
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

実践的な経理事務の授業による 
早期スキルアップ事業
● 学校法人国際総合学園　新潟会計ビジネス専門学校

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

　地域社会、地域経済の安定的な発展には、地域産業、とりわけ中小企業が持続的に発展していくことが
重要である。その持続的発展には、技術・商品・サービス開発だけでなく将来的な経営環境の予測、マー
ケティング力などが不可欠であり、経理・マーケティングの専門人材が必要となる。このことは、中小企
業が99%を占める新潟県において、「経営・金融・保険」の専門的職業人材の需要が年々増加しているこ
とからもうかがい知ることができる。さらに言えば、開業率より廃業率のほうが高いという状況にある新
潟県において、こうした専門人材の育成は喫緊の課題である。しかし、中小企業単独でマーケティング・
経理の専門人材を育成するのは、「コスト」、「時間」、「難易度」の面で非常に難しく、アウトソーシ
ングしている企業が多い。

⼈材育成プロジェクト「GO NABI!」を 
新潟県内すべての商業⾼校・総合⾼校に展開



　一方で、専門学校の卒業生は、就職しても事務職にとどまり、専門知識を活かしたキャリアを築けてい
ないという現状もある。商業高校に関しても、そこで学んだ会計簿記の知識を活かした就職ができている
とはいえない。これらの原因としては、企業のニーズと専門学校・高等学校が送り出す人材との間にギャ
ップがあることが考えられる。とくに中小企業の割合が非常に大きい新潟県では、マーケティング・経理
事務のサービスを、専門人材を通して提供する企業（税理士事務所、金融機関など）は、多分野の中小企
業との取引が多くなるため、経理・会計の専門知識のみならず、「複眼的で多様な知識」、「経営者の視
点に立って、会社の数字の背景を理解し、将来的な経営環境の予測まで助言できる力」、「ビッグデータ
などを使った地域経済を分析する力」などを有する人材を必要としている。

　以上の諸課題を解決するために、高等学校と専門学校が連携して新たな人材育成プログラムを開発・実
施し、従来よりも高いスキルとポテンシャルを有した即戦力となる人材の輩出を目指す。



課題を解決するためのプログラムと成果指標

　地域の企業の99%を占め、地域経済活性化のカギを握る中小企業の持続的発展を支える人材を早期から
育成するため、そして生徒・学生の専門知識を活かした就職や就職後のキャリアアップを拡充するため
に、高専連携によって『地域経済の持続的活性化を可能にする多能型経理人材・マーケティング人材育成
プログラム』を開発し、実証する。

＜高等学校＞ 
　高等学校向けには以下のプログラムを開発し、目的意識を持ってビジネス分野の専門学校・大学へ進学
する生徒の増加など、高等学校で学んだ技能を活かして進路を決定した生徒数が増加することを目指す。

『高校1年生からの就労意識醸成講座　「ビジネス基礎」科目編』 
・産業や学科を問わず、職業高校・普通科高校すべてに共通する内容 
・「働くってどういうこと」、「アルバイトと就職はどこが違う？」、「会社員と公務員はどこが違
う？」など、キャリアを考える間口を広げることを目的とした就労意識入門講座

『高校1年生からの就労意識醸成講座　「探究の時間」科目編』 
・産業・地域複合型。下記①から③を組み合わせた内容で構成 
①職業高校・普通科高校すべてに共通する内容 
②地域にフォーカスした内容 
③産業にフォーカスした内容 
・「どんな仕事につきたい」、「どこで働きたい」、「新潟にはどんな会社がある？」など、将来の職業
検討につなげることを目的とした講座　

『就労意識醸成準備講座　教員編』 
・高校と県立教育センターの連携のもと、RESAS研修などを実施

『日商簿記3級から1級 一貫型オンライン講座』 
・簿記会計授業の理解度が目的意識を持って専門学校に進学する生徒の割合と大きく関係していることか
ら開発 
・反復学習によって学習到達度が向上することから、朝学習の10分間を活用して毎日学習。習慣づけをす
る 
・講座8分+確認テスト2分で構成 
・システムの教師画面から、生徒の学習到達度・理解度が確認可能



＜専門学校＞ 
　専門学校向けには以下のプログラムを開発し、即必要とされる事務処理能力とマナーを有し、長く働こ
うという意思を持った卒業生の増加を目指す。

『現場感覚と即戦力醸成のためのロールプレーイング講座』 
・Office系ITスキル養成授業：現場を想定した課題を与え、Word・Excel・Power Pointを使って自ら状況
判断して資料を作成する 
・オフィスマナー養成授業：電話の受け答え、廊下で社員同士がすれ違う時の目礼、エレベーターの乗り
降り等 
・オフィス機器の体験授業：コピー機の使い方、FAXの送り方、電話の使い方（内線のつなぎ方・保留な
ど）

『就労意識醸成講座』 
・「就職」を採用する企業側に立って考える授業 
・キャリア設計講座

『マーケティング技能入門講座』 
・マーケティング、資料作成、プレゼンテーションが一体になった授業 
・課題に沿って、地域経済データベースRESASからCSVデータを抽出。独自でデータ分析し、分析結果を
パワーポイントでプレゼン資料にして発表する

　本事業では、高等学校、専門学校、行政、企業が連携しながらプログラムの企画・開発・実証を行って
いく。プログラムは、当初新発田商業高等学校で実証した後、連携行政機関である新潟県教育委員会のサ
ポートのもとで新潟県内すべての商業高校・総合高校に展開する。その周知の手段の一環としてプロジェ
クト名を「GO NABI!（ゴーナビ）プロジェクト」とし、生徒・教員にアプローチしていく。

　キーゴールは、「入社後、短期間で戦力となり、さらに従来よりも高いスキルとポテンシャルを有し
た、企業の利益創出に貢献できる人材の輩出」である。そのための令和8年度の指標は、「①インターン
シップを受け入れる企業の増加数」、「②インターンシップに参加した学生の増加数」とする。令和3年
度の実績は、インターンシップ受入れ企業数が16社、参加学生数が35名（のべ54名）なので、これをいか
に伸ばせるかが問われることになる。



　さらに、高校については、「高校1年生からの就労意識醸成講座の実施」、「先生の就労意識醸成講座
に対する授業実施の意欲向上」、「生徒の簿記・会計授業の理解度向上」という3つを、専門学校につい
ては、「専門学校版就労意識醸成講座の実施」、「現場感覚と即戦力醸成のためのロールプレーイング講
座の実施」、「将来的なニーズの変化を想定したマーケティング技能の習得」という3つをそれぞれキー
パフォーマンスとし、指標数値を設定する。
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専門学校・高等学校連携による 
中核的IT専門職人材の 
加速型育成プログラムの開発・実証
● 学校法人京都コンピュータ学園　京都コンピュータ学院京都駅前校

6年を5年に――
⾼専⼀貫によりIT⼈材育成を加速化する

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、IoTやAI、ビッグデータなどのデジタル技術の急速な進化により、ビジネスモデルや産業構造は大
きく変化しようとしている。しかしながら、ITに対する需要が今後ますます高まることが見込まれている
中、IT技術者は慢性的に不足しており、それがDX推進を阻む一つの要因となっている。今後生産年齢人口
が減少していくわが国が国際競争力を維持・向上していくためには、人口の減少を補うDXへの取り組み強
化は不可欠であり、それを支える「IT分野を専門とする中核人材」の確保は喫緊の課題である。

　IT人材が大きく不足している理由の一つとしては、ITの教育システムの不整備を挙げることができる。
現状、IT技術者を目指して高等学校のIT系専門学科で学ぶ生徒は、優秀であってもIT企業が高卒人材をほ
とんど受け入れていないため、専門学校や大学への進学が必要となっている。ところが、進学先の専門学
校・大学では普通科高校等を卒業した学生と同一カリキュラムで初歩からの学習をしなければならず、高
等学校の専門学科で早くから学習した優位性が生かされない。また、大学において行われる技術教育は、
学問としての学びが中心で実務に直結しないことが多く、高等学校から専門的な学びをはじめ、早く技術
者として活躍したいと希望する層のニーズを満たしていない。結果、モチベーションの低下につながって
いる。

　以上の問題を解決し、IT技術者の慢性的不足という社会課題を解消するためには、早期から将来のキャ
リアを見据えた教育を効率的かつ効果的に実施することが必要である。本事業では、職業系専門学科を有
する高等学校と集中的に技術教育を行う専門学校が連携し、効率化された一貫カリキュラムを開発・実施



することにより、技術系分野の教育を加速させて、これからの日本のIT分野を牽引する中核的IT専門職人
材を短期間により多く育成することを目指す。それは喫緊のIT技術者育成課題の解決のみならず、我が国
の長期的技術者育成政策を確立するための重要な足掛かりとなるはずである。

課題を解決するためのプログラムと成果指標

　IT系分野の教育を加速するため、職業系専門学科を有する高等学校（京都府立京都すばる高等学校（京
都すばる高校））と専門学校（京都コンピュータ学院京都駅前校（KCG））が連携して、「専門学校・高
等学校連携による中核的IT専門職人材の加速型育成プログラム」を開発し、高専一貫カリキュラムで効率
化を図る。本プログラムでは、高校在学中に学習した技術系科目の多くが専門学校においても基礎的な科
目としてカリキュラムに含まれている点に着目し、シームレスな一貫カリキュラムを構築することでその
重複を取り除く。具体的には、京都すばる高校で3年間で履修する専門科目は、KCGのカリキュラムのほ
ぼ1年分の学習内容に相当するので、一貫カリキュラムを実施した場合、KCGの3年課程の学習内容が2年
間で修了可能となる。本プログラムの学生にとっては1年間の時間節約、1年間のコスト（学費、生活費な
ど）節減となり、社会的には中核的IT技術者育成の加速化が実現する。

　ただし、専修学校設置基準の定める卒業要件に関する現行の規定では、まだ短縮学修制度（早期卒業制
度）が認められていないので、一貫カリキュラムによって短縮した分の1年間はIT企業での有償インターン
シップにあてる（IT企業の協力の下、インターンシップカリキュラムをKCGが組んで対応）。これによ
り、専門的な技術力に加え、専門学校在籍中に十分な実務能力を身につけることが可能となり、即戦力と
なるIT人材の早期育成を実現する。また、短縮学修制度が認められた場合は、3年課程の修了資格・専門士
の称号を2年で取得し就職、4年課程の終了資格・高度専門士の称号を3年で取得して就職する。

　カリキュラムの内容は、大学の学部課程のIT専門課程を対象とした「米国の計算機学会 ACM IT カリキ
ュラム2017版」を参考に設計する。このカリキュラムの特徴は、たんに知識だけを教えるのではなく、技
術者の能力は3種の素養「知識＋スキル＋人間力」の総合力で測るべきとし、コミュニケーション能力や
人間性を重要視しているところにある。



米国の計算機学会 ACM　（Association for Computing Machinery） IT カリキュラム2017版

　また、日進月歩で進む技術革新にキャッチアップするために、AI（人工知能）技術とそれに関連するデ
ータサイエンス分野の科目を重点的に導入・補強する。

　加えて、国際レベルの技術者を育成するために、専門分野に特化した英語力を習得できるような外国語
科目を導入する。最先端の情報技術の大部分が英語圏で開発されるものであり、その技術導入に際して
は、膨大な英文マニュアルや最新の技術動向を伝える英文業界誌などを読みこなす語学力が要求され、さ
らには外国企業と直接情報交換することも想定されるからである。

　一方で、本事業コンソーシアムに参画する日本ユニシスなど大手IT企業との連携教育も充実させる。IT
企業の見学会やエンジニアとの交流会などを課外活動として実施し、そこで「自分が今学んでいることが
将来社会の役に立つ」という実感を生徒・学生が得ることによって、学習意欲の向上や職業意識の醸成を
図る。これについては、若者の離職理由として最も多い、「自身の希望と仕事内容のミスマッチ」を防ぐ
方法として注力する。

　事業推進にあたっては、京都コンピュータ学院京都駅前校、京都府立京都すばる高等学校、京都府教育
庁指導部高校教育課、日本ユニシス、一般社団法人京都府情報産業協会からなる「産官学連携コンソーシ
アム」を設置する。この中で、日本ユニシスは、産官学連携コンソーシアム会議に出席してIT業界で求め
られる人材像について大手IT企業の視点で助言を行うほか、現役のITエンジニアによる講義や生徒・学生
の個別指導によるさまざまな研究・作品制作、イベント企画などを行う。

　開発プログラムのゴールは、本プログラムの修了者が早期から生涯にわたってIT業界で活躍し続けるこ
とである。従って、本プログラムへの志望者を増加させ、将来を見据えて学習を継続し、専門学校卒業後
に本人が希望するIT業界に就職することが、重要なアウトプットとなる。そのKPIとして、以下を令和8年
度の目標に設定する。



　また、全国の情報学科やIT系学科を有する高校・情報系専門学校への開発プログラムの公開と研修会の
実施などによる活用促進、全国のIT関連企業への事業報告とそれによる認知度の向上、本プログラム参加
の卒業生の就業状況の追跡・調査などを行い、成果を活用していく。
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21世紀型専門人材の 
育成プログラムの開発と実証事業
● 学校法人穴吹学園

⾮認知能⼒養成を柱にした専⾨⼈材の育成プログラム開発

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、日本の多くの地方自治体が若者の人材流出という大きな問題を抱えている。香川県においても、大
学進学時の県外流出率が8割を超えており、その後のＵターン率も低いことが地域課題となっている。香
川県が2019年に実施したアンケートによれば、大学生が県外に進学する理由の1位は「希望する企業や仕
事がない」(58.9％)である。これは、地元企業の魅力などを知らないまま、県外の大学等に進学し、その
地で就職する層が多いことを示す結果であろう。一方で、大学進学者の8割が県外に流出するのに対し、
専門学校（穴吹学園）については、地元出身者が8割近くを占め、地域への人材供給の面で一定の評価が
ある。

左上：大学進学時の県外流出率
左下：専門学校（穴吹学園）の県内出身率
右上：日本人18歳の自己効力感を持つ割合 
右下：採用選考時に企業が重視するポイント

　以上を踏まえると、地元で学び、地元で働く人材を増やしていくためには、専門学校が高等学校や企業
と連携して、高校段階から一貫性のある体系的なキャリア教育を行い、その後に続く専門教育へと接続し
ていくことが求められていると言える。

　その教育プログラムの内容についても、変革が必要である。AIやロボットの進化などにより変化が加速
し、将来の予測が困難な現代においては、専門学校で獲得した専門知識・技術が陳腐化していくリスクが
高まっているからだ。これからの専門学校生に求められるのは、卒業し就職してからも、変化にタイムリ
ーに対応していくために、主体的かつ柔軟に学び直せる「自学自修型」の人材になることである。

　実際、企業が学生を選考するにあたって重視するポイントは、日本経団連のアンケート調査では、調査
開始以来変わらずコミュニケーション能力や主体性が最上位にあげられている。香川経済同友会のアンケ
ート(2021年2月実施)でも、求める能力の1位は｢コミュニケーョン能力｣であり、新人に物足りなさを感じ
ているのは、｢指示待ちで､主体的に考え動こうとしない姿勢｣であった。その背景として「自己効力感」が
低いこと、いわゆる非認知能力の養成に課題があることがうかがえ、裏返せば大学を含めて学校側がその
要求に応えきれておらず、コミュニケーション能力や自己効力感の向上・改善のために、非認知能力の養
成が必要であることがわかった。



　専門学校は、専門知識の教育、すなわち認知能力の養成を訴求するため、非認知能力の養成に積極的に
取り組めてこなかったのが実情である。認知能力を養成していくプロセスの中で、非認知能力をいかに教
えていくかが課題である。

　高等学校においては、非認知能力の土台作りをしながら、同時にキャリア教育の充実が求められる。
「教員自身の社会経験不足（職業イメージをリアルに伝えきれない）」、「多忙からの時間不足」、「外
部講師招聘が困難な環境（ネットワーク不足、謝金等の予算不足）」などを原因とするキャリア教育の不
足は、「とりあえず行けるところへ」といった安易な進路選択につながり、結果としてミスマッチによる
退学や早期離職を招く要因の一つになっていると考えられるからである。とくに、地元企業の魅力や地域
の課題などに触れながら、視野を拡げ、見識を深め、自らの進路を主体的に選べるように導くキャリア教
育は、「地元で学び、地元で働く」人材育成にとって必要不可欠と言えよう。

将来の夢や目標がある、と回答した高校生の理由を書いてもらっている　テキストマイニングした結果→保育士　警察官など具体的な職業　憧れ　夢を叶える　ポジティブなワードが並んでいる

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、高校と専門学校をつなぐ魅力的な教育プログラムを開発することで、地元の専門学校で学
び、地元で働きたいという高校生を増やし、先の読めない時代に対応できる新しいタイプの専門人材の育
成を目指す。

　高等学校には、従来の進路指導・キャリア教育とは異なる新しい取り組みとして、仕事・地域・社会を
通し、自分を知り、その過程で考え方や選び方、生き方も身につける一貫した体系的プログラム「自分探
究ナビ」を開発・導入する。「自分探究ナビ」では、まずはマインドセットのリセット（「自分はダメな
人間だと思う」といった先入観を取り払い、「難しい問題でもきっとできる」という自己効力感を醸成）
から始め、視野を拡げ、可能性を拡大しながら、徐々に選択肢を絞り込んでいくというプロセスをたど
る。また、「総合的な探究の時間」や「産業社会と人間」、ロングホームルームの時間を活用し、コーデ
ィネーターを中心として専門学校や企業の協力も得て作り上げていく協働型プログラムとする。これは、
従来の出前授業のように高校からの依頼に基づき行う単発的なものではなく、専門学校からの提案に基づ
くまったく新しい体系的なキャリア教育である。

　専門学校には、専門学校の強みを活かして非認知能力も養成するプログラムとして「専門探究ナビ」を
開発・導入する。「専門探究ナビ」は、専門科目の学習、資格検定の取得、実習などの教育機会を単なる
受験勉強や体験で終わらせることなく、そのプロセスで、目標を達成する計画力や計画に狂いを生じさせ
る予期せぬ事態にも冷静に対処する修正力､資格試験に合格後もさらに上級レベルを目指して学び続ける習
慣、挫折体験から立ち直る力(レジリエンス)など､非認知能力の養成も目指すプログラムとする。



　また、非認知能力の養成という性質上、カリキュラムの内容以上に、教え方の工夫や教員の意識改革な
ど教える側の変革に力点を置くのが「専門探求ナビ」の特徴となっている。そのために、岡山大学の中山
芳一准教授の指導のもと、非認知能力養成の専門チームを立ち上げ、高等学校の先生も含めて勉強会など
を始めている。

　事業にあたって設立したコンソーシアムには、高等学校8校、専門学校9校、行政機関（香川県教育委員
会、3自治体）、企業・団体が参加。各参加者は、カリキュラム・シラバス・教材の開発を支援するとと
もに、メンター派遣などの人材協力を行う。また、企業は非認知能力養成の効果検証を行い、それをプロ
グラムにフィードバックすることで、よりよいプログラムを開発するサイクルを構築する。

　開発プログラムのKPIは以下の通り。

　さらに、「自己効力感がどれぐらい上がったか」、「非認知能力への理解度がどれぐらい上がったか」
という教員・学生の意識変化もKPIに加えた。教員の意識変化も対象にするのは、非認知能力の養成にお
いて教員の意識変化が出発点になると考えるからである。



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

Withコロナ/人生100年新時代における 
歯科衛生士養成専門学校と高等学校の 
有機的連携プログラムの開発・実証事業
● 一般社団法人福岡県歯科医師会立　福岡歯科衛生専門学校

需要は⼤きいのに進学希望者が少ない―― 
⻭科衛⽣⼠をめぐるギャップを⾼専連携で解消

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

　歯科衛生士は歯科医師とともに、むし歯と歯周病に代表される歯科疾患の予防や治療の担い手である。
近年の研究では、「口腔の健康」が全身の健康と疾病予防に大きく関わっていることが明らかになってお
り、健康長寿の実現には口腔の衛生管理が極めて重要だとされている。この口腔健康管理は、歯科医師で
はなく歯科衛生士が担うもので、歯科衛生士なくして口腔の健康を守ることはできない。健康意識がます
ます高まり、口腔衛生への関心が高まる中、歯科衛生士の需要も増している。

　しかし現在、その不足が大きな問題となっている。令和元年度の全国の歯科衛生士養成校への求人倍率
は20.7倍で、同年度の平均有効求人倍率1.6倍を大きく上回っている。同じ医療職である看護師の求人倍率
約2.3倍と比べても非常に高い。福岡県内では現在約6500人の歯科衛生士が業務に従事しているが、約
2000人不足しているとされる（令和2年福岡県歯科医師会調べ）。歯科衛生士は慢性的に不足しているの
である。

　こうして慢性的な人材不足によって歯科衛生士の需要が非常に高くなっているにもかかわらず、歯科衛
生士養成校への進学志望者はなかなか増えないという現状がある。令和2年度の全国の歯科衛生士養成校
の61.3％が定員割れとなっており、同年度の平均入学定員充足率は85.9％に過ぎない。この状況が続いて
いるのは、歯科衛生士の社会的認知度が低く、業務内容が正確に認知されていないためだと考えられる。

　加えて、歯科衛生士養成校に進学、あるいは歯科衛生士として就職した後に、ミスマッチや不明確なキ
ャリアビジョンなどを理由に退学・離職する者が一定数いることも大きな問題である。たとえば、最終目
標が国家資格「歯科衛生士」の取得にある歯科衛生士養成校にキャリア意識・志の希薄なまま入学した学
生は、国家試験の勉強に耐えきれずに退学してしまうケースがある。

　以上の諸課題を解決するためには、高校生の段階から歯科衛生士の認知度を向上させ、その仕事の魅力
を伝えることが必要である。これまでも、福岡県歯科医師会は県内の歯科衛生士養成校と協力して、歯科
衛生士の認知度向上を目的に、高等学校の進路指導教員に対して啓発活動を行ってきた。しかし、長年の
取り組みにもかかわらず高校生の認知度は依然低いままである。そこで、本事業では、高等学校と専門学
校が連携して共通の目標を設定し、キャリア教育や非認知能力開発を導入した有機的連携プログラムを開
発・実施することによって、歯科衛生士の職業を理解し目的意識を持った歯科衛生士養成校進学志望者の
増加と就職後の早期離職者の減少につなげ、地域口腔保健の中核を担う人材の育成を目指す。



　あわせて、本プログラムでは高等学校に歯科保健教育を導入し、「口腔の健康」への理解を深めること
も目指す。平成28年歯科疾患実態調査によれば、15～19歳で歯肉炎（歯周病の初期段階）の症状の「歯肉
出血がみられる者」が30.6％にも上っている。歯科保健教育によって高校段階で歯肉炎を減らすことは、
さまざまな全身疾患と関連する歯周病の予防になり、生涯にわたる全身の健康づくりに寄与するものとな
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、高等学校、専門学校、行政、業界団体・企業が連携して、「Withコロナ/人生100年新時代
における歯科衛生士養成専門学校と高等学校の有機的連携プログラム」を開発し、実証する。プログラム
は以下の3つで構成し、高専6年間をシームレスにつないで展開する。また、プログラムの内容は、実証中
のさまざまな気付きをフィードバックしながら、適宜更新していく。

①高等学校における歯科保健教育プログラム 
　高校1年生時に全生徒を対象とした授業を行う。これにより生徒の歯や口腔の健康づくりに寄与を目指
す。同時に、歯科衛生士の役割と社会貢献を紹介し、歯科衛生士に関する関心を高める。

（目標） 高校生に必要な全身の健康と生活習慣との関係の理解 
歯・口の健康づくりの推進 
歯科衛生士の認知度の上昇

　授業はオンライン形式とし、主に事業で作成する教育用動画を用いて展開。授業内では歯科衛生士また
は歯科医師による質疑応答も行う。「人から感謝される仕事である」、「社会的意義・やりがいの大きい
仕事である」、「国家資格を取得することで、全国で生涯にわたってできる仕事である」といった魅力を
現役歯科衛生士の声で伝え、また、「歯科衛生士を目指した理由」を歯科衛生士養成校在校生の声で伝え
る。

②-1高等学校におけるキャリア教育 
　①をきっかけとして2・3年生時に本プログラム選択を希望した生徒に対して実施する。

（目標） 明確なキャリアビジョンを持ち、目的意識をもって高等学校での課題や他の活動に取り組む生徒の増加 
主体的な進路の選択と将来設計への寄与

　授業は、福岡講倫館高等学校では学校設定科目として申請する。授業内容は、「医療人に共通して要求
されるコミュニケーションスキル」や「医療接遇」などのほか、「歯科衛生士養成教育の基礎となる歯・
口腔の構造と機能」、「疾患と治療」、「歯科衛生学総論」など高校生の間に学習することが有効かつ可
能な専門知識の先取り授業を行う。

　プログラム修了者には認定証を発行する。



②-2.専門学校における非認知能力育成プログラム 
　専門学校各学年全員を対象に、「自己管理力」、「コミュニケーション力」、「協調性」といった歯科
衛生士に求められる非認知能力を体系立てて教育・育成する。

（目標） 充実したキャリア教育により中退者を減らす 
非認知能力を向上させ新卒就職者の1年以内の離職者を減らす

　在校生・卒業生への事前調査結果（図①、図②）をもとに、育成が必要な非認知能力を特定。「専門学
校までにもっと学習したかったこと」、「現在の課題」、「実習生に求めること・その理由」等の調査結
果を、従来行われてきたプログラムに組み込み、改訂する。また、この非認知能力を含むキャリア教育プ
ログラムに関しては、高等学校も含めて開発・展開する。

【図①】

【図②】



　事業の推進にあたっては、高等学校、専門学校、行政、企業・業界団体の連携のみならず、全国歯科衛
生士教育協議会（全国の歯科衛生士養成校175校の連絡機関）の応援も得て、汎用性・実効性・実用性が
あるプログラムを開発し、今後の全国展開につなげていく。

　最終的なゴールは地域で活躍する歯科衛生士を増やすことであり、KGIを「福岡県内の就業歯科衛生士
不足数1,500人以下」に設定する。KPIについては、高等学校については、「実施高校数の増加」、「生徒
の歯肉炎有病者率15％未満」のほか、「適切な歯科保健行動実施生徒の増加」、「歯科衛生士の認知度の
上昇」、「キャリア意識の向上」などに設定。専門学校については、「定員充足率100％」、「中退者0
人」、「新卒就職率100％」、「就職後1年以内の離職者0人」などとする。



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
● 学校法人宮崎総合学院　宮崎情報ビジネス医療専門学校

地域IT産業のニーズにマッチする⾼度なIT⼈材の養成

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

　デジタル化の進展に対応して、宮崎県では令和4年4月から商業高校（情報系学科）の学科が改編され
（経営情報科から情報ソリューション科へと改編）、それに伴ってカリキュラムが高度化される。

　システム系については、従来のプログラミング等に加えて、AI、データサイエンスなども高校段階でカ
リキュラムに導入され、プログラミング言語としても高校1年時からPythonが取り入れられるのである。
このカリキュラムの高度化に合わせて、教員のレベルアップが高校の課題となっている。専門学校でも、
AI、データサイエンスなどの指導ノウハウが不足している部分があり、また、企業サイドの新しい動き、
新しい技術、新しいニーズを掴み切れていない面もある。同時に、かねてから専門学校段階でプログラミ
ングに拒絶反応を起こす学生が一定数いるという課題も抱えている。

　クリエイティブ系については、学科改編を機にハイスペックパソコン、クリエイティブ系ソフトが導入
される。それに伴い、商業高校（情報系学科）ではクリエイティブ系科目（コンテンツ分野）の充実が図
られようとしている。しかし、これまで高校段階ではクリエイティブ系の教育機会が少なく、指導ノウハ
ウもあまりないのが実情である。専門学校でも、令和4年度からは企業の協力を得て、実際の仕事を模し
た環境での課題を設定したり、インターンシップを通じて、より実践的な経験を積ませるなど実習・作品
制作中心のカリキュラムへシフトし、指導内容を充実する方針である。



　本事業では、これらの課題を解決するために、高校段階、専門学校段階でそれぞれ習得すべき内容を企
業の支援のもと整理した上で、高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。高校と専門学校が連携すれば、例えば、プログラミング学習においては5年間かけてじっくり学ぶ
ことができるので、プログラミングで挫折する学生の減少が期待できる。また専門学校は、高校教員の研
修や専門学校教師による特別授業の開催、高校段階での教育プログラム開発支援などによって高校をサポ
ートするほか、企業と高校の間に入って、企業側のニーズを高校生に対してわかりやすく伝えていく役割
をはたすこともできる。さらに、最終的に人材を受け入れる地域IT産業にとっても、ニーズにマッチする
先進的で高度なスキルを身に付けた人材の確保につながる。このようにして作る「県内で育った人材が県
内の企業で働く」という流れは、県外への人材流出という行政課題の解決を目指すものでもある。

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、専門学校と高校、企業、行政との連携をより一層深め、「職業教育コンソーシアム」を組
織し、「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」を構築して、将来を見据えた職業教育
の充実・発展を図る。

　開発する高専一貫の教育プログラムは、「システム系」、「クリエイティブ系」、「共通」という3つ
の柱に分け、「システム系」、「クリエイティブ系」については、高校では基礎的内容、専門学校では応
用的内容とし、「共通」については、高校では職業意識醸成やキャリア教育、専門学校では実践的な能力
養成等とする。

＜システム系＞ 
DXの中心であるAI、データサイエンス及びプログラミングに力点を置く。 



高等学校のカリキュラムは、専門学校や企業がサポートする。 
専門学校では、これまでは情報処理の国家試験対策が中心だったが、企業から非常勤講師を派遣し、最近
の動向や新技術を取り入れた実践的な授業を行うことで、即戦力になる人材を育成する。

＜クリエイティブ系＞ 
Web制作及びCG・映像制作などの教育の充実。 
高等学校については、これまでハイスペックなパソコン等の教育環境もなく、教員もCG等を教えた経験が
ほとんどなかった。専門学校については、これまでクリエイティブ系のコースでは、情報処理科目の比重
が比較的高く、クリエイティブ系本来の科目の時間数が少なかった。これらについて、専門性の高い外部
講師の活用やクリエイティブ系本来の科目を増やすことで強化する。また、高校段階での教育機会が少な
いクリエイティブ系進路へのフォローを行う。

＜共通＞ 
職業意識や企業人としての基礎的素養やビジネススキルを育む。 
専門学校は就職先でもある企業とのつながりが深いが、本校で実施した高校生アンケートでは、商業系の
高等学校の場合、情報系の学科があっても、その分野の進学・就職希望者の割合は約24％と低く、システ
ム系やクリエイティブ系の企業とのつながりもあまりない。企業との連携を深め、その支援のもとに、企
業人としての基礎を涵養する。

さらに、事業を推進する「職業教育コンソーシアム」では、行政機関と企業は以下の役割を担う。

＜行政機関（高等学校所管の宮崎県教育委員会高校教育課と専修学校所管の宮崎県みやざき文化振興課が

参画）＞ 
・本事業推進に関する支援、助言 
・特に県教育委員会については高校での教育プログラムに関する助言

＜企業＞ 
・企業として求める人材像の整理 
・高校、専門学校への人材養成に関する要望整理 
・スキルマップ作成に対する支援（企業視点からの助言等） 
・教育プログラムの開発に対する支援（企業視点からの助言等） 
・教育プログラムの実証段階等における高校、専門学校への非常勤講師派遣



　本事業の最終的なゴールは、「企業が求める人材をどれだけ輩出できたか」にある。それを前提とし
て、高等学校については「授業の理解度の向上」と「進路の明確化」を、専門学校については「授業の理
解度の向上」を指標の中心に捉えていく予定である。以上を踏まえて、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割合（高校生アンケート）、システム系・クリエイティブ系企業から専門学校
への県内求人数、専門学校におけるG検定の合格者数・合格率（G検定：一般社団法人日本ディープラーニ
ング協会によるディープラーニングの基礎知識や活用に関する試験）、専門学校1年次後期における基本
情報技術者の合格率、高校におけるITパスポートや情報セキュリティマネジメントの合格率、専門学校に
おける退学者数、高校生・専門学校生のプログラミングに対する意識の変化（高校生・専門学校生アンケ
ート）などを検討し、KPIとする予定である。
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