を聞く行為は、教育上大切な学習活動で
あるという認識、気づきに至っていないだけな
のである。
　続いて、「バージョンが変わり年数が経てば」
という学生の意見であるが、資格取得した力に
対し不安と疑問を感じつつ、「いつまでも残る
力」「人の意見を聞いて仕事する」といった社
会人としての基礎力やコミュニケーションの大
切さが消極的にではあるが肯定的に理解されて
いるのである。これらを身につける学習活動が
どのような授業形態であるかは分かっていない
としても大切であることは理解できているとい
うことである。
　そして、「他の人の意見を聞けて楽しかった」
という学生の意見であるが、コミュニケーショ
ンを取りながら進めて行く学習は、楽しいと感
じ、また他の人との違いや新たな気づきにつな
がるきっかけになることを発見できたとする意
見である。＜職業に従事するために必要な力＞
にコミュニケーションがあることを発見できた
ようである。
　最後に、「文書を自分で考えたり調べたり、
自分のできを発表したり他の人の出来ばえを聞
いたりしてコミュニケーションもでき、文書作
成以外の能力もついた」という意見であるが、
＜職業に従事するために必要な力＞について、
文書処理の資格を取得している学生がこのよう
な意見を述べるということは、これらの力は資
格取得教育では補完できないと認識できたと捉
えることができる。学生は、文書作成能力を取
得することが目的であるはずの授業で、「文書
作成以外の能力もついた」と感じたのである。
まさに、学生は文書作成能力育成の授業を通し
て、＜職業に従事するために必要な力＞を感じ、
その力はさまざまあり、それを修得する可能性
が今回の授業形態にはあることを知ったのであ
る。このような授業形態は、ある授業科目を受
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講してその科目が目的とする知識や技能はもち
ろんであるが、その他多くの能力も学んで行く
ことができる授業形態であることを知ったとい
うことである。また、この授業形態は、個人の
学習活動をはるかにしのぐ相互作用を持ち、互
いが影響し合えるものであることも学修でき
たのである。授業を通して獲得して行く力は、
個々人単独の学習活動だけでは微々たるもので
あるが、コミュニケーション等学生間における
働きから獲得するものは多く、また貴重である
ことがこの学生たちは気づき認識したというこ
とである。考えること、調べること、発表する
こと等の授業形態つまり能動的な学修Active-
learningにおいて、＜職業に従事するために必
要な力＞は養うことができると学生は評価した
のである。
　以上のことから、＜職業に従事するために必
要な力＞を育成するには、資格を取得すること
を主眼とした「まねる」教育や一方向的に教員
の講義を聴く授業形態よりも、調べ考え工夫を
繰り返しながら、また発表をしたり話し合った
り人の意見を聞くといったコミュニケーション
を通しての学生間の働きから成果物をつくりあ
げる学習、能動的な学修Active-learningが適し
た教育方法であるということが明らかとなった
のである。

6．おわりに−本稿の成果と課題
　創設以来資格取得を主眼として職業教育を
行って来た専門学校に対し、文科省は、「職業
実践専門課程」制度を新たに創設した。この新
たな制度は、企業等との連携体制を確保し職業
実践力に重点を置いた職業教育制度である。ま
た、経産省や経団連、中教審等が職業教育にお
いて求めている力は、職業に従事するために必
要な知識、技能、能力や態度であり、社会人基
礎力、社会人力であり、具体的には考え抜く力

やチームで働く力、チャレンジ精神やコミュニ
ケーション能力、粘り強く取り組む力等である。
そして、これらを育成する教育展開法としては、
学生自らが考えること、調べること、発表をす
る等の能動的学修Active-learningであり、中教
審（16）や文科省（17）においても推奨している教育
学修法である。社会情勢の変化や社会のニーズ
から教育界においても変革が求められるように
なって来たのである。
　このような社会や教育界の状況の中、専門学
校に求められる新たな職業教育ついて、専門学
校生15名に文書処理教育を試み考察した。そ
の結果、調べたり、考えたり、工夫したり、あ
るいは学生間のコミュニケーション等で＜職業
に従事するために必要な力＞がつくとする能動
的学修Active-Learningを学生は評価した。
　以上のことから、専門学校に求められる新た
な職業教育は、＜職業に従事するために必要な
力＞すなわち「社会人基礎力」や「社会人力」
等を育成する教育であり、これらの力を育成
するためには能動的学修Active-learningという
教育展開法が重要であるということが明らかと
なったのである。
　専門学校が創設以来40年間資格取得を主眼
とした職業教育を行って来たが、この教育は、
資格取得を目的としたことから、「まねる」教
育や一方向的な教員の教育手法が多く取られて
来た。この教育は一定の評価もあるが辛口な評
価も多く、諸機関が求める＜職業に従事するた
めに必要な力＞を養う教育ではなく、A専門学
校の文書作成授業を通して学んだ学生において
も、社会が求める新たな職業教育は別な方法で
身につけることができるとした意見を述べてい
た。
　繰り返すが、専門学校に求められる新たな職
業教育は、資格取得教育に陥りがちな「まねる」
教育や教員による一方向的な講義ではなく、学
生が疑問を持ち、探求し、考え、工夫し、学生
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間でディスカッションをする等によることから
学ぶ学修方法、能動的学修Active-learningが重
要であり、教育成果の保証ができる教育が専門
学校に求められる新たな職業教育であるという
ことである。
　最後に、今後の研究課題として、１つは、現
在約24％の専門学校が「職業実践専門課程」
の認定を受けているが、これらの学校も含め専
門学校は職業教育を今後どのように展開してい
こうとしているのか。また、新職業教育制度
についてどこまで必要であると捉えているの
か。そして、求められる新たな職業教育につい
てはどのように捉えているのか。その力を専門
学校もしくは学生は認識または知り得ているか
といったことを研究し明らかにしたい。２つ目
は、専門学校の教員は、企業等と連携を確保し
て展開するとする職業教育についてどのように
捉え考えているか、また、能動的学修Active-
learningについてどのように考えているのか、
あるいは教員に能動的学修Active-learningによ
る教育ができる資質が備わっているか、培われ
ているのか等についても明らかにしたいと考え
ている。
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