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キャリア教育の一環としての工場見学と 

その取り組み方の相違による教育効果の検証 

 
 

高橋 利幸*１ 
 

A Factory Tour as Part of Career Education and the Correlativity between 

Educative Effects and Differences in Their Approaches to the Tours  
 

Toshiyuki TAKAHASHI 
 
 
      An effective and educational factory tour as part of career education was investigated. Traditionally, factory tours 
have been carried out as part of career education. However, educational effectiveness of tour programs was 
inadequately-tested. This feature of the factory tour carried out in this study was that college students could have chances 
to reflect on the tours by writing a report of the tour. By writing the report, students could also reflect on their own future 
career including job search and clarify their own goal. Addition to direct effects of the factor tour as career education, an 
effect of that on academic results was analyzed in this study. The result obtained showed that both their experiences 
through the process making the report and clarification of their own career improved their academic results indirectly.  
 
KEYWORDS：career education, factory tour, educational effectiveness 

□1．まえがき 

 
□地域社会の教育力の低下と親の過保護・過干渉に

より、若者の中で職業観・就労意識の多様化及び希

薄化が起きている。その結果として、自立の遅れ、

短期離職者の急増や若年失業率の上昇そしてフリー

ターの増加等が日本社会の若年層の中で顕著な社会

問題となっている 1)。上記問題から、社会全体で次

代を担う人材の育成を促進することは喫緊の課題で

ある。近年、学校教育機関で実施されているキャリ

ア教育もこの対策の一つである。 
高専は実践的技術者の輩出を目的する。リーマン

ショック及び東日本大震災の影響など長引く日本社

会の不景気により、高専の高い就職率も入学生及び

在学生に対するセールスポイントとなっている現状

では、当事者である在学生が職業観を身に付けるこ

とは重要である。現在、キャリア教育は高専や大学

などの高等教育機関に限らず、中高一貫校や高等学

校などの中等教育機関でも特別活動として実施され

ている。一方、その効果測定は、「感覚的な評価」や

「評価そのものを実施していない」場合もあり、学

校によって取り組み方に温度差がある 2)。 
本高専でもキャリア教育を実施し、地域の企業人

や就職したOB・OG による講演等による学習に加え、

3 年次には工場見学、さらに 4 年次にはインターン

シップによる校外実習といった体験的教育を実践し

ている。この中で工場見学は、学生やその保護者に

とって修学旅行に相当する扱いのものとして理解さ

れることが多い。また、本校では工場見学の約半月

後に定期試験が行われるという行事上の制約もあり、

工場見学後のその教育効果の検討をこれまで体系的

に行う仕組みがなかった。今回、教育効果の高い工

場見学実施プログラムを検討することを目的として、

工場見学後の報告書の作成を義務付けた。さらに、

学生に対して工場見学に関するアンケート調査も実

施した。本稿では、この取り組みによる学生の工場
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見学や職業観・就労観に対する意識の変化及び実施

前後の成績の追跡から工場見学体験による学習モチ

ベーションの変化をも分析した。 
 
□２．本活動の取り組みの特徴 
 

２．１□キャリア教育の社会的意義と高専における

その位置づけ 

 
本国を取り巻く社会的・経済的状況が急速に変化

するなか、若者の勤労観・職業観も変化し、学校生

活から社会・職業生活への移行が円滑に行われなく

なってきた 3)。社会的要請に応えるため、学校現場

にも従来の進路指導にとどまらない生き方について

の指導が求められている 3)。キャリア教育は中学や

高校でも実施されている。近年、中学生のほとんど

が高校へ入学し、高校卒業後はその多くが大学・短

大または専門学校に進学する。卒業後の進学が相当

程度想定される中学や高校に対して、卒業後に多く

の学生が企業に就職する高専は、大学同様に学生生

活の「出口」の一つである。したがって、高専在学

中のしっかりしたキャリア教育と勤労観・職業観の

育成は、中等教育機関が目指すキャリア教育以上に

重要な教育課題である。 
一方、高校及び中高一貫校の学校経営課題は、

26.5％が「生徒募集」である 2)。高校や中高一貫校

は、高専にとって学生獲得の競合校であるが、高専

の高い就職率は、高校や中高一貫校にはない特徴的

な強みである。この特徴を今後も維持するには、現

代社会の要請に沿う効果的なキャリア教育が求めら

れる。高専毎に様々なキャリア教育プログラムが実

施され 4 - 6）、アンケート調査や実施時の状況で感覚的

には評価されているが、実施後の教育効果として明

確に定量化している例は必ずしも多くない。 

 

２．２□キャリア教育と学生の進路選択 

 
キャリア教育を通して学生の職業観・就労観を育

むことは重要であるが、SPI 試験などある程度の学

力も期待される厳しい就職活動を乗り越えるには、

日々の学習へのモチベーションを高めることは重要

である。高校において、就職や進学を明確に意識し

ていない進路選択前の 2年生は、「中だるみ」が問題

となっている 7)。これは、専門知識は高校生より多

いが、心身ともに高校生と同程度である高専 2・3
年生にもあてはまる。すなわち、就職や進学を含む

今後の進路を明確に意識することは、今後の学生生

活の過ごし方に大きく反映される。工場見学はキャ

リア教育の一環として実施しているが、学生に就職

や就労を意識させる最も効果的なイベントの一つで

ある。今回、特にこの工場見学を通した学力面での

教育効果にも着目した。 

 

２．３□本高専における従来の実施形態 

 
現在、本校では通常の授業期間中に工場見学を実

施しているため、工場見学は教育効果を高める実施

形態である事が望ましい。例年、担任が見学先の企

業と見学日を交渉し、旅行代理店と日程調整等を行

い、工場見学を実施する。すなわち、事前に見学先

の簡単な資料の配布等は行うが、基本的に学生は、

計画に従い移動するだけで、主体的に関与するプロ

セスがほとんどない。さらに、従来までは学生が見

学内容を振返る機会を設けておらず、修学旅行に替

わるもの程度と考えている学生にとっては単に「ク

ラスで旅行に行った」程度の気持ちの場合もあり、

酷い場合には見学先でもらった資料が教室に置きっ

放しにされていた。また、工場見学の実施だけで終

わり、工場見学のキャリア教育としての意義やその

効果を可視化する取り組みは行われていなかった。 
 

２．４□本活動の取り組み 

 
工場見学は、次年度のインターンシップを除けば、

現場の雰囲気を直接肌で感じ、現場の作業者の意見

を聞くことができる貴重な機会である。本活動では、

学生が工場見学を振返る機会として、見学後の報告

書の作成を課題とした（図１）。また、アンケートも

実施し（図２）、工場見学に対する各学生の取り組み

の評価を試みた。 
一方、工場見学を通して、学生が就職において必

要とされる知識や技術に触れることで、自己の進路

目標の設定を経て、学習に対しても効果が現れる可

能性がある。そこで、工場見学実施前後における当

該クラスの定期試験平均成績を比較し、キャリア教

育としての評価に加え、工場見学前後における学習

へのモチベーションの変化を分析した。簡単に分析

方法を説明すると、学習モチベーションの効果は、

工場見学前の前期中間試験（6 月実施）と工場見学

実施後の後期中間試験（12月実施）のクラス平均点

を比較した。なお、期末試験の成績には試験の素点

以外に平常点が加点されることがあるため、本校で

は基本的に素点を出す中間試験のみを比較対象に用

いた。また、本活動のように工場見学の事後報告書 
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の作成を実施した年度（H23年度）と実施しなかっ

た年度（H22年度）の学生の平均点も比較し、本活

動の効果を評価した。さらに、H23年度に工場見学

に参加した学生の前年度（2 年次）の成績とも比較

し、工場見学という体験を経た 3 年次と経る前の 2
年次の成績で変化があるか分析した。 
 
□３．本活動の教育効果 
 

３．１□工場見学前後における学生の取り組み 

 
平成 23年度の本高専物質工学科 3年生の工場見

学は、11月 16日（水）～19日（土）の 3泊 4日の

日程で北九州・山口方面を中心に実施した。見学先

は、研究所 1ヶ所、食品関連企業２ヶ所、材料系企

業 1ヶ所及びエネルギー関連企業 1ヶ所の計５企業

を見学した。なお、その他の工程として、修学旅行

の一環を兼ねて、博多市内の散策等も実施した。 
工場見学前後における学生の取り組みを把握する

ため、実施後のアンケートの中で、設問Q2「実施前

に自分で見学先を調べたりしましたか」のように関

連する質問を行った（図 3左図）。その結果、「どち

らかといえばそう思わない」と「そう思わない」が

過半数を超えた事から、事前の取り組みは、必ずし

も高くないことが分かる。続いて、見学中の様子を

把握するために設問Q3を行った結果、訪問先の企

業の説明者が学生の理解に合わせて説明して下さっ

たこともあり、見学先の内容は概ね理解できていた

ことが分かる（図 3右図）。 
設問Q4とQ6では、見学先を振返る機会を提供

するという本活動における狙いの一つを調査した。

その結果、報告書を作成するため、多くの学生が企

業の資料を見返したり、インターネットを使用して 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再調査した形跡を確認できた（図 4）。例年のように

資料が教室に放置されているなどの状況は、見られ

なかった。この点に関しては、本活動の狙いは達成

できたといえる。 
 
３．２□キャリア教育としての工場見学の効果 

 
本高専では、4年次に校外実習としてインターン

シップを行う。3年生で実施する工場見学は、イン

ターンシップの予備調査として、各企業がどのよう

な業務を実施しているのか直接知る事ができる数少

ない機会である。また、5年次の就職活動において

も実際に企業の事を入社や就職試験前に知る機会は、

工場見学や企業のHP・パンフレット等の限られた 

 
図１ 事前に学生に通知した報告書作成要領 

 
図２ 工場見学後に実施したアンケート 
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図３ 工場見学実施前及び実施中の学生の状況 

「Q2. 実施前に自分で見学先を調べたりしましたか」

（左図）や「Q3. 見学内容は理解できましたか」（右

図）といった質問に対する回答を4段階で評価した。 
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情報だけである。そこから卒業後に勤める企業を探

し、就職活動を行う。これらのミスマッチが、昨今

の若年者の高い離職率につながっている。したがっ

て、今回の取り組みを自分の今後の活動につながる

事として捉えていたかどうかは、調査すべき項目で

ある。Q５は、上記の狙いで実施した（図 5）。その

結果、9割超の学生が、今回の経験が就職活動を含

む今後の活動にいかせると考えていることから、職

業観や就労観を育む上でも役立ったといえる。具体

的な学生の感想をいくつか挙げ紹介する。 
 
・「さまざまな企業を実際に見れたので、これからの

就職に役立てたい。」 
・「実際に行って見ると、思っていたよりも興味が持

てる内容でこういう機会があって良かったと思い

ました。これから企業見学・研修に行くときは事

前にもっと調べようと思います。」 
・「自分が知っている身近な商品を製造している工場

を見学し、工場勤務がどのようなものかを知り、

将来就職する際のイメージを固めることができ

た。」 
・「企業の人達が、いかに私たちの生活のことを考え

ているかということを知れて、『働く』ということ

がどのようなことか、考えさせられ、少しだけ分

かった気がする。非常にいい経験になった。」 
・「いままであまり就職について深く考えたことがな

かったが、工場見学を終えた今、『就職』というこ

とが現実的になってきた。また、就職するために

何が必要かなどをたくさん聞くことができたので、

この経験をいかして、これからの学校生活を過ご

していきたい。」 
・「今回の工場見学は私にとって将来の就職先を考え

る良い機会になった。様々な分野の企業を見学し 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 たことで、工場の様子や事業内容を学ぶことがで

き、自分の視野を広げることができた。」 
 
一方、多くの学生が前述のように不十分な事前調査

で工場見学に臨んでいた（図 3）。この点は、以下の

ように学生の感想の中にその記述を確認できた。 
 
・「（前略）・・・・見学する企業について事前の下調

べが不十分であったため、質問をすることができ

なかった。4年生でのインターンシップではこの

ようなことがないよう、慎重に企業について調べ、

自分の就職先に考えていく必要があると思った。」 
・「（前略）・・・・反省点として、企業の下調べをあ

まりしなかったことがあげられます。インターン

シップなどを決める際はそのようなことがないよ

うにしたいです。」 
 
以上のように、自己の不十分さも十分に省みて反省

できたようである。学生が、不十分な準備で就職活

動に突入する等の今後想定される失敗を未然に防ぐ

ように意識できた点は、報告書の作成を通し、工場

見学を振返る機会を提供した本活動に十分に意義が

あったことを示している。 
なお、設問 Q7 は、次年度以降の工場見学に近年

の学生のニーズを反映させる目的で調査した。結果

は割愛するが、当該クラスの学生は、食品関係、医

薬品関係及び化学製品関係（石油化学及び化粧品を

含む）の企業を見学先として希望する傾向があった。 
 

３．３□工場見学後の学習モチベーションの変化 

 
就職や進学を含む今後の進路を明確に意識する機

会である工場見学を通して、その後の学生生活の過

ごし方に影響が現れるかどうか検証した。特に今回 
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図４ 工場見学実施後の学生の状況 

「Q4. もらったパンフレット等を自宅で見返す事はあ

りましたか」（左図）及び「Q6. 報告書作成時にパンフ

レットやインターネットで見学先を調べる事はありま

したか」（右図）の質問に対する回答を4段階評価した。 
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図５ 工場見学と今後の活動に関する設問 

「Q5. 今回の経験はインターンシップや就職

活動などにいかせると思いますか」の質問に対

する回答を4段階評価した。 
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は、工場見学の経験による学力面での効果に着目し

た。図 6Aは、今回の工場見学に参加したH23年度

物質工学科 3 年生の前期または後期中間試験の通年

科目の合計点から算出したクラス平均点を示す。分

析の結果、前期中間試験よりも後期中間試験の平均

点の方が若干増えた。しかし、後期は進級との関わ

りも強く、試験に対する学生の力の入れ方も前期よ

りも強い可能性もあるため、以下のように他の視点

からも分析をした。図 6B では、今回同様に工場見

学を実施したが、報告書の作成を課さなかった年度

の 3年次の成績（H22年度物質工学科 3年生）と今

回の 3 年生の成績を比較した。なお、著者は、H22
年度と H23 年度の両年度の当該クラスの担任とし

て関与したが、H23年度のクラスにのみ工場見学の

報告書を課した以外は、教務的なカリキュラムや特

別活動におけるキャリア教育等を含む他の要因は両

年度でほぼ同じ内容であった。一方、クラスを構成

する学生が別であり、クラスによる学力差を想定し、

両者ともに前期中間試験の結果を 100％としたとき

の後期中間試験の点数を相対値に換算して比較した。

その結果、H22 年度及び H23 年度の両者ともに後

期中間試験の方が好成績だが、H23年度の方が、後

期中間試験の成績の伸びが一層高かった。全体の平

均ではなく、学生各々の点数差の分布をヒストグラ

ム解析し、さらに詳細に分析した（図 7）。その結果、

工場見学の報告書を課した学年の方が、全体的に点

数の上昇している学生の割合が多かった。本校の行

事スケジュールでは、工場見学の半月後には後期中

間試験が始まるため、工場見学の報告書の作成は学

生の時間的負担になることは間違いない。それにも 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関わらず成績の向上が見られたことから、報告書の

作成は、学生自身により明確に将来目標を意識させ、

結果として一層の学習効果を誘導した可能性がある。 
H22 年度と H23 年度では同じ 3 年生でもクラス

を構成する学生が別人であり、個々の能力に差があ

る。そのため、さらなる分析として、ほぼ同じ集団

であるH22年度 2年生とH23年度 3年生の成績を

比較した（図 8）。ただし、実際には 3年次に編入学

生の追加等があり 2年生から 3年生の間に若干クラ

スの学生が増えている。調査の結果、当該クラスは、

2 年次には前期中間試験よりも後期中間試験の成績

が悪い。一方、工場見学を経験した 3 年次には前期

中間試験よりも後期中間試験のクラス全体の成績が

良かった（図 8A）。2・3年生両者ともに、特別活動

を通して外部識者の講演等を中心としたキャリア教

育を行っている。しかし、学校生活に不慣れな 1 年

生及びインターンシップや就職活動など実際に就職

活動に直面する 4・5 年生と異なり、2・3 年生はと

もに学校生活にも慣れ、かつ、進路選択までに時間

があり、「中だるみ」し易い時期である。作業風景を

目の当たりにする工場見学は、学生にとって講演主

体のキャリア教育よりも刺激が強く、自己のキャリ

アとして将来をイメージし易い。個々の学生の成績

を分析した結果、上記効果が影響したのか、2 年次

よりも 3 年次において成績の向上した学生が増えて

いた（図 8B）。しかし、高専 3 年生が自分の進路を

明確に意識する機会は、工場見学以外のキャリア教

育を通した経験も完全には否定できず、図 6～8の結

果のみから工場見学の体験と将来目標の明確化を成

績の向上と直接関連付けることは現時点では拙速で

ある。しかし、少なくとも報告書を通して確認でき

た学生の感想から、報告書の作成は、間接的に学習 

後期中間試験の平均点－前期中間試験の平均点
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図７ 報告書の作成の有無と学生の成績の変化 

工場見学後の報告書の作成を課したクラスと

課さなかったクラスの学生の成績分布。 
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図６ 工場見学実施による学生の成績の変化 

A)工場見学前後の学生の成績の変化をクラス平均の変

化として分析した。B）工場見学後の報告書の作成を課

したクラス（H23 年度）と課さなかったクラス（H22 年

度）の成績を比較した。 
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のモチベーションの向上へとつながっていると考え

られる。 
 
４．あとがき 

 
「就職」という卒業後の「出口」を見据えたキャ

リア教育は、学生自身が自己の学業への取り組みの

目的を明確化したり、将来の目標を立てる上で重要

であり、教育機関としてそのための効果的な機会の

提供は必要不可欠である。一方、キャリア教育は実

施方法やそのプログラム内容の特異性やアンケート

結果による報告が中心で、キャリア教育の実施によ

る数値化できる実施後の教育効果の報告は少ない。 
本活動で工場見学後に報告書の提出を課し、工場

見学を振返る機会を学生に提供したところ、工場見

学体験の前後で成績の上昇が確認された。報告書の

作成を経ずとも見学自体でも成績の上昇は見られた

が、上昇の度合いは報告書の作成を課した学年の方

が顕著に大きかった。学生の感想からも報告書の作

成には、見学内容と今後の自分の活動とを関連付け

ることに高い効果を確認できた。この点が、学習へ

のモチベーションの向上とそれに伴う成績の上昇へ

とつながっている可能性がある。キャリア教育とし

ての工場見学の報告書の作成と成績との相関性をさ

らに強く結論付けるには、アンケート内容の細分化

やその効果の評価法の検討を含め、今後の検証を必

要とする。試験的試みとして、さらに数年間の本取

り組み実施による教育効果の再検証とデータの蓄積

を行う。これらのデータの蓄積により、実施後の学

習にも効果を発揮できるキャリア教育の一環として

の工場見学プログラムを確立していきたい。 
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B) 2年次と3年次の成績の分布 
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図８ 工場見学体験と学生の成績の推移 

工場見学前（H22年度2年次）と工場見学後（H23

年度3年次）との成績を比較し、同一クラスの工

場見学体験による成績の変化を評価した。 


