第二章

キャリア 教 育 実 践 団 体 一 覧

学校とつながり、
キャリア教育支援をしたいと思っている団体は全国各地に広がっています。
その一部をここで紹介いたします。
なお、誌面の都合で掲載できなかった団体も含め、
キャリアガイダンスWEBサイトに一覧を掲載しています。
こちらも参考にしてください。
http://souken.shingakunet.com/career̲g/
■北海道
http://sapporo-yumetan.net/

キャリアバンク
（株）雇用創出事業部

北海道で初めて人材ビジネスを開始した企業。雇用創出の一環としてキャリア教育、
キャリア形成サービスを実施。生徒の職業観・勤労観を醸成するコンテンツ、
プログラムの開発および授業の提供、
職場見学・インターンシップのコーディネートを行う。就職支援セミナー、個別就職相談などの実施要望にも応じる。
北海道札幌市中央区北5条西5丁目7番地sapporo55

Tel.011-251-3353

北海道内

◆

http://www.geocities.jp/world̲meister/

NPO法人 北海道職人義塾大学校

職人の後継者育成を目的に結成。小樽職人たちとものづくりを体験できる。体験コンテンツは15業種。ベテラン職人の語る仕事・生き様は「働くこと」
「仕事をするということ」の意味を考えるよい機会
になると考え、
キャリア教育事業を実施。小樽市内の会場での体験が基本だが、
出前講座も実施。修学旅行の受け入れもしている。
また、
キャリア教育コーディネーターの育成も行っている。
北海道小樽市東雲町8番1号 旧寿原邸内 Tel. 0134-23-7205

北海道内

◆

http://blog.canpan.info/career̲asunet/

NPO法人 教育プラットフォーム北海道

「教育」
と「社会・地域」のかけ橋になることを目的に誕生。
キャリア教育にかかわる地域資源と情報の共有や民間コーディネーター育成を推進。具体的にはキャリア教育のためのプログラム開発およ
び支援事業、
学校サポート制度支援事業、地域資源の活性化事業（自治体・企業・学校と連携した町づくり活動、地域資源の学校教育への提案および学校とのマッチング）
などを展開。
北海道札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2F 札幌市市民活動サポートセンター内

Tel.011-299-7473

北海道内

◆

■東北
http://www.heartbest.net/

NPO法人 ハーベスト

「キャリア教育を通じた大人と若者の学び合い」
がコンセプト。年に一度、働くことや生き方を考える多様な機会創出を目指し、100名の市民講師による講座｢せんだい・みやぎオータムセミナー｣を2007
年より実施。
その学校版として一度に20〜60名の市民講師の協力を得て、少人数制で生徒が社会人と向き合える場として、
「キャリアセミナー」
を高校を中心に中学・大学も含め年間30校ほどに出
向いて開催。
宮城県仙台市青葉区北目町4-7HSGビル4Ｆ 株式会社デュナミス内 Tel.022-721-6180

宮城県内

◆

■関東
http://ashitano2007.web.oﬃcelive.com/

あしたの学校

「街はキャンパス」
「人は教科書」
「誰もが生徒、誰もが先生、誰もが教育委員会」
がキャッチコピー。全国から講師を招く特別授業のほか、毎月第２・第４月曜の夜に複数の講座を展開し、高校生、大学
生、社会人など、多くの人に参加してもらう。授業は
「よのな科」
「どういきる科」
「みとまちな科」の3教科。
この人材バンクを生かし、
総合学習も支援。
茨城県水戸市三の丸1-7-41 NPO法人雇用人材協会内 Tel.029-300-1738

茨城県内

http://www.npo-ace.org/

NPO法人 日本青少年キャリア教育協会

キャリア教育を通じて、子どもたちの「意欲喚起」
に注力し、校内での「ワークショップ」
やそのための事前学習教材をアレンジ。
キャリア教育の推進をトータルで支援。
ＤＶＤ映像・テキストによるキャリア
教育講座「みらい」のほか、各種講座を用意。担任が進路のための授業を進められるようになっている。
東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パークB館14F

Tel.03-5425-6545

全国

http://www.miraikan.go.jp/

女性と仕事の未来館

女性の「自分らしい働き方」
を支援する機関。学校向けメニューとして「働くことを考える」
「職業情報・適性を調べる」
「働く女性の歴史を学ぶ」の3分野のプログラムあり。例えば「働くこと〜」の講座「働
く前に知っておきたいこと」
（30〜90分）
では、
オリジナルワークシートを使って女性労働の現状などを解説。具体的な内容は学校のニーズに合わせて組み立てる。
東京都港区芝5-35-3

Tel.03-5444-4151

全国

http://www.socioengine.co.jp/

（株）
ソシオエンジン・アソシエイツ

フリーペーパー制作を通してコミュニケーション能力の育成をめざした
「jobjobプログラム」
など、
プログラムの企画・運営・コーディネート事業を展開。地域社会、大学、NPO、企業などと連携・協働するこ
とによって、
多様な学びが生まれる場づくりを目指している。企業・学校のニーズに応じてプログラムをコーディネートする。
東京都港区南青山1-20-15 ROCK1st 3F

Tel.03-5775-7670

首都圏

◆

http://www.jibunmirai.com/

ＮＰＯ法人 じぶん未来クラブ

ヤングアメリカンズ・プロジェクトという独自のプログラムを実施。
これは、公演活動と音楽教育活動
（アウトリーチ）
を展開する米国のNPO「ヤングアメリカンズ」
を招聘し、
「 英語で体験するミュージカル
ワークショップ」
を実施するというもの。3日間
（または2日間）
で1時間の歌とダンスのショーを創り上げる。
東京都渋谷区東3-12-2

Tel.03-5774-6314

全国

http://www.willseed.co.jp/

（株）
ウィル・シード

企業内人財開発事業、学校教育事業を柱に、
より本質的な子どもから大人までの人財教育サービスの実現を目指している。学校教育事業としては、起業家教育、
キャリア教育、金融教育や教員研修
を実施。
これまでに５万人以上の生徒・児童・学生を対象にしてきた。世界経済や社会のしくみを学べる
「いきいきゲーム」
など、
独自のプログラムやオリジナル教材なども用意している。
東京都渋谷区広尾1-13-1 フジキカイ広尾ビル6Ｆ Tel.03-6408-0801

全国

http://www.shigotojuku.jp/

ＮＰＯ法人１６歳の仕事塾

社会人講師が高校を訪問し、
自身のキャリアについて語るセミナーを行う。講師が「16歳」
という、
生徒たちと同年齢だった時を出発点とし、現在まで歩んできたなかでの様々な経験や思いを話す。
また、
企業のショールーム、
ミュージアムの見学と、
そこで働く社会人によるセミナーがセットになった活動も展開。社会人が働く現場に触れ、仕事や働くことをより身近に感じてもらうことを目的としている。
東京都新宿区榎町７１番地 キャピタルハイツ神楽坂５０２号

Tel.03-3269-6373

全国

◆
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http://www.katariba.net/

ＮＰＯカタリバ

ボランティアの大学生が自身の体験を語り、高校生の悩みを聞いて勇気づけることによって、
自己肯定感と進路意識を高める授業を提供するキャリア教育プログラムを実施。高校の要望に合わせて
そのつどプログラムを組み、約２時間の出張授業「カタリ場」
を行う。2009年は約80校で実施。
東京都杉並区高円寺南3-66-3 高円寺コモンズ203

Tel.03-5327-5667

mail:hello@katariba.net

ＮＰＯ法人 スクール・アドバイス・ネットワーク

全国

◆

http://www.sanet.jp/

小・中・高校の、
キャリア教育を始めとした様々な授業のコーディネートを手掛けている。法人の拠点は東京であるが、全国規模のキャリア教育コーディネーターネットワーク協議会の統括事務局も務めて
おり、
ネットワークを通して全国的な支援も行うことができる。
東京都杉並区上荻１-２４-２１ 協立第51ビル3Ｆ Tel.03-5347-2372

全国

◆

http://www.keyperson21.org/

NPO法人キーパーソン21

生徒一人ひとりの生き方や将来の職業を考えるための支援を行う。
「夢発見プログラム」
として社会人を教室へ招く
「講演コーディネート」
と、
ゲーム感覚のオリジナルのキャリア教育プログラムを実施。
高校生対象には、一人ひとりの志向を深く追求し進路の方向性を探し出し、
やる気アップにつなげる
「個別アクションプログラム」
を実施。
神奈川県川崎市中原区新丸子東２-９０７-３０４ Tel.044-431-0420

関東近県

◆

http://ace-npo.org/

NPO法人 企業教育研究会

企業やアーティスト、
ＮＰＯなどと協力・連携し、子どもたちがプロと触れ合い、本物を知ることのできる授業提案やオリジナル授業・教材の提案に取り組む。読売新聞東京本社との連携「教育ルネサンス
ことばの授業」、
ソニー・コンピュータエンタテインメントと共同で開発した
「キャリア教育支援プログラム〜ゲームでつながる授業と仕事」
など、独自プログラムを数多くもっている。
千葉県千葉市中央区松波２丁目１８-８ 新葉ビル３Ｆ-Ａ Tel.043-308-7229

全国

◆

■東海
http://www.asknet.org

NPO法人 アスクネット

学校からの依頼に応じて、
「市民講師」
（外部講師）
をコーディネートし、
キャリア教育授業をサポート。職業講話などの単発授業への市民講師コーディネートから、年間の授業プログラム作成まで、要望
に応じたサポートを行っている。経済産業省の委託を受け、
キャリア教育コーディネーター育成のプログラム作成も行うなど、
コーディネートに強みをもつ。
愛知県名古屋市熱田区沢下町８-５ 愛知私学会館東館３Ｆ Tel.052-881-4349

ＮＰＯ法人 相互教育ネットワーク・誰でもヒーロー

東海三県
（愛知・岐阜・三重）

◆

http://www.daredemo-hero.net/

大きく３つの活動を展開。①「先生を応援」教員向けや教員と生徒が一緒に受講するモチベーションアップのプログラム提供 ②「学校と地域の連携促進」地域住民・企業と教員で学校の課題を解
決する
『リアル熟議』
の開催と運営 ③「子どもたちの未来を応援」教員が地元企業と作るキャリア教育・生活科の副教材「しごとの教科書」の作成およびコーディネート。
愛知県名古屋市中区錦３-２０-１７メイプル錦ビル８Ｆ Tel.052-957-5595

東海近県

http://triangle-trust.jp/

（有）
トライアングル・
トラスト

人材育成事業として企業研修、大学の就職支援、学校キャリア教育支援を行っている。高校へは就職指導のための進路講演、教員キャリア教育研修などを展開。
また自社開発した能力開発プログラム
『えんじぇるゲーム』
は、07年経済産業省の「起業家教育プログラム」
に選ばれ、中部地域の高等学校の総合的な学習の時間に実践型授業として実施。
愛知県豊橋市駅前大通１-４６-１豊鉄ターミナルビル3F

Tel.0532-39-7068

東海近県

■近畿
ＮＰＯ法人 こども盆栽

http://cobon.jp/

まちづくり体験型ワークショップ「こどものまち」、
ダンボールでまちづくり
「まちぞう」、企業訪問、仕事体験などのプログラムを行う。2008年〜10年度で大阪府内の小・中・高校生、約9000人に対して
キャリア教育を実施。09年こどものまち
「ミニ大阪」
がキッズデザイン賞
（コミュニケーションデザイン部門）
受賞。
大阪府大阪市天王寺区大道3-8-12-4F 代々木高校大阪本部内 Tel.06-7492-2286

近畿近県

■四国
NPO法人 ベンチャー・アライアンス協会

http://www.vaa.jp/

起業支援や地域全体の経済活性化の促進を図る活動により、社会に貢献する経済活性化型NPO法人。地域の次世代を担う児童生徒たちにキャリア教育を実施するだけでなく、
学校と地域を繋ぐ
キャリア教育民間コーディネーター
（教育支援人材）
を育成し、
ネットワークを生かした地域協働のキャリア教育プログラムを実施。
愛媛県松山市南吉田町2821-4 BizPort Tel.089-968-8400

四国

◆

■九州
ＮＰＯ法人鳳雛塾
（ほうすうじゅく）

http://www.housuu.jp/main/

地域の将来を担う
「ひとづくり」活動を産学官連携体制で実践。柱は
「起業家教育」。高校生向けにはケースメソッド授業を採り入れ、地元企業と連携した
「製造販売体験プログラム」、地域や職場体
験先へ企画提案する
「企画提案プログラム」、
地元企業が抱える課題を解決する
「コンサルティングプログラム」
を実施。
その中で戦略的思考、論理的思考、起業家精神を養う。
【本社】佐賀県佐賀市唐人2-7-20
（佐賀銀行内）
【事務所】佐賀県佐賀市本庄町1番地
（佐賀大学産学官連携推進機構3F） Tel.0952-28-8959

佐賀県内

◆

■沖縄
（有）
オーシャン２１

http://www.ocean-21.co.jp/

沖縄県の発展、経済の自立に直結する人材育成を軸に、企業成長につながる
「新事業展開」
「新市場参入」
や、離島を含む
「地域活性化事業」
などを支援する企業。
キャリア教育事業として、沖縄県
内の幼稚園〜大学の取り組みをサポート。各学校のニーズに合わせたプログラム開発を支援し、教員が取り組みやすく、
かつ効果的な活動の推進を目指している。
沖縄県那覇市小禄1831番地1沖縄産業支援センター4F
（402-5） Tel.098-859-8742

NPOカタヤビラ

沖縄

◆

http://www.katayabira.net/

2008年４月、東京のNPO法人カタリバをモデルケースとして設立。高校教員と連携をとりながら、高校生にとってナナメの関係であるカタヤビラキャスト
（大学生・専門学校生）
と高校生が「語る場」
を
提供する団体。
mail:info@katayabira.net

沖縄

【表の見方】
●学校に狙いに応じたプログラム作成や職業人講話など、
外部の社会人などをコーディネートしてくれる
「キャリア教育コーディネーター」機能をもつ団体に関しては◆のマークをつけています。
●カバーエリアは各表の右下に記載しています。参考にしてください。
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