
文部科学省 令和3年度 委託事業 
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」における受託団体の取り組み事例集

地域活性化のための 
農福連携人材育成事業
● 学校法人西野学園　札幌心療福祉専門学校

社会福祉の資格×農業の知識 
――障がい者も育成して農福連携に寄与

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　日本の農業が抱えている大きな課題として、農業就業人口の減少、高齢化があげられる。北海道におい
ても、農家経営者数および農家戸数は年々減少傾向にあり、1990年に21％だった65歳以上の比率が、
2019年2月現在で43％まで上昇している。この"働き手不足"という課題を解消する方策として、障がい者
や高齢者が農業に携われるよう支援する「農福連携事業」が広がりはじめている。

　農福連携については、障がい者側からの期待も大きい。日本における障がい者の総数は、約964.7万人で
あり、全体人口の7.6％に当たる（内訳は身体障がい者が約半数、精神障がい者は4割、知的障がい者は1
割）（令和2年版　障害者白書）。障がい者の就職状況は少しずつ改善しているとはいえ、まだまだ雇用
の受け皿が十分な状況とはいえない。そうした中、農福連携農家へのアンケート調査（日本基金が2018年
に実施）では、回答者の約8割が「人材として貴重な戦力」と答えており、福祉事業所への委託を拡大し
たいと回答した農家が過半数を占めている。農業は障がい者の雇用の大きな受け皿になると期待されるの
である。

　このような農福連携の拡大にともない、農業の知識があり、指導もできる社会福祉士(国家資格、福祉に
関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供できる)のニーズが高まっている。これに対し本校で
は、令和3年度入学者から、社会福祉主事任用資格を取得し社会福祉士の国家試験受験資格を得るのと並
行して、農業に関わる知識や実習が可能な教育課程を編成している。これは全国的に見ても先進的な取り
組みであるが、高専接続によってさらに多くの人材を育成したいと考えている。北海道の基幹産業である
農業を活性化し、若者や高齢者、障がいのある人々が多く住むことで地域が元気になる取り組みを行い、
地域でこの取り組みを支える人材を育成するために、地域の高校と専門学校が一貫したカリキュラムを構
築することが、本事業の目指すところである。

　もう一つ、本事業の大きな目的には、高等支援学校の生徒や不登校経験・発達障害・精神疾患などを抱
える専門学校の学生の学びをサポートし、就学から就職までのフォロー体制を構築することがあげられ
る。



　現在、高等支援学校の生徒は、上級学校で学びたい気持ちがあっても、受け入れる専門学校が少ない状
況におかれている。彼らの真面目で根気強い特性や社会貢献に関わりたいという強い気持ちを生かせるよ
うな教育課程を用意している専門学校がないからである。一方、専門学校では、不登校経験・発達障害・
精神疾患などを抱える入学者が増加傾向にあるが、専門学校3年間だけでのカリキュラム対応は彼らにと
って負担が大きく、中途退学者や資格を取得できない学生を生み出してしまっている。高等支援学校・高
校と専門学校の教育課程を連携させ、かつ編成を工夫することで実現する6年間を一貫するゆとりあるカ
リキュラムは、こういった問題を解決するはずである。本事業は、彼らが資格を取得し、やりがいのある
仕事に就き、支援をされる側として今後の将来を生きるのではなく、支援をする側として社会参加をし、
「生き生きと自立した生活」を目指す取り組みである。

課題を解決するためのプログラムと成果指標

　農福連携による地域活性化をリードする人材＝「農業の知識や技術を持つ福祉専門職」を育成し、同時
に「6年間（高校等3年間、専門学校3年間）でのゆとりある教育」を実現するために、高等学校と専門学
校の連携による先取り履修を取り入れた高専一貫カリキュラムの編成・構築を行う。そのプログラムの特
徴は、以下の各点に集約できる。

・社会福祉士の専攻を持った専門学校で農業を一緒に学ぶことができるプログラム。 
・高等支援学校で取得した単位を専門学校で単位認定することにより、余裕のあるカリキュラムを実現。 
・さまざまな学校と高専一貫カリキュラムで連携することで、早い段階からソーシャルスキルトレーニン
グや社会人基礎力を育成。 
①地域活性化に取り組む高校（農業実習を行う連携農園がある公立高校）との連携 
②不登校・発達障がいに積極的に取り組んでいる高校との連携 
③高等支援学校との連携 
・高校等との連携授業の実施（「バリアフリー農園を作る」、「『農』に関する栽培から販売に至る過程
の体験と作業のマッチング」など）



　また、本事業のカリキュラム修了者を対象とした、事業の独自資格の創設を目指している。

　事業にあたっては、高専民公でコンソーシアムをつくり、地域活性化を目指す教育課程と企画を実行し
ていく。

【高等学校・高等支援学校】 
専門学校と共同でカリキュラムの作成・調整・実施 
連携授業参加の生徒募集 
キャリア教育

【専門学校】 
高校等と共同でカリキュラムの作成・調整・実施 
高度な福祉専門職の育成

【行政（市町村や都道府県の学校教育・農業・福祉・総合企画担当課）】 
管轄分野の指導・調整

【企業（農園、食品会社、福祉事業所）】

産業界のニーズを踏まえたカリキュラムへの提言 
実習機会の提供

　なお、本プログラムは、既に連携をすることが決まっている高等支援学校のほかにも、道内の複数の支
援学校から問い合わせを受けている。「特別支援学校から専門学校に行って、指導者になれるという道は
なかなかないので、ぜひ協力校に入りたい」といった申し出があった。さらに、「学校個別ではなく北海
道全体の支援学校で、専門学校に行きたい子どもたちに声をかけられないか」という提案まで受けてい
る。こうした声に応えられるように、充実した高専一貫カリキュラムを開発・実践していきたいと思って
いる。

　開発プログラムのKPI、KGIについては、①「特別支援学校の卒業生等への就職支援」と②「農福連携に
関するプロフェッショナルの育成」の二面から設定・評価する。

①KPI:高校等からの連携授業参加者数…2年目12名 
KGI:連携授業参加者の就職者数…6年総計48名

　農福連携に関する新たな資格制度の構築・創設は、開発プログラムの普及、ひいては農福連携の発展を
企図するもので、その広がり方をKPI、KGIとした。 
②KPI:資格取得カリキュラム作成に本法人以外の2法人以上の団体から参加してもらう 
KGI:本法人以外の3法人以上の団体からの認証を受けた独自資格の創設
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知的障害特別支援学校高等部と 
専門学校の有機的連携の開発と実証
● 学校法人仙台北学園　仙台リハビリテーション専門学校

社会や⼈に役⽴つ⾃⽴した職業⼈となるために、 
知的障害者の進路選択と職業教育を⽀援する

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　知的障害特別支援学校に在籍する児童・生徒の人数が年々増え続けている。この10年間では9.7万人から
13万人と約35％の増加で、視覚障害や肢体不自由など他の障害者がほぼ横ばいであるのとは対照的である
（文部科学省「学校基本調査」）。この傾向は今後も続くと予測されており、各自治体等において、知的
障害特別支援学校の教育環境の整備や教育体制・内容の一層の充実化が喫緊の課題となっている。その中
で、知的障害特別支援学校高等部（以下、高等部）卒業後の進学率が極めて低いという現状がある。高等
部卒業後の進路は全国平均でみると「社会福祉施設等入所・通所」が約6割と最も多く、これに次ぐのが
「一般就職」の約3割となっている。これに対して「進学」は1割にも満たない。生徒の進学意欲は高く、
保護者の約7割が「進学」を求めている（全国障害者問題研究会調査）など、進学に対する潜在的なニー
ズがあるにもかかわらず進学率が低いのは、進学先となる高等教育機関が非常に少ないことが大きな要因
の一つである。知的障害者の進学先の整備は大きな社会的課題となっている。

　一方、高等部では、職業学科・普通科のいずれにおいても、卒業後の経済的自立を見据えて専門教科に
よるキャリア教育・職業教育が実施されているものの、就職は容易ではなく、また就職後の職場定着は芳
しいとはいえないのが実状である。しかし、高等部の多くは普通科で、職業学科であっても高等部1校単
独で職業教育を実践することには指導スキルや時間などの面で難しさがある。就職後の職場定着に関して
は、知的障害者の職場定着率（就職１年後）68.0％という調査結果があり、障害者を含む労働者全体の平
均離職率14～17％と比べて高い水準にある（高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター
「障害別にみた職場定着率の推移と構成割合」）。離職の理由は様々ではあるが、大きな要因の一つとし
て職業理解の不足によるミスマッチがあげられる。知的障害者に対する効果的な職業教育の実践ととも
に、就職後に継続して働くことができる素地を培うことも学校教育の課題となっている。



　高等部と専門学校の連携は、こうした知的障害者の進学先の整備及び職業教育の充実化という課題を解
決するための有効な方法になりうる。トータル5年間の一貫型職業教育プログラムは、高等部卒業後の選
択肢の１つとして「専門学校への進学」を示すことになり、これまで少なかった知的障害者の専門学校へ
の進学を促進できる。また、5年間の学びを通して、職業・職種の専門的な知識や実務的な技能、職業人
としての基本的な態度・姿勢を身につけることで、職業や職場への適応力が高まり、早期に離職する者の
減少にもつながるものと期待できる。これは専門学校への進学が難しい生徒にとってもメリットは大き
く、一貫プログラムの中の3年間とはいえ充実した職業教育を受けることで、社会に出て職業人として働
き続ける上での基盤となる能力を培える。

　本事業の取り組みの一環として、特別支援学校高等部を対象に、職業教育の実施状況や専門学校との連
携についてアンケート調査を実施した。以下のグラフはその集計結果の一部で、「専門学校と連携した職
業教育の実施状況」「専門学校と連携した職業教育への関心」について問うた結果である。連携の実績は
非常に少ないが、連携に関心を寄せる特別支援学校は多い。

※有効回答数　103

課題を解決するためのプログラムと成果指標

　高等部と専門学校が連携した一貫型の職業教育プログラムは、これまでに類例がない。従来実施されて
きたのは、高等部からの要請を受けた専門学校による講義や実技といった単発的な「出前授業」であっ
た。これに対して、本事業が企画提案する、「知的障害特別支援学校高等部と専門学校の一貫型職業教育
プログラム」は、高等部3年間と専門学校2年間の計5年間を通して一貫して実施する職業教育プログラム
である。この国内初のプログラムでは、社会的・職業的な自立のための基盤形成から、「介護福祉」の専
門性を身につける教育までを連続した形で具体化していく。

　介護福祉分野とするのは、①人材不足が慢性化している介護福祉の実務現場において近年知的障害者に
対する雇用ニーズが高く、実際に介護福祉施設等への就職実績が増えていること、②これまで一部の高等
部において介護福祉に係る基礎的な職業教育が実施され、一定の教育成果が生まれていること、③清掃な
どバックヤード業務のような定型的な作業から生活介助まで能力に応じて従事できるという"仕事の幅"が
あり、進路として適切であること、などの理由による。さらに、介護福祉分野の職業人となった障害者
は、恩恵を受ける側ではなく、他者へ恩恵を授ける側に立つことになる。これも、本事業が介護福祉分野
を選択した狙いである。

　ただし、介護福祉分野に進む生徒を前提に構築するプログラムではあるが、それ以外の職業を選ぶ生
徒・専門学校に進学せず就職する生徒にとっても有益なものとなるよう、職業人としての基本的な意識・
態度・姿勢といった職業教育の基礎知識を高等部全体で学べるカリキュラムにする。



　専門学校では、高等部3年間の学びの成果を土台に、専門性を高めると同時に、介護福祉士資格の取得
を目標に取り組む。そして、5年間で学んだ専門性を活かせる福祉施設等への就職をめざす。さらに、学
生への個別指導の充実化を目的にデジタル教材を配信する学習支援環境と、個々の学生の学習状況や生活
状況等を記録・管理し指導で活用できる教育支援環境を整備する。

　各学年で実施するプログラムの概要は以下の通りである。

　なお当初、事業計画段階では進学分野として福祉のみを想定していたが今年度事業の成果を踏まえて、
生徒が自己の可能性を広げることへの支援を目的に、他の職業分野の学びをカリキュラムに取り入れてい
くことも検討していく予定である。

＜高等部1年生＞　授業時間：30時間 
①職業キャリア基礎学習 
②社会人基礎学習（「ビジネスマナー」や「メンタルヘルス」等）

＜高等部2年生＞　授業時間：30時間 
①職業キャリア＆社会人基礎学習の振り返り 
②職業基礎学習（3年次の進路選択に向けて、介護福祉の仕事内容や魅力などを学習）

＜高等部3年生＞　授業時間（選択科目）：30時間 
①介護福祉基礎（施設見学など学外演習も取り入れ、専門学校につながる専門基礎を学習）

＜専門学校1年生＞　授業時間：150時間 
①専門知識・技能の補強学習 
②社会人基礎力の養成（コミュニケーションや自己管理、金銭管理、生活管理など） 
③継続学習への支援

＜専門学校2年生＞　授業時間：150時間以上 
①専門知識・技能の補強学習 
②資格取得学習（介護福祉士資格の取得を目標に、試験対策を実施） 
③継続学習への支援 
④就職支援学習

　本事業を推進する組織として、産官学の連携によるコンソーシアムを編成。さらにプログラムの実効性
を高めるために、①高等部と専門学校の教職員間の連携、②教職員と生徒の連携、③特別支援学校間の連
携という"3つの連携"を柱として進めていく。

　プログラムのKGIは、「就職後の職場定着率」の上昇とする。全国（知的障害者の就職1年後の定着率は
68％）・宮城県の平均を上回る水準を目標値として検討する。KPIについては、「専門学校への進学者の
人数」（現状はほぼ0名、進学者を3年後1名以上、4年後5名以上を目標値として検討）、「生徒の職業意
識」（アンケート等により職業意識を定点観測により経年変化を確認。意識向上の生徒の割合を1年後
10％、2年後45％、3年度85％を目標値として検討）、「教職員の職業教育の意識」（アンケートまたはヒ
アリング等により職業教育に対する意識を定点観測により経年変化を確認。意識向上の教職員の割合を1
年後10％、2年後45％、3年度85％を目標値として検討）とする。
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工業系分野における高専連携の 
５年一貫教育プログラム開発・実証
● 学校法人小山学園

「職業⼈」のキャリア形成を⾼専5年で段階的に図る

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　今、さまざまな分野で現場技術者の人材不足が顕著になっている。たとえば、自動車整備の分野では、
自動車整備士の平均年齢が上昇の一途をたどり、世代交代が行われず人材不足が加速している。日本の自
動車の保有台数が約8000万台でほぼ横ばいなのに対して、自動車の使用年数は約10年と伸びており、長く
使用する分、その間のメンテナンスの仕事量が増加しているにもかかわらずである。こうした整備士の需
要に対して人材が不足している状況の背景には、少子化および若者の自動車離れや大学進学率の上昇など
の要因がある。自動車整備士資格者を輩出する国土交通省指定の整備専門学校の入学者もここ15年で半減
している。

　同時に、人工知能やIoT等のテクノロジーの急速な発達により、実業高校および工業系専門学校において
育成する「職業人」の必要要件も変化の中にある。自動車整備の分野で言えば、業界が求めるEVやハイブ
リッド、水素、自動運転といった先端分野の知識・技術と従来の国家資格が乖離しているため、資格合格
させるための勉強では就職してから苦労することになる。さらなるテクノロジーの発達により、製品を安
全・安定的に動かすための現場技術者ニーズは一層高まることが予想される中、専門学校には、時代にキ
ャッチアップした知識と技術を備えた「未来の人材」を育成し、人材不足を解消することが求められてい
る。

　一方で、専門学校の前段階にある工業高校についても、生徒数の減少、および中途退学率の高さが深刻
な問題になっている。その理由としては、工業高校生の学びの目的意識（キャリア観）やモチベーション
に課題があり、「工業高校・専門学校での学びが社会（就職）につながる」イメージが希薄化しているこ
とが考えられる。実際、高校までの教育課程において、キャリア形成に関する教育は圧倒的に不足してい
る。結果、何を思って進学・就職しているのかが非常にあいまいになっており、納得感のある就職が難し



くなっている。その弊害が顕著に表れているのが就職後3年以内の離職率だ。専門学校・大学卒では約3～
4割、高校卒の場合は約6割にも上っている。転職しながらキャリアを積み重ねていく機会がある欧米とは
異なり、日本は依然として、離職すると待遇を含めてキャリアが下がっていく社会である。こうした就職
の段階でのミスマッチを防ぐためにも、高校生の時点から、生徒に具体的な社会のニーズや技術職の魅力
を正しく伝え、「社会の中で活躍するイメージ」を具体的に持たせることが肝要となる。

　以上のようなさまざまな課題を解決するためには、できるだけ教育課程の早い段階からキャリアを考え
る場面をつくり、段階的に進路に対する意識・職業意識の醸成をはかり、最終的に先端的な専門教育を提
供することで就職につなげるという一本の道筋を構築する必要がある。本事業では、魅力ある高等学校教
育、専門学校教育の充実を図ることを目的として、「高専一貫教育」のプログラム開発・実証を行う。



課題を解決するためのプログラムと成果指標

　本事業では、工業系分野における高専計5年の一貫教育プログラムの開発・実証を行い、さまざまな分
野で社会の変化に対応できる「職業人」のキャリア形成を図る。事業の推進にあたっては、以下①～④の
特徴があげられる。

①6職業分野（自動車・情報（Web）・IT・建築・インテリア・環境）において先端技術者養成のプログラ
ムのノウハウを提供。 
②企業・行政の協力を得て「企業連携授業」を実施することにより、最先端でリアルな職業体験を取り入
れ、具体的な活躍イメージの定着を目指す。 
③連携各高校の事情に応じた、キャリア形成の視点を持ったカリキュラム開発（社会人としての基礎的素
養の育成）。 
④開発した教育プログラムの成果物であるカリキュラムやシラバス・コマシラバス、スキルマップ等はそ
の作成プロセスを含めて対外発信し、他校への普及を図る。 
高等学校、専門学校では以下のような目標を設定し、段階的に職業意識が醸成されるようなプログラムを
つくる。

＜高等学校＞ 
　教育活動全体を通して教科横断的な取り組みを行い、「社会的・職業的自立に必要となる基礎的学
力」、「専門知識や技術習得の基盤となる工業の基本的知識と技術力」、「社会人としてのマナー態
度」、「グループワークを含めたコミュニケーション能力」を身につける。また、工業高校では、専門学
校の協力により、情報科学や先端技術等に関する自由選択科目等の充実を図る。さらに、職業選択の入り
口・職業意識の醸成となるよう、工業系専門各分野の基礎を学び、リアルな職業・社会体験ができる時間
を設ける。

　高校1年生は「進路の意識付け」期として、産業界の業種や職種について学び、進路の意識付けを行
う。高校2年生は「進路熟考」期と位置づけ、各業界の代表的企業との連携した企業研究を通じて進路の
入り口を体験する。高校3年生は「進路確定」期とし、系統別に専門分野の基礎を学び、高等課程への進
学準備をする。

開発しているプログラムの一例　～練馬工業高校×自動車～



＜専門学校＞ 
　職業実践専門課程と位置づけ、企業等との連携による最新の実務知識の育成を行い、「各分野で必要と
なる知識・技術・資格」、「未来を見据えた先端技術」、「知識スキルのアップデートのために学び続け
る姿勢」を身につける。その際、各分野で必要となる専門知識・技術については、高専連携により高校段
階で基盤ができているので、より高次の内容を学習することが可能になる。また、企業課題・社会課題を
基軸にした学科横断型・探求型のPBL（課題解決型学習）を拡充する。

＜高専接続＞ 
　高校3年次の進路ガイダンスの実施、オープンキャンパスや個別相談の拡充、専門学校入学前教育プロ
グラムの実施、新入生オリエンテーションでの動機付け、継続的な個別フォローの充実などを行う。

　事業推進にあたっては、高等学校、専門学校のみならず、行政、企業とも緊密に連携していく。行政機
関は開発する高・専一貫教育プログラムの評価など、企業は高専一貫教育プログラム開発のバックアップ
などの役割を担う。

　また、開発プログラムのKPIについては、①教育プログラムの有効性(企画推進委員会とヒアリング企業
等からの委員による)評価、②中退率の低下、就職率の維持・向上、③成果報告書・活動動画による認知獲
得、④高校・専門学校の教育力向上などから、多面的に捕らえていく予定である。

検討中の事業成果（KPI）



文部科学省 令和3年度 委託事業 
「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」における受託団体の取り組み事例集

高・専一貫教育による 
eスポーツ中核人材養成モデル開発事業
● 一般社団法人日本eスポーツ学会

成⻑著しいeスポーツ分野のキャリア教育を 
構築・整備する

高専接続プログラムに取り組むことになった背景と課題

　近年、『eスポーツ』は新しいエンターテイメントとして世界的に注目を集めている。eスポーツとはコ
ンピューターゲームやテレビゲームで行われる対戦のことで、さまざまなジャンルを含む“ゲーム競技の
総称”である。世界のeスポーツ競技人口は3億人以上と推定され、日本においても10代の若者を中心に急
速に関心が高まっており、国内最大規模の高校生のeスポーツ大会では、2021年の総エントリー数が1,960
校、5,675名に達している。また、「4割近くの高等学校がeスポーツを部活動・同好会として学校で取り
組んでいる」という調査結果（STAGE:0「全国の高校を対象としたeスポーツに関するアンケート調査）
もある。こうした成長を反映して、将来なりたい職業ランキング（2019年、ソニー生命保険調べ）に「プ
ロeスポーツプレイヤー」が中学生男子で2位（23.0%）、高校生男子で7位（9.3%）にランクインするな
ど、eスポーツ業界を将来の進路として志向する子供たちが増えている。

　この10代の志向性を受けて、通信制高等学校のeスポーツコース設置や、専門学校のeスポーツ分野の専
門人材養成課程の新設が相次いでいる。2021年6月時点で、全国の通信制高等学校12校でeスポーツコース
が運用され、専門学校約30校でeスポーツ関連学科が設置されていることを確認できている。これらの高
等学校・専門学校における現状のeスポーツ教育は、プロプレイヤーを目指す生徒・学生が大多数であるた
め、競技スキルの養成を中核としている。しかし、卒業後、プロプレイヤーになれるのはごく限られた一
握りであり、「プロプレイヤーにはなれなくとも、eスポーツ業界に就職したい」生徒・学生のための出口
の設定が課題となっている。

　一方、eスポーツ業界では急速な市場成長に伴って、多様な企業の参入が相次ぎ、eスポーツの知見を持
つ人材へのニーズが生まれている。ただこれらの企業で働くには、各業種・職種の専門技能やコンピテン



シーが求められ、eスポーツの競技スキルに特化した学生では就職は難しい。現在も高等学校・専門学校に
おいて他の職種で必要とされる専門技能・コンピテンシーの教育は行われているものの、付帯的な位置づ
けでしかなく、企業が求める水準には達していないからである。また、eスポーツの知見に関しても、「大
会運営の方法」、「チーム運営の方法」、「配信の仕方」などのビジネス要素がカリキュラムに組み込ま
れているが、高等学校と専門学校でその内容が重複してしまっている。そのため、eスポーツを高校3年間
学んだ生徒がより深く学ぼうと考えて専門学校に進学しても、実りがないという問題がある。

　以上のように、eスポーツ分野では、高等学校・専門学校で養成される人材と、業界・企業の人材ニーズ
との間にミスマッチが生じており、希望する就職が容易にかなわないというのが実情である。こうしたeス
ポーツ分野でのキャリアビジョン形成の困難性は、学生の学習意欲を阻害し、中途退学に繋がることも危
惧され、この現状の打開は喫緊の課題となっている。現実的な出口を見据え、企業のニーズ等を反映したe
スポーツ分野の専門教育の実現が求められている。

課題を解決するためのプログラムと成果指標

　本事業では、「eスポーツ分野の知見」と「各業種・職種の専門技能・コンピテンシー」との両方を併せ
持つ人材を育成するために、通信制高等学校および多様な分野の専門学校による連携体制を構築し、高等
学校段階でのeスポーツ分野でのキャリアデザインから専門学校での就職に向けた職種別専門技能・コンピ
テンシーの学びへと連続的に繋げる5年間一貫教育プログラムとして、『高・専一貫教育によるeスポーツ
中核人材養成モデル』を開発する。教育プログラムのコンテンツおよび学習内容・目標は以下のとおりで
ある。

＜高等学校＞ 
コンテンツ 
・「キャリアデザイン」、「eスポーツリテラシー」、「職種別専門技能」「職業人コンピテンシー」の4
系統で構成されるカリキュラムを設計。 
・ eスポーツ産業の全体像や仕事の種類・内容などのオーバービュー的な内容から、より具体的な各業
種・職種の仕事の内容や必要なスキル、キャリアパス、職業倫理などの内容まで、段階的に学習できるテ
キスト教材「キャリア学習テキスト」を開発し使用。 
・ キャリア学習テキストを使用した講義映像、eスポーツ関連職種の職業人の講話・インタビューの映像
など、映像コンテンツを制作して使用。 
・各eスポーツ関連職種の仕事の現場や全体の流れ、特徴的な仕事のシーンなどを体験できる「職業体験
VRコンテンツ」を開発して使用。



学習内容・目標 
・競技スキルの研鑚に努めつつも、eスポーツ分野でのキャリアに関する知識を学習。 
・eスポーツ業界に関する幅広い知識の学習や、業界企業との交流、各専門分野の基礎教育を通して、自身
の興味関心・スキル・特性等の理解を深める。 
・これらを通して、学生たち自身が、自分に合ったeスポーツ分野でのキャリアビジョンを形成した上で、
進路を選択させることを目標とする。 
プロプレイヤー・ストリーマー志望者はeスポーツ専門学校へ 
ソフトウェア開発・ハードウェア開発志望者はIT・ゲーム専門学校へ 
イベントサービス志望者はビジネス専門学校へ

＜専門学校＞ 
コンテンツ 
・各職種についてeスポーツに特化した専門技能等を養成するカリキュラムを設計する。 
・企業との連携により、2年生は企業訪問・インターンシップを実施。

学習内容・目標 
・様々な分野の既存の専門課程にアタッチする形で、各職種のeスポーツに特化した専門技能等を養成する
カリキュラムを設置。 
・この体制のもと、各学生は、高校段階で培った知見・技能を踏まえ、選択した特定の業種・職種に求め
られる実践的な専門技能・コンピテンシーを醸成。

　本事業は、専門学校、行政機関（eスポーツに前向きな行政機関が増えている中、茨城県でeスポーツを
担当する茨城県産業戦略部産業政策課が参画）、専門学校、企業が参画する「eスポーツ中核人材養成コン
ソーシアム」のもと、一般社団法人日本eスポーツ学会がコーディネーターとなって推進する。

　KPI、KGIについては、以下の観点、留意点を検討し、設定する予定である。

＜高校段階でのKPI＞ 
・3つの観点 
eスポーツ分野の社会・職業・キャリアに関する理解度（目標値例：1年生30％、2年生60％、3年生90％） 
eスポーツ分野での具体的なキャリアビジョンの獲得率（目標値例：1年生30％、2年生60％、3年生90％） 
eスポーツ分野での職種別専門技能に対する理解度（目標値例：1年生30％、2年生60％、3年生90％） 
・本事業で開発したカリキュラム・教材等を活用した講座を運用し、その際に実施する受講者アンケート
等により、上記の観点に関する現状値や受講前後の変化を測定。



＜本事業でのKGI＞ 
・2つの観点 
eスポーツ分野の教育機関への進学率 
eスポーツ分野の業界企業等への就職率 
・eスポーツ分野は新しい分野であり、データに乏しく、実態を踏まえた現状値や数値目標の設定が困難で
ある。 
・令和３年度～令和８年度までの６年間の取組みの中で、教育機関・業界企業等と議論しながら、徐々に
具体化を目指す。
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