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要 約  電気エネルギー制御科は2012年4月に国の成長戦略等を背景に「電気技術」「エネルギー技術」「制御

技術」をカリキュラムの柱として設立された。設立当時、脱原発や自然エネルギー等に対する社会の関心から、

応募については好調であった。しかし、日本の18歳の人口が2018年頃から減り始め、大学進学者が減っていく、

いわゆる 2018 年度問題を控え、ここ数年応募率が低調となっている。そこで、昨年から応募率向上に向けた取

り組みの一つとしてオープンキャンパスにおける体験授業の充実を図った。 
 
 
１ はじめに 
電気エネルギー制御科が設立された当初、国の政策

や社会的背景をもとに応募率も好調であった。また、

当時は合格者数に対する入校者の割合は 100%以上で

あり、合格者数と入校者数が一致している状況であっ

た。しかし、ここ数年は合格しても辞退される受験者

が出てきている状況にある。さらに、2018年度問題が

間近に控えている中、これまでの取り組みだけでは定

員を満たすことに限界が来ている状況にある。 
 
２ 応募率向上に向けた検討 
これまで応募率向上に向けて校全体として様々な議

論、検討を行ってきてはいるが、いずれも即効性を期

待できる取り組みは難しく、時間を要するものとなっ

ている。 
そこで、これまでの取組の中で比較的取り組み易く、

即効性がある程度期待できることはないか改めて検討

を行った。その中で、毎年オープンキャンパスへの参

加者数はあるものの、実際の応募に結びついている割

合が過去2年間においては42%程度に留まっている状

況がこれまでのデータから確認することができた。オ

ープンキャンパスの参加者がそのまま応募につながれ

ば応募率向上になるのではないかと考えた。 
また、応募率が低調な要因を探る目的で、高校訪問

時に進路指導の先生を対象に電気エネルギー制御科の

イメージ等をヒヤリングしたところ、「他科よりも難し

いイメージがある」「科の内容等がイメージしにくい」

「就職先がわかりにくい」等の回答をお聞きすること

ができた。 
また、千葉校におけるオープンキャンパス参加者の

特色は、複数回参加者が多いことがあげられる。 
以上の検討等を踏まえ、早急な改善取組として、オ

ープンキャンパスにおける体験内容の見直しを図るこ

ととした。 
 

３ 体験授業内容等の見直しのポイント 
これまで（2014年度）のオープンキャンパスにおい

ても電気エネルギー制御科の特色を考慮しつつ体験授

業を実施してきたが、一部簡易的な市販のキット等を

活用していたことや体験メニューが少ないなどの課題

があった。 
体験授業の見直しにあたって、これまでの検討を踏

まえ、昨年度（2015年度）は体験内容の拡充を図る上

で、下記ポイントに着眼し、見直しを図った。 
 科の説明にあたっては、写真や図を多用するこ

と。 
 在校生（2年生）との意見交換の時間を設け、

質問等話しやすい環境を整えること。 
 楽しみながら体験することが可能であること。 
 科の特色が理解できる内容であること。 
 体験メニューを増やすこと。 
 体験内容を早い段階で広報すること。 

※1  電気エネルギー制御科 

Department of Electricity energy and control Engineering 
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要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 30 －
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 危険な作業がともなわないこと。 
以上の点を踏まえ、校や科の協力のもと体験授業の

見直しを図った。 
 
４ 体験授業の内容 
体験授業の流れとしては 90 分間の授業の内、科の

説明15分程度、授業体験（ものづくり実習）60分程

度、在校生との意見交換15分程度で実施している。 
科の説明はスライドを活用し、実習風景等を多く取

り入れ視覚的に授業の内容が理解できるようにした。

体験授業の内容は楽しみながら授業体験できる要素を

取り入れ、製作実習においては極力オリジナルのキッ

トを作成し、安全に作業ができるように組立の積み上

げで完成できるものとした。在校生との意見交換は在

校生主導の下、参加者からの質問等に答える形式で実

施した。 
2015年度および2016年度に実施した体験授業の内

容を表1に示す。 
表1 体験授業の内容 

2015年度 
体験授業 内容 

シーケンス制御って何？ 
生産現場の制御のしくみについて

学ぶ 
エコな LED 電球を作ろ

う！ 
省エネルギーについて学ぶ 

ソーラーカーを作ろう！ 
自然エネルギーと電気自動車のし

くみについて学ぶ 

電動カートの試乗体験！ 
電気自動車の仕組みを学び体験す

る 
2016年度（新規） 

ソーラ発電によるLED夜

間照明オブジェの製作 
ソーラ発電システムについて学ぶ 

トレースロボットの製作 ロボットについて学ぶ 

 
図1体験メニューのチラシ例 

また、年度当初に体験授業の実施時期と実施内容の

チラシ（図 1）を作成し、校のホームページに掲載し

た。 
 

５ 実施結果および課題 
過去3年間のオープンキャンパス参加者で体験授業

の参加者（受験対象者のみ）が入校に至った割合を表

2に示す。 
 

表2 過去3年間のOC参加者の入校率 

 

参加者数 

（受験対象者のみ） 
入校者数 入校率 

2015年 19人 13人 68.4% 

2014年 19人 8人 42.1% 

2013年 26人 11人 42.3% 

表2から体験授業の内容の見直したところ、参加者

が入校に至る割合が 42%程度から 70%近くまで改善

することができた。数年間実施し傾向を見ていかなけ

れば確たることは言えないが、少なからず体験授業の

内容が応募率向上に向けた重要な要素であると考えら

れる。引き続き 2016 年度においても新たに体験メニ

ューを増やし、継続して実施している。 
一方、表2からも分かる通り、体験授業の参加者自

体が減少傾向にあることから、今後の課題として、オ

ープンキャンパスの参加者数を増やす取り組みの検討

が必要となる。 
 
６ まとめ 
昨年は科で早急に取り組むことができ、ある程度効

果が見込まれることとして、体験授業に焦点を絞って

見直しを図った。今後は体験授業をより充実させ、科

の理解とともに楽しめる内容となるよう継続して実施

していきたいと考える。また、多くの保護者もオープ

ンキャンパスに付き添って来校していただいているこ

とから、進路選択の重要な鍵となる保護者に対する理

解が得られるような仕組みも必要であると考える。 
一方、そもそものオープンキャンパス参加者数を増

やす取り組みが早急に必要である。このことについて

は、校全体で検討していきたいと考える。 
最後に、本取組にあたり理解と多大なるご協力をい

ただいた科の先生方ならびに校に感謝申し上げる。 
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