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就職選考は 9 月 16 日から、進学（ＡＯ推薦出願）は 8 月 1 日から始まりました。例年、本校

の進路先は、就職で 約 100 名、進学で 約 40 名です。新聞紙上等にもあるように、国内景気の

上昇と人手不足から求人状況は売り手市場になっています。本校も同様で、現在までに、就職 98

名、進学 32 名が順調に決まってきました。３年生は内定・合格後には、来年度の進路に向けた

準備がありますので、気を抜かず、日々の生活を送ってください。１、２年生もスムーズに進路

先が決まるように、学習や資格に積極的に取り組んでほしいと思います。 

以下に、今年度２学期後半に取り組んだ事業や生徒の感想を紹介します。 
 
１年生就職ガイダンス（１０月１８日） 

１年生県内企業見学を１週間後に控え、将来の進路として「就職に

ついて考える」ために講演会を開催しました。講師は、社会人をはじ

め、多くの人にキャリア教育を指導されている、キャリアコンサルタ

ント 越野 由美子 さんです。演題「働く自分をイメージしよう！」

で講演され、その後、面接練習を行いました。 
 

（生徒の感想） 

○就職では、どんな人が会社にとって欲しいのか、面接へ向けて気を

つけておくことなど聞けて良かったです。 

○1年も経たずに辞める人が多いことや、途中で辞めた場合、いろいろと不利になるので、今のうち

から企業についてしっかり調べ、自分にあった進路を考えたいと思います。 

○就職してからの事や、就職する前にしておかなければならない事などを聞けました。今までの生活

を改善し、これからの高校生活に活かしていきたいです。               …など。 

 

１年生県内企業見学（１０月２６日） 

見学企業一覧 

機械科 建築科 電気科 電子機械科 

ダイワボウプログレス㈱ 

㈱ヒラタ精機 

ナスラック㈱出雲ダンタニ工場 

松江市立病院がんｾﾝﾀｰ 

建設現場  

島根県営住宅建設現場 

中国電力㈱島根原子力発電所 

㈱オーエム製作所 宍道事務所 

㈱スター精機 

㈱出雲村田製作所 

㈱ジェイ・オー・ファーマ 
 

（生徒の感想【抜粋】） 

M1 もっと進路への目的意識を持たないといけないと思いました。ものづくり

の大切さやコミュニケーションの大切さを学びました。挨拶をこれからも

っときちんとしようと思いました。 

A1 自分がまだ知らないことが知れてよかった。現場の人達が楽しそうに仕事

をされているのが強く印象に残った。建設業に対するイメージがつかめた。

女性が働いておられる姿がかっこよかった。 

E1 自分のすることに責任や自信を持つことが大切だと思った。安全第一とい

うがわかった。働くことの大変さや大切さなどを深く考えることができた。 

S1 仕事に対する意欲やチャレンジ精神が大事だと、どの企業も言っておられ

た。責任を持って仕事をする姿勢を学んだ。自分で考え行動できる人材を

求めていることがわかった。 

内定・合格率がほぼ 100％となりました 

H28 2学期版 

就職 99％、進学 100％ 



出雲市生涯学習講座（１１月１２日） 市役所本庁くにびき大ホール 

 講師：㈱リクルート専属代理店 ＬＬＰ人材開発所属 

島根大学 地域未来戦略センター COC+ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾅｰ 赤藤 昭彦 氏 

 演題： 

「都会に進学・就職したほうがよい」「地元に働く場所がない」この話ホント？ 
 

本講座は、保護者向けセミナー「子どもの就職 親が知っておきたい ココだ

けの話」として開催されています。保護者の方だけでなく、企業や学校関係者も

参加しています。今回は、地元にもよい企業がたくさんあり、都会での就職や進

学が全てではないという趣旨で  

キーワード ①就職環境 ②企業が求める人材 ③学校選びのポイント ④進学にかかる費用 

で講演されました。 以下に、講演中にあったフレーズをいくつか列記します。 
 

・大卒就職率は上昇機運で、求人倍率 1.74 倍ある。一方、県内の企業では地場企業を除いては大卒者

の採用獲得に苦戦しており、その流れが高卒者にシフトしている。 

・業界別求人倍率をよると、入りにくい業界は金融業（0.19 倍）で、入りやすい業界は建設業（6.25

倍）や流通業（6.98 倍）である。ただし、採用数に満たなくても人材レベルを下げない企業が多い。 

・30 歳年収の全国ランキングによると、上位にくるのは県外企業が多いが、１位はＭ＆Ａの企業だっ

た。１部上場の企業が必ずしも上位にあるとは限らず、また、地方にも上位にくる企業がある。 

・都会の生活は、シェアハウスが流行っている。生活環境は地方に比べてよくなく、独房的なアパー

ト暮らしをしている人もいる。県内では、新入社員への投資がしっかりしており生活環境がよい。 

・2025 年（9 年後）の労働環境は若年労働者（34 歳以下）が 280 万人減少する。増加する産業はＩ

Ｔ関係で、減少する産業は建設業、製造業であろう。 

・今後は、成長時代から成熟時代になる。国内市場の縮小や少子高齢化により、終身雇用や定期昇給

が困難になるだろう。不測の事態に備えて、３世代での協働（世代間協力）が必要な時代になる。 

・進学では、H4 年は 4 人に 1 人が大学に進学していたが、H26 年は 2 人に 1 人となった。私大文系

でアパート暮らしだと、4 年間で１千万円かかる。借金をしない進学を考えてはどうか。 

 

教員対象の地元企業見学（１０月３１日、１１月２日） 本校教員が参加 

ジョブカフェしまねの主催で、７か所で企業見学がありました。そのうち、出雲地区と松江地区に

参加しました。 

●㈱島根富士通    出雲市斐川町 

ノートパソコン・タブレットなどを生産し、一貫製造を行っています。お客様一人ひとりに合わ

せた生産を心掛けています。４勤３休で生産設備の操作や製造に従事しています。 

●ほねつぎ 出雲四絡はりきゅう接骨院    出雲市小山町 

ほねつぎは、全国７０店舗以上を運営している鍼灸接骨院です。本社は大阪で、来春には松江に

も開院予定です。最新のデジタル機器を用い、丁寧に姿勢や体をチェックしています。求める人材

は人の役に立ちたい人や独立したい人です。 

●アルファ食品㈱    出雲市大社町 

アルファ化米を主体とした、米加工食品の製造・販売をする会社です。本社は出雲市で、東京や

大阪などに支社があります。社内教育にも力を入れており、求める人材は向上心のある人です。 

●小松電機産業㈱    松江市乃木福富 

創業は八雲町で、平成 10年に松江工場が竣工されました。シートシャッター「門番」と水管理シ

ステム「八雲水神」を開発・販売しています。その他として、人間自然科学研究所も設置しておら

れ、「平和の事業化」を推進しています。 
 

 

 生徒の皆さんが就職先を考える際、企業を知るということがとても大切です。企業間で仕事内容、

賃金、勤務形態、福利厚生など様々な違いがあり、自分に合った企業を見つけることです。 



２年インターンシップ（１１月８日～１０日） 

２年生 139 人が地元企業 54 社 55 事業所で体験実習を行いました。この事業の目的は、 

①学校における学習の深化と融合 ②望ましい勤労観・職業観の育成 ③地域産業についての認識 

④進路選択能力の向上であり、各科に関連のある企業で作業を行いました。 
 

協力企業一覧 

機械科 建築科 電気科 電子機械科 

浅尾繊維工業㈱ 

ＫＢツヅキ㈱出雲工場 

島根日産自動車㈱ 

㈱日産サティオ島根 

西日本旅客鉄道㈱後藤車両所 

㈱ダイハツメタル 

㈱吉川製作所 

イマックス㈱ 

ＪＡしまね斐川地区本部 

一畑電車㈱ 

出雲市消防本部 

㈱渡部製鋼所 

㈱原商 出雲サービス工場 

㈱園山設備 

シンコー工業㈱ 

山陰冷暖㈱ 

島根トヨペット㈱ 

島根電工㈱出雲支店 

今岡工業㈱ 

㈲岩﨑建設 

㈱トガノ建設 

㈱内藤組 

㈱中筋組 

㈱御船組 

昭和開発工業㈱ 

岩成工業㈱ 

㈱フクダ 

キュービックホーム 

【九文建設㈱】 

中国電力㈱出雲営業所 

中国電力㈱出雲電力所 

㈱八興電気 

㈱中電工 出雲営業所 

島根電工㈱出雲支店 

㈱内村電機工務店 

山陰パナソニック㈱ 

神戸天然物化学㈱ 

神州電気㈱ 

大成電気水道工業㈱ 

三和電工㈱出雲営業所 

㈱八束電工 

昭栄電気㈱ 

サンベ電気㈱出雲営業所 

日晃電設㈱ 

㈱ジェイ・エム・エス 

島根トヨタ自動車㈱ 

ヒラタ精機㈱ 

㈱ハマ電機 

㈱島根富士通 

島根島津㈱ 

菱南電装㈱出雲工場 

山陰防災電機㈱ 

ダイワボウプログレス㈱ 

㈱ハンナンテックス 

トヨタカローラ島根㈱ 

㈲ＪＡいずも農機サービス 

㈱イワミ村田製作所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  生徒の感想（各科２点ずつ）  

（機械科） 

・仕事の大変さを再認識できたし、仕事のやりがいなどを感じることができました。プロの皆さんの

仕事をする姿を間近で見て、すごいかっこいいと思っていたし、プロ

意識がすごいと感じました。この体験で、自分の積極性があがったと

思うし、行動に対して責任感を持つことができるようになりました。 

・３日間の実習は主にエンジンの分解。組立作業でした。１日目の分解

作業の時に部品の位置を全く観察していなくて組立の時に困ってしま

い、物をしっかり見ることの大切さが分かりました。これからの生活

でしっかり見て考えて行動することを大切にしたいです。 

働くことを理解できたか わからないことを相談して仕事をしたか 

インターンシップは効果があるか 
企業によるアンケート結果 

（55 事業所） 

事業所を理解しようとしていたか 

生徒によるアンケート結果（138 人） 

事後 事前 事前 事後 



（建築科） 

・ 従業員の方々が本当に親切で優しい方ばかりで、為になる話やおもしろい話など、いろいろ聞けて

楽しかったし、とても勉強になりました。辛いことや困ったこともありましたが、普段見ることが

できない仕事や技術はこれからの進路選択の参考になるものばかりだったので、いい経験ができま

した。これからはもっと真剣に自分の将来を考えたいと思います。 

・私はこのインターンシップを通してたくさんのことを学びました。

人前での挨拶やマナーなどの大切さや作業中の安全、正確さの考慮

など、いくつもの会議や点検、確認を重ね、協力して一つの建物を

つくりあげていく建設業の実態を間近で見ることができ、いい機会

だったと思いました。 
 

（電気科） 

・１日目はとても緊張しましたが、社員の方が優しく声をかけてくださりうれしかったです。初日か

らずっと指示を出してくださった方は僕たちには優しく接してくださり、ミーティングの時などで

は皆さんをまとめておられ、とても信頼されていると思いました。屋内配線について色々教えてく

ださった方は、見学している時でも一つ一つ丁寧に教えてくださり、

分かりやすかったです。他の方も優しく充実した３日間でした。 

・３日間、電気工事会社でインターンシップをして、普段なかなか間

近で見ることができない電柱や資材の説明や実際に工具を触らせて

いただいたりして、とても勉強になりました。このインターンシッ

プで学んだことを今後の勉強や進路選択に活かしたいです。 
 

（電子機械科） 

・この３日間のインターンシップで、自分の良い点と欠点を知ることができました。良い点はこれか

らの学校生活で伸ばし、欠点はなくせるようにしたいです。職場の皆さんが自分の作業を一生懸命

にされているのを見て、働くということはどういうことなのかを知ることができました。ここで学

んだことを今後の進路活動に活かしていきたいです。 

・今回のインターンシップを通じて、大変貴重な経験を行うことがで

きました。学校生活では体験することができないような作業や色々

な人と話をすることができました。学校生活と違い時間どおりに動

けるわけではなく、ケースバイケースで自分で色々と考えて仕事を

していくことが重要だと感じました。今後の進路決定や課題研究に、

今回のインターンシップを活かしていきたいと思いました。 
 

 

 

 

平成２８年度２年生 進路希望状況                             11月 30日現在 

科 
在

籍 

就職 自営 

その他 

未定 

進学 

県内 県外 公務員 未定 計 大学 短大高専 各種学校 未定 計 

機械 40 16 5 2 7 30 6   2 2 4 

建築 34 10 3  6 19 6 1  4 4 9 

電気 33 19 3 2 5 29 1 1   2 3 

電子機械 33 13 6 2 4 25   1 1 6 8 

合計 140 58 17 6 22 103 13 2 1 7 14 24 

％ 56.3% 16.5% 5.8% 21.4% 73.6% 9.3% 8.3% 4.2% 29.2% 58.3% 17.1% 

今年度は 32 名が進学し、大学に 13 名、うち国立大学に１名合格しました。12 月 6 日に

進学補習説明会を実施し、また、冬休み明けには来年度のコース決定があります。２年生

は、就職・進学を具体的に考える時期になりました。 


