特集―高校生の就職とキャリア形成支援

堀有喜衣

高卒就職・キャリア形成支援の現状と課題
高校側を中心に
―
ＪＩＬＰＴ副主任研究員

基本的には生徒が一人で就職を決めて
いく︒これが大抵の諸外国のパターン
です︒ところが︑日本は非常に面倒見
よく高校生の就職をさせてきたわけで
す︒

就職スケジュールも厳密に設定

ケジュールがきちんと定められてはい
ません︒
また︑七月に求人が出て︑九月一六
日に第一回目の試験を受けるといった
短期スケジュールで就職を決めていく
ことも大きな特徴でしょう︒この﹁就
職スケジュール﹂は︑日本の高卒就職
の仕組みをかなり規定してきた部分が
あります︒

一人一社制や校内選考も
地域によって大きく異なりますが︑

ある時期までは﹁一人一社制﹂で︑か
け持ちができないこともあげられます︒
仮に生徒の希望が重なって一つの求人
に二人以上の希望が出てしまった場合
には︑八〇年代までは学校内での成績
あるいは欠席日数などによる校内選考
を行い︑生徒を送り出す︑といった進
路指導がなされてきたといわれます︒
この選考方式は︑生徒側からみれば︑
﹁まじめな学校生活を送れば安定した
就職に結びつく﹂ということになりま
す︒逆に︑教師側からすれば︑﹁まじめ
に学校生活を送りなさい﹂といった生
活指導上の理念として機能してきたわ
けです︒
ただ︑これらは八〇年代までの話で
あり︑それ以降は大きく変わりました︒
そこで︑どのように変わったかをお話
したいと思います︒

対象地域を類型分けして
調査を実施

当機構では︑〇七年六〜一二月にか
けて︑九七年に実施した高卒就職に関
する調査を発展させ︑この一〇年間の
高卒就職の変化についての﹁高卒就職
支援調査﹂を行いました︒対象につい
ては︑地域を類型分けしたうえで︑ハ
ローワーク一一カ所︑高校二四カ所︑
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本日は︑労働政策研究報告書№九七
﹁﹃ 日 本 的 高 卒 就 職 シ ス テ ム ﹄ の 変 容
と模索﹂の知見を中心に︑ご紹介した
いと思います︒基調報告にあったよう
に︑高校生の就職に当たっては︑支援
機関としてハローワーク︑高校︑企業
の三者があり︑生徒はこの三者の支援
のなかで就職を決めていくことになり
ます︒需要側の説明は︑この後の筒井
先生にお願いし︑私は供給側の高校︑
とくに高校と企業との関係に着目して
ご説明したいと思います︒
二番目の特徴は︑就職スケジュール
がかなり厳密に決められていることで
す︒こちらは大学生と比較すれば違い
が鮮明になると思います︒今や︑大学
生の就職協定はありません︒倫理憲章
はありますが︑高校生のように就職ス

対象地域の概要

日本の高卒就職の特徴
さて︑日本の高卒就職は︑国際的に
見ていくつかの大きな特徴があるとい
われています︒最大の特徴は︑企業が
直接生徒に接触することができず︑ハ
ローワークや高校を通じて求職すると
いった就職活動にあります︒
例えばアメリカの高校性をみると︑
高校のキャリアカウンセラーなどに相
談することはあっても︑日本のように
︵ハローワークや学校が︶生徒の面倒
を見るといった就職活動はなされてい
ません︒
また︑ドイツには﹁デュアルシステ
ム﹂という教育訓練の仕組みがありま
す が︑ デ ュ ア ル シ ス テ ム の 訓 練 生 に
なって支援を受けつつ活動する際にも︑

5

表１

研究報告

特集―高校生の就職とキャリア形成支援

です︒需給状況としては︑求人が大変
不足している状況にあり︑サービスや
販売が中心の地域です︒今回は青森︑
高知︑北海道が中心になります︒とり
わけ北海道は︑状況が非常に悪いにも
かかわらず︑生徒が地域移動しない地
域です︒
②は︑生徒を送り
そして︑類型３ ―
出すほうが多い流出地域で︑需給状況
は求人が不足していますが︑製造業が
ある地域です︒今回の調査対象地域と
しては︑島根︑大分︑秋田などが入っ
てきます︒この地域類型を適宜用いな
がら︑高校の進路指導についてご説明
していきます︒

就職スケジュールの一〇年間
の変化
先ほどもお話しましたように︑高卒

就職スケジュールは日本の高卒就職の
特徴の一つでありましたが︑この一〇
年間︑大きな変化をいたしました︒
図１は︑内定時期の変化を見たもの
です︒一番上の折れ線は九二年三月卒
業者のデータですが︑これをみると当
時は九月末時点で約七割の生徒が内定
を得られる時代だったことがわかりま
す︒逆に状況が最悪だった〇三年三月
卒データをみると︑九月末に三割ぐら
いしか決まらなかったことがわかりま
す︒
〇七年には五割ぐらいまで戻ってき
ているのですが︑六〇万人近くの高卒
者がいて︑その七割が九月末に決まる
といった︑多くの生徒が短期間で同時
期に就職を決めるようなスケジュール
ではなくなった︑というのがこの一〇
年間の変化として挙げられます︒

九月一六日に受験する︑といったこと
ではなくなっているのだと思われます︒
これに対し︑東京︑大阪︑埼玉の﹁遅
い求人比率﹂はかなり低い︒状況のよ
い地域では︑かなり早く求人が出て早
目に就職が決まっていくのです︒
さらに︑不況期の二〇〇〇年と景気
が回復したといわれる〇七年で﹁遅い
求人﹂がどれぐらい減ったかをみると︑
青森︑高知︑北海道など︑地域によっ
ては依然として遅い求人しか出てこな
い︒
何故︑求人がゆっくりとしか出てこ
ないのか︒定期採用ができる大企業な
らば︑七月には来年の採用状況が把握
できますが︑中小とくに零細企業は︑
退職者の補充などの形で求人が出てき
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企業二三カ所を選びました︒その際︑
労働力移動と労働市場の需給状況︑さ
らに求人内容を高校生の就職の大きな
ポイントと考えました︵表１︶︒
類型１は東京︑埼玉︑大阪といった
大都市を指しています︒このタイプの
労働市場は︑主に労働力を受け入れる
側で︑需給状況が比較的良好な地域で
す︒求人内容は︑サービスや販売が中
心です︒
類型２の地域は︑労働市場のバラン
スがとれていて︑受け入れることも送
り出すこともあまりないタイプ︒特徴
は︑需給状況が割と良く︑製造業が多
いことです︒今調査では︑長野や新潟
がこの類型に含まれています︒
類型３は︑労働市場の悪い地域を二
つにわけて考えています︒まず類型３
①は︑主として労働力がでていく地
―
域︑あるいはあまり出ていかない地域

地域で異なる求人のタイ
ミング
こうした内定時期のタイミング
の変化は︑企業の採用活動の時期
に規定されることになるわけです
が︑これは地域によってかなり大
きく異なります︒今回︑われわれ
が対象にした地域を表２に示しま
した︒ここでは︑七月末に出てき
た求人と︑三月末に最終的に出て
きた求人を地域ごとに比べて﹁遅
い求人比率﹂を計算しています︒
例えば北海道では︑八月以降に
出てきた求人が六八・六％︑青森
も六五・六％もあります︒こうし
た地域では︑求人が早くに出てき
て夏休み中に就職希望先を決め︑

学科・地域類型・就職者人数・単発採用企業比率
表３

求人受理時期と受理求人数（県別）
表２

内定時期の変化
図１
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ます︒そう考えると︑地方では定期採
用ができない企業が多くなってしまっ
ていることが遅い求人比率につながっ
ている︑と思われます︒そして︑こう
したタイミングの分散化が︑この一〇
年間で進んだものと思われます︒

景気変動もありますが︑労働市場の縮
小が最大の原因ではないか︒九〇年代
前半に需要側である企業の求人が急激
に減ると同時に︑供給側の高校生も一
気に進学にシフトして︑就職を希望す

る高校生も大きく減ってしまいました︒
労働市場の縮小自体が︑高校と企業の
関係の変化を引き起こしたと考えられ
ます︒
われわれは︑高校と企業との関係性
を調べるため
に︑単発採用
企業︵今回の
データ観察期
間中で一回し
か採用のな
かった継続的
関係のない企
業︶が︑就職
先全体のどの
ぐらいを占め
るのかを計算
し︑単発採用
企業の比率が
低いほど﹁高
校 企
―業間関
係﹂の継続性
が高いと捉え
ました
︵表３︶︒
データの観察
期間は二〇〇
二年三月〜〇
七年三月卒業
者の五年間︒
この時期は︑
〇二年に景気
が底を打った
後の一貫した
回復期のため︑
企業の求人が
復活かつ継続
しやすい時期
で︑観察期間

として適切だと考えられます︒

就職先企業のうち七割が単発
採用企業

表３をみると︑単発採用企業の比率
は学科ごとでも違いますが︑全体で就
職先企業のうち七割程が単発採用企業
になっています︒ここからは︑生徒の
就職先の半分以上が全然採用関係が継
続していない企業であることが見えて
きます︒
とくに普通科は単発採用企業比率が
非常に高く︑例えば東京Ａ普通高校で
は︑この五年間に採用が継続した企業
が一つもなかったことになります︒逆
に︑商業高校はこの比率が低くなりま
すが︑ここでのポイントは就職者人数
です︒
就職者の人数が多いと︑比較的単発
採用企業比率が低くなる傾向がありま
す︒単純に考えて︑継続的なマッチン
グは需要も供給もある程度以上の数が
あって初めて成り立つものです︒学校
側からいえば︑生徒の希望が継続して
出るとは限らないし︑企業側からする
と︑中小零細企業が多くなれば毎年求
人が出せるとは限りません︒高校側も
企業側も絶対数が少なくなってマッチ
ングが成立しなくなったことが︑高卒
労働市場の変動に大きく係わっている
と思われます︒

学校内選考を行わない高校も

さて︑先ほどお話ししたように︑日
本の高卒就職の特徴に学校内選考があ
ります︒これは諸外国ではとても考え
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希望が重なった場合の調整
表４

九〇年代前半に薄れた﹁高校
企
―業間関係﹂
一方︑日本の高卒就職の最大の特徴
として︑高校と企業の間に継続的かつ
信頼に基づく関係があり︑そのなかで
高校生が就職を決めてきたことがしば
しば指摘されます︒アカデミックには︑
これを﹁実績関係﹂といいますが︑こ
うした高校・企業間の関係の変化も︑
もう一つの大きな変化に挙げられます︒
九〇年代前半まで︑ほとんどの高校
生の就職は︑高校と企業の継続的な関
係のなかで決まっていました︒われわ
れの前回調査によれば︑生徒の就職先
企業のうち︑七割が継続している企業
でした︒それが︑
九〇年代前半に高校・
企業間の関係に構造変動が起こり︑継
続的な関係のない就職が増えました︒
高校側にすれば︑初めて求人を寄こし
た会社に就職する生徒が以前に比べて
増加することになったわけです︒

労働市場の縮小が構造変動要
因に
ただ︑九〇年代後半から現在までは
それほど大きな変化はなかったので︑
歴史的には高卒労働市場は九〇年代前
半に大きな構造変動が起きた︑と位置
づけられると思われます︒その要因は︑
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型的に北海道に見られるタイプ︒もと
キャリア教育や保護者対応も
もと﹁高校 企
―業間関係﹂があまりな
課題
く︑校内選考自体も先ほど述べたよう
二点目に︑就職者が少ない﹁自由型
に状況の悪い地域では高校内で絞って
も採用してもらえるとは限らないため︑ モデル﹂の高校では︑﹁まじめに学校生
活を送ればちゃんと就職できる﹂と
地元志向の強い地域では﹁半自由型的
就職指導モデル﹂が成り立っています︒ いった指導ができないので︑キャリア
教育の重要性が増してきます︒そこで︑
類型Ⅲは︑地元志向が弱く県外に就職
どうキャリア教育を展開するのが望ま
させることができるため︑それなりに
企業間関係﹂を持ち︑校内選
しいのか︒
﹁高校 ―
抜型の就職指導が成立します︒
そして︑三点目には保護者の問題が
一方︑就職者人数が少ない場合は︑
あげられます︒子供の就職にまったく
雇用情勢の善し悪しに関わらず校内選
関心を持たない親や︑逆に過干渉な親
抜は行わないし︑﹁高校 企
など︑さまざまな姿勢の親がいます︒
―業間関係﹂
のないところで就職させていく自由形
加えて︑家計の厳しさで生徒の就職先
の就職指導が成立していることが調査
もしくは進路がコントロールされてし
研究からわかりました︒
まうこともあります︒保護者をどう取
り込んで就職指導を行っていくのかも
今後の大きな課題になってくると思わ
不十分な情報をどう補完するか
れます︒
最後に今後の論点としては︑まず︑
︿プロフィール﹀
高校と企業との関係のなかで就職を決
ほり ゆきえ／労働政策研究・研修機
めていく就職指導が難しくなっている
構副主任研究員︒二〇〇二年より日
ことが何を引き起こしているのかとい
本労働研究機構︵現・労働政策研究・
う点です︒これまで高校と企業との関
研修機構︶に勤務︑二〇〇八年四月
係があったところは︑就職していく生
より現職︒研究テーマは︑﹁学校から
徒がどう処遇されるのか︑高卒者にど
職業への移行﹂︑﹁若者支援﹂︒専攻は
ういったキャリア展開や働き方があり
教育社会学︒主な成果に﹃キャリア
得るのか︑企業が望む人材はどういっ
教育と就業支援﹄︵共編著︑勁草書房︑
たものか︑などが一応高校は不十分な
二〇〇六年︶︑﹃人材育成としてのイ
がらもわかっていたはずです︒
ンターンシップ﹄︵共編著︑労働新聞
ところが︑そういったことがわから
社︑二〇〇六年︶︑﹃フリーターに滞
ない単発採用の企業が増えてしまうと︑
留する若者たち﹄︵編著︑勁草書房︑
こうした情報が不十分になりますし︑
二〇〇七年︶など︒
場合によっては早期離職の増加につな
がる可能性も考えられます︒こうした
変化をどのように補完していくのかが
論点として挙げられると思います︒
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られないことなのですが︑八〇年代に
ても青森Ｂ工業の生徒を採ってもらえ
はあらかじめ校内選考で生徒を絞り込
るとは限らないからです︒表４の類型
むということが普通に行われていまし
３のような就職環境の非常に悪い地域
たが︑今回の調査では︑校内選考を行
では校内選考が成立しない状況があり
わず希望があればそのまま出してしま
ました︒
う高校も多く見られました︒そして︑
そういった高校はランダムに存在して
四つに分かれる就職指導のタ
いるのではなく︑いくつかの特徴があ
イプ
ります︒
﹁高校 企
一つは就職者数が少ない学校︒希望
―業間関係﹂については︑
いま普通科の就職者がとても少なく
が重ならないため︑そもそも校内選考
する必要がないところです︒それから︑ なっているので︑直接ハローワークに
行くタイプの高校も増えています︒ま
仮に学校で絞り込んでも︑企業で採用
た︑就職者人数が多いと短期間に多く
してもらえるとは限らないので︑始め
の生徒の就職を決めていかなければな
から校内選考を行わずに出してしまう
らないため︑成績の基準を示すことで
学校もあります︒例えば青森Ｂ工業で
生徒を就職先にうまく誘導していくと
は︑県外求人への応募については校内
いったしくみがあります︒こうしたこ
選考を行いますが︑県内求人には希望
とから︑本報告では︑就職指導が幾つ
者をそのまま送り出しています︒県内
かのタイプに分かれることを提案して
が激戦のため︑学校内で選考して絞っ
います︒具体的には︑就職者
人数と地域類型によって︑校
内選抜からみた就職指導タイ
プが決定されているのではな
いか︑と捉えて四つの高校就
職指導タイプを示しています
︵図２︶
︒
類型Ⅰは︑伝統的な校内選
抜を行う﹁高校 企
―業間関係﹂
を大事にするタイプの高校で
す︒就職者人数が多く︑かつ
雇用情勢がよい地域で成立し
ます︒
これに対し︑就職者人数は
多いが雇用情勢はあまりよく
ない地域は︑類型Ⅱと類型Ⅲ
のタイプに分かれていました︒
類型Ⅱは地元志向が強く︑典
高校就職指導のタイプ

図２
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筒井美紀

このように︑事後的に後知恵で振り
返れば︑企業も試行錯誤していること
に気付きます︒ある採用行動を取った
からといって︑それを一時点で評価す
るのではなく︑やはり経過を見なけれ
ばいけないということがとてもよくわ
かるわけです︒つまり︑〇七年時点で
の採用は︑﹁失われた一〇年﹂期の主流
のビジネスモデルが活用されていた︒
正社員を中核の人だけ残し︑後は流動
的な社員で運用するといった採用行動
が通用したのは︑ほんの一時期だった
ことが窺えます︒
だとすれば︑採用言説は労働需給の

労働需給の状況で採用言説も
変化

で採用して育てたほうが良いのではな
いか﹂と︒要するに︑高等教育からの
労働供給が心配になってきたため︑高
卒採用を復活した︑ということです︒
考えてみれば︑一〇年前の時点では︑
﹁高卒はもうだめだ﹂と考えた人はた
くさんいたでしょう︒なぜなら︑当時
は景気が悪化傾向にあるうえ︑まだ底
も見えない状況だったからです︒そう
いう時に﹁大卒に切り替えた﹂と言わ
れれば︑﹁もう︑高卒はだめかな﹂と考
えがちになってしまっても不思議では
ない︑と思うのです︒

京都女子大学准教授

労働需要側から見た高卒就職
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今日お話する内容は三つの構成に
労働政策研究・研修機構の前身である
なっています︒最初に︑〇七年がどう
日本労働研究機構が九七年に同じよう
いった労働需要だったのかを︑①﹁高
な調査を行っており︑今回︑追跡調査
学歴代替の戻り現象﹂②﹁二つの循環
のような形で調査した企業が幾つかあ
的変動﹂③根強い高卒選好 三つの理
りました︒そのなかで︑ある企業は九
の三点に整理しました︒ 七年の時点では﹁高校生の採用を止め
由と問題点
――
次に︑採用選考と学力の実態を①工業
る ﹂ と し て い ま し た︒
﹁高校生はすぐ
選考／学科不問②出題レベルと合格レ
辞めるし︑仕事を教えても覚えないし︑
の二点に絞りました︒最後に︑ 資質が下がっていてだめだ﹂というこ
ベル ――
論点提起をしたいと思います︒
とで︑実際に大卒採用︵正社員＋契約
社 員 ︶ に 切 り 替 え て︑
﹁すごくうまく
いっています﹂と九七年時点で話して
高学歴代替の戻り現象が
いました︒しかし︑〇七年に﹁一〇年
まず︑最初の﹁〇七年はどういう労
経ちましたが︑どんな感じでしょうか﹂
働需要だったのか﹂
の一つ目です︒
﹁高
と伺ったところ︑﹁実は高卒採用を復活
学歴代替の戻り現象﹂というからには︑ することにしました﹂との回答でした︒
過去のある時点との比較をしています︒

高等教育大衆化
のインパクト
その理由については︑
まず﹁高等教育大衆化
のインパクト﹂があり
ます︒その企業の言葉
を借りると︑﹁専門学校
にせよ大学にせよ︑今
のように進学が容易に
なってしまうと︑﹃おい
おい︑大丈夫なのか？﹄
という学生も多くいる︒
ならば︑高校卒業時点

状況で変わっていくのではないか︒人
手が要らない時には︑﹁最近は仕事が高
学歴化したので︵高卒採用は︶無理だ﹂
などの言説が流布し︑人手が要るよう
になったら﹁これからは高卒を育てて
いかねばならない﹂という言説が広ま
り︑それに影響されたりします︒その
時々の労働需給如何によって実態と言
葉の表現との乖離が大きくなったり小
さくなったりすることに留意しなけれ
ばならないのです︒

景気と従業員構成という循環
的変動が

続いて﹁二つの循環的変動﹂です︒
今回︑いろいろな企業に聞いたなかで︑
﹁必ずしも業況は回復していないが高
卒を採り始めました﹂という話がかな
り出ました︒つまり︑循環するものは
景気の変動だけではない︑従業員の構
成も循環する︒退職する人が出ていけ
ば人が足りなくなるから︑︵採用して︶
従業員構成のバランスをとっていかね
ばならないという意味で︑従業員構成
も循環的だといえます︒その組み合わ
せを考えると︑表のようになります︒
この表の﹁１﹂は﹁景気がいいから
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人手が必要になった﹂こと︑﹁０﹂は﹁人
手が要らない﹂ことを意味します︒例
えば︑パターン①は﹁景気もいいし従
業員も足りない﹂から﹁１・１﹂の労
働需要が膨らむパターンになります︒
パターンは表のように四つあり︑ここ
数年間の高卒就職はパターン①とパ
ターン②が混在していた状況だと思い
ます︒
少し心配なのは︑今年以降はどうな
るのか？もしかすると︑いまは﹁０・
０﹂のパターン④に移行しつつある時
期かも知れません︒私は大学におりま
すが︑大卒就職でもパターン④の気配
がひたひたと迫ってきている感じがし
ています︒

高卒選好の光と影

パターン

景気

従業員構成

具体例

①

1

1

「いざなぎ超え」期、バブル期

②

0

1

「いざなぎ超え」期

③

1

0

バブル期

④

0

0

バブル崩壊〜 2000 年代初頭

えるからありがたい﹂との話もありま
する﹂と言われますが︑これは﹁言わ
すが︑これは結婚退職が前提になって
れたことしかできない﹂とどう違うの
います︒そう考えると︑結婚あるいは
か︒採用してすぐの頃は﹁素直でいい﹂
出産で退職するのであれば︑キャリア
だったのが︑時が経つにつれて﹁言わ
パスを用意してもペイしないという話
れたことしかできない﹂とならないよ
にもつながりかねないと思います︒女
うにするには︑どう教育訓練すれば良
性の雇用を考えていくとき︑これをど
いのでしょう︒
うするか︒
次に﹁高卒の初任給は安い﹂と言わ
れます︒職種別賃金でなく︑学歴別賃
金があるからこそ︑出てくる話ですが︑
﹁短期間で一人前﹂になるこ
これをどう考えたら良いか︒この問題
とに再考の余地が
は︑﹁同一価値労働同一賃金﹂にもつな
続いて︑採用選考と学力の実態につ
がっている問題です︒ちなみに︑アメ
いて話したいと思います︒冒頭の小杉
リカの現業労働者は正社員でも時給換
算ベースです︒今後︑地域によっては︑ 統括研究員の問題提起にも︑工業高校
が人気で一人勝ちであることに加えて
高校生を非正社員で採用する動きも増
もう一つ︑学科は関係ないという二つ
えるでしょうし︑そうなった場合︑正
の傾向がありました︒インタビュー調
社員と非正社員の仕事の均等処遇を考
えておかなければ︑﹁自分は﹃非正社員﹄ 査では︑工業高校を選好する傾向につ
いては︑技術や設備︑メンテナンスと
という理由だけで正社員のだれそれと
いった職種で育て上げていくとの話が
こんなに給料が違う﹂といった話にも
ありました︒これに対し︑ラインでの
なっていくでしょう︒この問題も考え
る必要があることを指摘しておきます︒ 組み立てなどの直接工に当たる採用は
学科不問とのことでした︒
それから﹁高卒女性は︵短大卒や大
この学科不問は︑これだけ高卒市場
卒女性に比べて︶長く安く働いてもら
が小さくなったなか︑門戸が広がると
いう意味で大変ありがたい話です︒た
だ︑問題は入社後にどうなるのかとい
うことです︒インタビュー調査では︑
﹁手先が器用でハンダづけがすごくう
まく︑二年目で班長になった﹂などの
話が聞けましたが︑こうした話を耳に
すると︑短期間で一人前になれてしま
うことに再考の余地があるように思え
ました︒仮に短期間で一人前になって
しまった後︑何か目標とか希望の持て
るステップアップの階段があるのか︒
早く一人前になったのはいいが︑その

後ずっと同じ作業を繰り返すようなこ
とになりはしないのかと思ったのです︒
それから︑出題レベルと合格レベル
の実態です︒いろいろな企業の採用試
験問題の傾向をまとめると︑中三から
高一程度の漢字の書き取りや四則混合
算︑二次方程式︑英単語の簡単なもの
など出題され︑合格レベルは半分解け
ればオーケーとのことでした︒
これだと︑入社後︑数年した時点で
問題が顕在化してきます︒入って二︑
三年目までは︑上司・先輩の指示通り
仕 事 が で き て い れ ば 良 い の で す が︑
徐々に要求水準が上がってきたときに
困ることになるからです︒てきめんに
現 れ る の が﹁︵ 業 務 に 必 要 な ︶ 資 格 の
筆記資格試験に受からない﹂こと︒他
にも︑簡単な書類が書けなかったり︑
そもそも仕事で説明しても理解力不足
で追いつかない︑メモをとる習慣がな
いから何遍も説明しなくてならない︑
といったことがインタビュー中に指摘
されました︒

求人に間隔が空くことを前提
とした対応策を

さてそれでは︑これまでの問題を三
点にまとめて論点提起にしたいと思い
ます︒一つ目は︑景気が悪くなるにあっ
て︑今は従業員構成のバランスがよく
なってきているので︑新たな人手が要
らなくなりつつあることです︒ここ数
年︑若い人材が必要だということで︑
数は少なくても採用を続けてきた企業
が﹁採り疲れ﹂もしくは﹁教え疲れ﹂
を起こすのではないか︒入ってきた若
い人を育てるのはそれなりに手間暇が
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そ こ で 三 番 目 で す︒ な ん だ か ん だ
言っても︑
高卒選好
には根強
いものが
あります︒
ただ︑光
の後ろに
は必ず影
があるの
で︑合わ
せて整理
しておき
たいと思
います︒
まず︑
﹁高校生
は素直だ
から採用
２つの循環的変動

表
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呉学殊

笹島芳雄著『最新アメリカの賃金・評価制度 日米比較から学ぶもの』

小池和男

鈴木不二一
安部由起子

安藤至大

木村祐子

小西康之

紺屋博昭

【フィールド・アイ】
メディアが取り上げる社会の姿

細川良

【論文 Today】
「
「労働市場の現代化」に関する労使協定−
「フレキシキュリティ」は
労働法を侵食するのか？それとも再構築するのか？」

守島基博
渡邊博顕

丹野清人著『越境する雇用システムと外国人労働者』

成﹂が言われたりしますが︑高校出た
かかるし︑そもそも人に教えるのはし
ての若い人たちにそれを求めるのは非
ん ど い こ と︒﹁ 何 年 か 若 手 を 採 っ て き
常に酷な話ですし︑安易な自己責任論
たし︑この辺で一息つこうか﹂といっ
へ陥落しないことが重要です︒だから
た形で︑またごっそり求人が減るので
といって﹁それは官がする仕事です﹂
はないでしょうか︒
などという話にしてしまうと︑官民の
そういった場合︑﹁無理に採用してほ
押しつけ合いのような不毛な議論にな
しい﹂というわけにもいかないので︑
りかねません︒そこで︑官とか民では
間隔が空く求人を大前提に︑何か対策
なく﹁公共性﹂を核に考えていく必要
を考えた方がよいのではないか︑とい
うことです︒求人が生じないときには︑ があるのではないか︒そして︑民間に
できる公共性とはどういうことなのか︑
何らかの形で教育的なつながりをキー
を考えられたらと思います︒例えば︑
プしていく︒例えば︑キャリア教育の
従来の
﹁ここの部分はだれそれの仕事﹂
一環としての職場見学のようなことで
といったような常識的な線引きを再考
す︒これからの時代︑より教育的であ
する必要があると思います︒その点︑
る方が長い目で見たらペイすると考え
アメリカは地域で取り組むことがとて
ます︒
も進んでいるので︑それを参照するの
も良いと思います︒

前職が非正社員だった離職者の正社員への移行について

村中孝史
島田陽一
土田道夫

川嶋四郎

渡邊岳

小西康之

【紹介】
実務家から見た労働紛争処理システム
【論文】
労働委員会における紛争解決手続の基礎的課題
労働組合の紛争解決・予防
―コミュニティ・ユニオンの取り組みを中心に
【書評】
早矢仕不二夫著、梅崎修・島西智輝・南雲智映編
『早矢仕不二夫オーラルヒストリー―戦後労働史研究』
川口章著『ジェンダー経済格差』
神林龍編著『解雇規制の法と経済
―労使の合意形成メカニズムとしての解雇ルール』
【読書ノート】
村田毅之著『日本における労使紛争処理制度の現状』
【論文 Today】
パブリックセクターにおける障害者の雇用（1998 年−2004 年）
」
【フィールド・アイ】
ドイツの失業問題

【書評】
川喜多喬著
『中小製造業の経営行動と人的資源―事業展開を支えるすぐれた人材群像』

樫村志郎
土屋直樹
村松幹二
神林龍
赤羽亮
中村二朗
玄田有史

【論文（投稿）】
企業別パネルデータによる賃金・勤続プロファイルの実証分析

野崎薫子

【提言】
労働紛争の解決の「かぎ」は何か
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【論文】
労働紛争解決制度の現状と問題点
労働紛争と法的対処行動
―今日の日本における個別労働紛争を焦点として
企業内における不満、苦情への対応
解雇紛争の経済分析
【ディアローグ】
労働判例この１年の争点

特集 ＝労働紛争の処理
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特集 ＝ディアローグ：
労働判例この１年の争点

【提言】
労働法の判例について

西村健一郎

December. 2008

581
November. 2008

580

キャリア形成弱者への対処と
基礎学力の涵養も

二つ目は︑女性や学科不問の直接工
︿プロフィール﹀
つつい みき／京都女子大学准教授︒
の話をしましたが︑こうした﹁キャリ
二〇〇二年東京大学大学院教育学研
ア形成弱者﹂への対処をどうするかが︑
究科博士課程単位取得退学︒博士︵教
非常に大きな問題として起こってくる
育 学 ︶︒ 二 〇 〇 四 年 京 都 女 子 大 学 現
ということです︒
代社会学部専任講師︒二〇〇七年よ
三つ目は︑基礎学力の涵養です︒よ
り同准教授︑現在に至る︒主な著書
く﹁成績より︑やる気とかガッツがあ
に﹃高卒労働市場の変貌と高校進路
ればいい﹂などと聞きますが︑これは
指導・就職斡旋における構造と認識
やる気の重要性を強調する話し方であ
の不一致﹄︵東洋館出版社︑二〇〇六
りレトリックです︒詳しく聞いてみる
年／日本労働社会学会第三回学会奨
と﹁実際は両方大事だ﹂という話が出
励賞︑日本教育社会学会第二回学会
てくる︒したがって︑能力やキャリア
奨励賞を受賞︶など︒また︑﹃リーディ
を形成していく責任の所在がどこにあ
ングス日本の教育と社会第一九巻﹄
るのかを考える必要があると思います︒
︵日本図書センター︶を本田由紀氏
との共編著にて近刊予定︒

公共性を核に能力・キャリア
形成を

スローガン的に﹁個人主導の能力形
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