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～実 践 事 例～
企業等と連携した専門学校の取組を紹介します。

職業実践専門課程サイトのご案内

●職業実践専門課程の仕組みや具体的な取組
事例について紹介しています。

●「コースを探す」では職業実践専門課程に認
定されているコースをジャンル（分野）や都
道府県、キーワードにより検索し、そのコース
の概要を調べることができます。

●「数字で見る職業実践専門課程」では連携企
業や在学生からの評価についても紹介して
います。

職業実践専門課程サイト  文部科学省
http://syokugyo-jissen.jp

本パンフレットは、文部科学省委託事業「職業実践専門課程」の実態等に関する調査研究」の調査結果に基づき作成しています。
調査対象：職業実践専門課程の認定を受けた課程、当該課程に在籍する学生、当該課程と連携した取組を行う企業　　　調査期間：平成26年10月～平成27年1月

文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2　TEL：03（5253)4111（代表）　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1339270.htm

職業実践専門課程の仕組みや事例を紹介。認定学科の検索もできます。

「職業実践専門課程サイト」
http://syokugyo-jissen.jp/

P r o f e s s i o n a l  T r a i n i n g  C o l l e g e

夢 を 叶 え る 　 未 来 を つ く る専門学校



職業実践的な能力を身につけることができる教育課程にしていくため80.5％
学生の実践的・専門的な知識・技術・技能の習得に資するため67.6％

学生の教育内容に対する満足度を向上させるため59.8％

具体的な変化の内容

233

Ｑ

認定を受けることで、
より実践的な職業教育が可能に！

専門学校との連携を
強化してみませんか？

認定を申請した目的は「実践的な職業教育の質の向上を図るため」

認定を受けたことで「教職員のモチベーション・意識向上」や「内部体制の見直し」が可能に

なかった

あった

教職員のモチベーション・意識向上

内部体制の見直し

262
この他にも、認定課程がスタートして約半年が経過した時点
ですでに、約４割の課程で「就職先となりえる企業・業界から
の好意的な評価」がみられています。
入学希望者やその保護者、入学希望者を輩出する高校・大
学等からの「就職先や就職率に関する問合せ」「実習・演習
等の内容に対する問合せ」も増加傾向にあります。
聴き取り調査では「企業と連携した実践的な教育を行ってい
ることを職業実践専門課程という枠組みを通じて明確化で
き、他校との差別化が図られた」「特に保護者に対してのイ
ンパクトがある」との声もあがりました。

15.2％

84.8％

71.2％
18.1％

！企業等の人事ご担当者へ！経営者の方へ

！専門学校の方へ

職業実践専門課程と連携している企業等の声

学生を受け入れて、店舗実習を実施

基礎技術を身につけたモチベーションの
高い人材の採用に直結しています。

学生を受け入れて、企業研修を実施

研修を通して、学生に将来的なイメージを
持ってもらうことができるため、入社した
後も長期的な就労につながっています。

講師を派遣して、学生の卒業制作に
対するアドバイスを実施

卒業制作に対するアドバイザーを経験した社
員には、「プレゼンテーションスキル」や「課題
を的確に見つけて指摘する能力」の向上がみ
られ、社員教育の場としても活用しています。

専門学校との連携は、自社が必要とする
実践的な専門人材の育成に有意義ですか？

質問
Ｑ 専門学校との

連携に関する今後の意向は？

質問

有意義である
55.7％
37.8％
連携を強化したい

やや有意義である

どちらともいえない
5.8％

0.2％

あまり有意義ではない
0.3％

1.7％
無回答
4.6％ 0.2％ 4.4％
無回答

約９割の企業が、「有意義」「やや有意義」と回答！ 約９割の企業が連携を「強化したい」「維持したい」と回答！

約９割の学生が、「とてもそう思う」「そう思う」と回答！ 約９割の学生が「とても当てはまる」「少しはあてはまる」と回答！

現状を維持したい

連携を縮小したい

わからない

その他 無回答

Ｑ

職業実践専門課程では企業等と
連携した実践的な教育が魅力！

48.6％ 49.0％
42.9％

企業等のニーズを
反映したカリキュラムを
学べる

学生にとっての魅力

職業実践専門課程の在学生の声

1 2 企業等と連携した
実習・演習等を
経験できる

学ぶ内容と実際に働くこととの結びつきを
個別に、十分に指導されていると思いますか？

質問
Ｑ 企業等と連携した実習・演習によって、

社会人としての心構えを修得できた？

質問

とてもそう思う とてもあてはまる

少しはあてはまる
44.5％
そう思う

あまりそう思わない
6.4％ 6.9％
まったくそう思わない
0.4％ 0.5％

無回答
0.1％ 0.8％

あまりあてはまらない

まったくあてはまらない 無回答

！入学を検討している
方へ ！高校関係者の方へ

企業等と連携した実習・演習等での経験 教員からの熱心な指導・サポート

普段の勉強がどのように現場で使われるかを確認で
き、学校では学べない実践的なことが学べました。働
いていく場所のイメージが持てたことも収穫のひと
つです。（医療分野、３年生）

現場経験のある先生方の実践的な授業・指導が受けられて、すごくた
めになっています。現場での経験談や失敗した話などを聞くこともあ
るし、授業も工夫されていて、１つ１つ魅力的です。
（教育・社会福祉分野、１年生）

医療

工業専門課程 ネットワーク科
Ａ校（東京都）

工業

農業専門課程 農業科
Ｂ校（新潟県）

2

医療専門課程 理学療法士科（昼間部）
Ｃ校（東京都）

3

衛生関係専門課程 パティシエ科
Ｄ校（愛媛県）

4

教育・社会福祉専門課程 福祉心理学科
E校（栃木県）

5

観光専門課程 フラワー学科
Ｆ校（福岡県）

6

服飾専門課程 服飾デザイン科
Ｇ校（岡山県）

7

文化・教養専門課程 ダンス学科
H校（大阪府）

8

事例紹介 農業 衛生 教育・社会福祉 商業実務 服飾・家政 文化・教養
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