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今、みなさんは毎日学校に通っています。けれども、来年あるいは２年後の３月には学校

を卒業することになります。学校を卒業したら、みなさんはどうしたいですか？どんな進路

があるか知っていますか？学校の先輩たちはどうだったでしょうか？ 

みなさん自身のことです。これから卒業後の進路について考えてみましょう。 

◎ 高等部を卒業した後は・・・ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約社員 ： 期間（普通 1 年）を決めて雇
やと

うこと。 

※雇用 ： 仕事をさせる目的で、賃金を払い人を雇うこと。 

 

 

  

就 

職 

作
業
所 

専
門
学
校 
専
攻
科 

大 

学 

進 

学 

一
般
就
労 

・一般企業への就職 

・生活面や就職を目指す

ための訓練をします。 

・産業技術科でさらに勉

強します。 

・パソコンや調理、服飾な

どを勉強します。 

・四年制大学、短大で色々

な知識を学びます。 

身体障害者授産施設が 

あります。 

大分にもいろいろな専門学校

があります。 

工芸情報コース・生活産業コ

ース・理容コースの３コース

があります。 

聴覚障害者の大学、一般の大学

など、たくさんあります。 

正社員、※契約社員、パートな

どの※雇用
こよう

形態があります。 

訓
練
校 

・特殊な職業技能の

訓練をします。 

能力開発校、リハビリテーシ

ョンセンターなど全国にたく

さんあります。 

１．進路について考えよう 
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それでは、実際に卒業生はどのような進路に進んでいるのでしょうか。 

 

 

 

最近１０年間(平成 15～24 年度卒業生) の 聾学校高等部の先輩（３９名）の進路です。 

 

 

最近１０年間(平成 15～24 年度卒業生) の 聾学校専攻科の先輩（１９名）の進路。 

 
 

大学

5%

専攻科

33%

訓練校

0%

就職

62%

高等部卒業生の進路

就職

95%

大学・専門

学校

5%
訓練校

0%

専攻科卒業生の進路

◎ 聾学校を卒業した先輩の進路 

２．卒業後の進路 
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それでは県外・県内の就職状況を見てみましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

具体的な就職先です。どんなものをつくっているか調べてみましょう。 

 

進路先名 職種・所属等 地域 性別 備考 進路先名 職種・所属等 地域 性別 備考

（株）クリニカル・サポート大分 リネン洗濯 由布市 男 （株）ＴＲＩ九州 製品製造 豊後高田市 男 契約社員

（株）トキハ 物流（商品包装） 大分市 女 契約社員

大分県教育委員会職員 事務 宇佐市 女 臨時

工芸会ワークセンター 福祉施設 福岡県 女

トヨタ自動車九州（株） 自動車製造 福岡県 男 （株）コーリツ 精密部品製造 大分市 男 契約社員

ソイテックスジャパン（株） 精密部品製造 大分市 女 ホンダ太陽（株）日出工場 自動車部品製造 速見郡 男 嘱託社員

２３ 香蘭女子短期大学 ファッション総合学科 福岡県 女 ２３

工芸会ワークセンター 福祉施設 福岡県 男

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

アミナカフーズ㈱ 食品製造 宇佐市 男 カットハウスひとし 理容業務 久留米市 男 １年修了

トヨタ車体㈱ 自動車製造 三重県 男

トヨタ自動車九州 自動車製造 福岡県 男

デンソートリム㈱ 二輪車部品製造 三重県 女

大分キヤノンマテリアル㈱ インクトナーカートリッジ製造 杵築市 女 杵築市又は大分市

工芸会ワークセンター 福祉施設 福岡県 男

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

トヨタ車体㈱ 自動車製造 三重県 男 理容室ＶｉＶｉ 理容業務 大分市 女 パート、２年修了

㈱デンソー 自動車部品製造 愛知県 男

本校専攻科進学 理容科 大分市 男

㈱デンソー 自動車部品製造 愛知県 女 ㈱マルショク 食品加工等 大分市 男 パート、１年修了

㈱ジョイフル 事務 大分市 女 契約社員 エイコー食品㈱ 食品加工等 大分市 男 パート、１年修了

本校専攻科２年へ 理容科 大分市 女

ダイハツ九州㈱ 自動車製造 中津市 男 ㈱ジョイフル 事務 大分市 女 契約社員

豊田自動織機㈱ 自動車部品製造 愛知県 女 マチダ理容美容室 理容業務 大分市 男

九州デザイナー学院 アニメーション科 福岡県 女

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

本校専攻科進学 理容科 大分市 女

１８ 本校専攻科進学 理容科 大分市 女 １８

㈱トキハ（物流センター） 梱包、出荷 大分市 女 契約社員 佐伯市医師会 事務職 佐伯市 男 契約、２年修了

ヤマウチ調理食品㈱ 弁当箱回集、先浄 大分市 男 パート、２年修了

アーゲンオプティカ㈲ リュネメガネコンタクト加工 鹿児島県 女 契約、２年中退

㈱ユービック カメラ製造 別府市 女 契約、２年修了

本校専攻科進学 理容科 大分市 男 ㈱髙嶋産業 木工作業 大分市 男 ２年修了

上人授産所 軽作業 別府市 男 ３年修了

トヨタ車体㈱ 自動車製造 愛知県 男 ダイハツ工業㈱ 自動車製造 滋賀県 男 ２年修了

トヨタ自動車㈱ 自動車製造 愛知県 男 平山産業㈱ 廃棄物処理 中津市 男 契約、３年修了

㈱デンソー 自動車部品製造 愛知県 女 グリーンコープおおいた 事務処理等 大分市 女 パート、２年修了

社会就労センターさつき園 軽作業 佐伯市 女

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

本校専攻科進学 工芸科 大分市 男

本校専攻科進学 被服科 大分市 女

２２

本　科　卒　業　生

１６

専　攻　科　修　了　生
年度 年度

２４ ２４

１５

１７

１５

２２

２１

２０

１９

２１

２０

１９

１７

１６

県外

40%県内

60%

男子（高等部本科・専攻科）

県外

39%

県内

61%

女子（高等部本科・専攻科）
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県外 学校から希望者がいることを企業に連絡して、求人を出してもらう場合と、企業から

問い合わせがあり、希望者がいた場合に求人を出してもらう場合とがあります。 

   希望者がいれば、企業に問い合わせをします。 

県内 基本的に求人は来ません。希望の職種があれば、学校から問い合わせをして、採用を

お願いします。どのような仕事がしたいかを、しっかりと考えておくことが必要で

す。 

どんな会社（企業）から求人があるのだろうか？ 過去３年間の実績をみてみましょう。 
 

平成２５年度求人票受付 
 企  業  名 所 在 地 職    種 

１ （株）豊田自動織機 愛知県刈谷市 技能職 

２ ダイハツ九州（株） 大分県中津市 技能職 

３ (株)デンソー 愛知県刈谷市 生産関係職 

４ トヨタ自動車九州（株） 福岡県宮若市 生産スタッフ 

５ 富士重工業（株）群馬製作所 群馬県太田市 技能職 

６ （株）花菱ホテル 大分県別府市 フロント等 

７ ホンダ R＆D 太陽株式会社 大分県速見郡 機械製図 

８ オムロン太陽株式会社 大分県別府市 電子部品組立 
 

平成２４年度求人票受付 
 企  業  名 所 在 地 職    種 

１ ㈱デンソー 愛知県刈谷市 生産関係職 

２ アイシン高丘（株） 愛知県豊田市 生産技能職 

３ 豊洋精工（株）庄内工場 大分県由布市 工場内作業員 

４ ソイテックスジャパン（株） 大分県大分市 精密部品製造 

５ （株）豊田自動織機 愛知県刈谷市 技能職 

６ （株）めいじん 大分県大分市 店舗スタッフ 

７ (株)クリニカルサポート大分 大分県由布市 工場内作業員 

８ （有）栗栖工業 山口県山陽小野田市 技能職 
 

平成２３年度求人票受付 
 企  業  名 所 在 地 職    種 

１ トヨタ車体(株)  愛知県刈谷市 生産関係職 

２ トヨタ自動車九州（株） 福岡県宮若市 生産スタッフ 

３ ダイハツ九州（株） 大分県中津市 技能職 

４ アイシン高丘（株） 愛知県豊田市 生産技能職 

５ ソイテックスジャパン（株） 大分県大分市 精密部品の組み立て・検査員 

６ （株）コーリツ 大分県大分市 生産管理（物流）作業及び精密機器組み立て検査員 

７ ホンダ太陽（株） 大分県速見郡 自動車部品組立工 

３．求人はどのようにしてくるのでしょうか 
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 卒業後、専攻科に入っても、訓練校に入っても、大学に進学しても最後は就職

します。私たちはなぜ就職するのでしょうか。 

 
食べて、生きていくためにはお金が必要 
 

この答えは、きっと簡単です。私たちが快適に生きていくためには、衣・食・住の

備
そな

えが必要です。でも、私たちの多くは※自給自足の生活をしているわけではないの

で、衣・食・住の備えをするためには、お金が必要です。そして、お金をかせぐ最も

一般的な方法が職業に就
つ

くことなのです。 

※
自給自足 ： 衣類や食物など生活に必要な物を買ったりせずに、自分で生産してまかなうこと。 

 

 しかし、「働く」ということが私たちに与えてくれるものは、決し
てお金だけではありません。 
 

 

 

 

 就職して与えられた仕事をきちんとやり遂
と

げれば、収入を得ることができます。け

れど働くということが私たちに与えてくれるものは、決してお金だけではありません。

仕事を頑張れば、周りの人たちは、あなたのことを「会社にとって必要な人だ」と認

めてくれるでしょうし、それが大きな※やりがいや自信につながります。 

自分らしい生き方を見つけ、それを実現する中で、個性や人間性をもっと磨いてい

く、そこに、就職して働くことの大切な意味があるのです。 

 いざ働き始めると、1 日で起きている時間の半分以上は職場で過ごすことになりま

す。その時間をどれだけ※有意義なものにできるかが、働くことを喜びや楽しみへと

つなげる重要なポイントになるでしょう。 

 
※やりがい ： 物事をするに当たっての心の張り合い。 

※有意義 ： 意義のあること。意味・価値のあること。 

 

働いて自分らしい生き方を見つける！！ 

４．なぜ、就職するのだろう 
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「お金があっても働きたい」  多くの人が「はい」と回答 

 

 今実際に働いている人たちに、「もし仮に、働かなくても余裕で暮らしていけるだ

けのお金が手に入ったとしたら、それでも働きたいですか？」という質問をしてみた

ら、どんな答えが返ってくるでしょうか。多くの人は「はい、働きたいです」と答え

るでしょう。まだ仕事をもたない高校生の皆さんは、どうしてなのか不思議に思うか

もしれませんが、なぜかというと、こんな理由が挙
あ

げられます。 

 

●職業に就くことは社会の－員としての※義務だから。 

●職業に就くことで社会の－員として認められるから。 

●いつも自分の心を満たしてくれるものが必要だから。 

●健康を保つためにも、働くことが欠かせないから。 

●働くことは楽しみでもあるから。 

●働くことによって、社会のつながりを持てるから。 

●プライドを持って生きるために、仕事が必要だから。 

※義務 ： 人が人として、あるいは立場上、身分上当然しなければならないこと。 

※プライド ： 自分をすぐれた者と思う気持ち。自尊心。ほこり。 

 仕事には「自分が生活するためのお金を稼ぐ」という目的だけではなく、社会を支

えたり、自分の能力を発揮し、自分を成長させるという役割があります。 

                                 

 

 

 

 

  



 9 

 

 

 

 

学校を卒業したら、大部分の人が企業などの組織で職業生活のスタートを切ります。

働いて自分の力を発揮していくためには、まず、働く場である企業に受け入れられる

ことが必要です。 

 常に不景気が続くとは限らないが、企業は人を採用することにとても慎重
しんちょう

になって

います。なぜでしょうか？  

 

 人を雇
やと

うには、多くの費用がかかります。特に、学校を卒業してすぐの職業経験の

ない若者を雇った場合には、一人前に育てるためにつきっきりで仕事のやり方を教え

たり、研修を受けさせたりします。新人が仕事をすることで増える利益以上に、企業

の出費の方が大きくなることも多いのです。 

 だから、最近のように景気が低迷して企業の利益が伸びにくくなっている時は、簡

単に人を増やすことができないし、また、いわゆる※即戦力となる職業経験の豊富な人

を求める傾向も強まっています。 

 そんな中で新卒者の採用を続けている企業は、新人がそのうち仕事を覚え、より広

い範囲の※仕事をこなせるようになり、企業に利益をもたらすだろうという将来性に

期待しているのです。      

※
即戦力 ： 特に訓練をしなくても、そのまますぐに仕事ができるという意味。 

※
仕事をこなせる ： 与えられた仕事などをうまく処理することができる。 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」という法律があります。その中の「障害者

雇用率制度」で、「常用雇用労働者数」が 5０人以上の一般事業主は、5０人につき１

人の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しなければなりません。 

しかし、この障がい者雇用枠
わく

がいっぱいになりつつあり、また、景気の低迷から障

がい者を雇用する企業が減少しています。また、採用を計画している多くの企業は、

作業能力を重視していて、聴者と同じ作業能力を要求しています。 

就職することが厳
きび

しい状況にあるという事を理解しておいてください。学校でしっ

かり勉強しておかなければ就職は難しくなります。  

なぜ企業は人を雇うの？  

厳しい障がい者の雇用 

５．雇用とその現状 
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それでは、どんな仕事にどんな能力が必要になるのでしょうか？例を挙げてみます。 

仕事 必要な能力 

製造の仕事 

・立ち仕事ができる体力 

・手先の器用さ 

・機械の操作方法・手順の理解 

・流れ作業への対応 

食品の仕事 

・立ち仕事ができる体力 

・手先の器用さ 

・衛生面への気配り 

・包丁が使える 

木工の仕事 

・立ち仕事ができる体力 

・機械の操作方法の理解 

・危険の認知 

・計算ができる 

クリーニングの仕事 

・流れ作業への対応 

・仕事の手順の理解 

・機械の操作方法の理解 

・暑い場所で耐えられる 

清掃の仕事 

・立ち仕事ができる体力 

・磨くときの力が必要 

・モップ、ほうきが使える 

・薬品の取り扱いが分かる 

運送の仕事 

・商品の配置場所の理解 

・重いものが持てる 

・伝票を読み取れる 

・商品の違いがわかり分類できる 

事務の仕事 

・パソコンの使い方の理解 

・伝票が読み取れる 

・計算ができる 

 

 

６．仕事の内容と必要な能力 
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会社では、学校生活とは違うことがあります。どんな仕事をするにしても、会社に

就職する前に身につけておかなければいけないこと、就職をしたときに気をつけな

ければいけないことがあります。 

 

◎やる気 

みなさんは何のために働きますか？お金をかせいで好きな物を買いたい、みんなと

一緒に何かしたい、両親に「働きなさい」と言われるから、働かないと生活できない

から・・・。いろいろあると思います。少しくらいつらい思いをしても、「働き続けよ

う」というやる気が大切です。 

 

◎人間関係 

学校で友達と仲良くするように、会社でも、他の人と仲良くするのは大切なことで

す。仕事中に指示・注意をされたときにすなおに聞くのはもちろん、休み時間にみん

なと一緒にお昼を食べたり、話の輪に加わったり、仕事以外のことを一緒にすること

も必要です。無愛想よりも笑顔で人と接する、うそをついたり他の人の悪口を言った

りしない、話しかけられたら相手を見て返事をする、など、他の人が楽しい気分にな

るように、言い方や態度に気をつけましょう。 

※
無愛想 ： 愛想がないこと。人に対する応対の仕方が不親切でそっけないこと。 

◎挨拶・返事 

会社の人は、仕事ができるかどうかという前に、挨拶や返事ができるかをよく見て

います。朝の「おはようございます」から、帰りの「おつかれさまでした」まで、い

つでも、どこでも、その場に合った挨拶ができるようにしておきましょう。それから、

分かったときに「はい、分かりました」、分からないときに「分かりませんでした、も

う一度教えてください」と素直に返事ができるようにしておきましょう。 

 

◎相談・質問 

仕事の中で、何か分からないことがあったときや、失敗してしまったときは、すぐ

会社の人に言いましょう。仕事以外の事でも、問題が起こったら周りの人に相談しま

しょう。「怒られるんじゃないか」とか、「バカにされるんじゃないか」とか思わずに

「すみません、これはどうしたらいいでしょうか」と言えるようにしておきましょう。 

７．就職するときに必要なこと 



 12 

◎欠勤・遅刻 

学校では、休んでも他の人に迷惑にはなりません。けれど会社では、一人が休むと

周りの人がその人の分まで仕事をしないといけなくなります。だから、朝起きられな

かった、めんどうくさい、嫌なことがあった、友達に遊びに誘われた等の理由で簡単

に休んではいけません。同じような理由で、遅刻するのもいけません。 

 ただ、体の具合が悪い、しんせきの結婚式、電車やバスが動かない等、どうしても

休んだり遅刻したりしないといけないときがあると思います。そのときは、必ず会社

が始まる前に、自分で連絡をします。前もって分かる場合は、分かったときに連絡を

します。 

 

◎みだしなみ 

 ※みだしなみは就職をする上で大切なことです。つめが汚れていたり、洋服が汗く

さいと、食品会社や販売業などでは仕事ができません。そうでなくても、会社では他

人と一緒に長い時間を過ごします。そのとき、みなさんは不潔な人と一緒にいたいと

思いますか？ 

 それに、会社に面接に行ったとき、みだしなみがきちんとできていないと「この人

は自分できれいにできない人だ」と悪い※印象をもたれてしまいます。いつも、清潔

で、きちんとした服装をするように心がけましょう。 

※
みだしなみ ： 人に不快感を与えないように、言動や服装を整えること。 

※
印象 ： 見たり聞いたりして、心に受けた感じ。 

 

◎体力・健康 

 仕事をするには体力が必要です。会社では、決められた日は毎日働かなければなり

ません。よく寝て、よく食べて、生活リズムを整えて、風邪をひいたりけがをしたり

することのないように、日頃から気をつけておきましょう。 

夜遅くまで起きていたりして、睡眠不足が続くと健康に影響が出ます。また、暴飲

暴食や栄養バランスを考えない食生活もいけません。注意が必要です。 

 

◎通勤 

 仕事をするときは、電車やバスなどの公共交通機関や、自分の車などで会社まで通

わなければなりません。交通事故にあわないように気をつけましょう。
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◎作業態度 

 会社の人は、作業が速くできるかどうかの前に、作業に取り組む態度が良いかをよ

く見ています。よそ見をせずに、作業時間中同じペースで作業する、人が見ていても

見ていなくてもまじめに取り組む、などは基本です。それから、教えてもらったら素

直に聞く、分からなかったら質問する、一つの仕事が終わったら次に何をするかたず

ねる、なども作業態度が良いと評価されます。 

 

◎作業の正確さ 

 学校での作業の中には、失敗をしても注意されるだけで先生がやり直してくれるこ

とがあるかもしれません。けれど、会社では、失敗は会社の損失につながります。ミ

ス(失敗)をしないで仕事をすることがとても大切です。そのためには、一人ひとりが

よく気をつけて仕事をする必要があります。ものを作る会社では、１万個、１０万個

に１つしかミス(失敗)を出さないように仕事をしているところもあるのです。 

                                                            

◎休日 

 学校に休みの日があるように、会社にも休みの日があります。学校のように土、日

曜日と決まってはいませんが、だいたい１週間に１～２日は休みになります。休みの

日ですから、どんなふうに過ごしても良いのです。しかし、仕事の前の日に夜遅くま

でテレビゲームをしたり、外で遊んでいたりしては、仕事の日の朝に起きられなかっ

たり、仕事中ボーッとしたりしてしまいます。仕事の前の日は、しっかり体を休めま

しょう。 

 

◎金銭 

 会社で仕事をするようになれば、給料をもらえます。今までのこづかいよりもたく

さんのお金をもらえます。でも、それは１ヶ月の生活に必要なお金です。１日で使い

きってしまったら、残りの日に使えるお金が無くなります。何に使うかはみなさんの

自由ですが、生活のために必要なお金は残さなくてはいけません。家族や周りの人と

相談して、計画的に使いましょう。 

 お金が無くなったからといって、会社や他人からお金を借りてはいけません。お金

の貸し借りは、トラブルになりやすいからです。 
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自分に出来そうな職業は何かを考えてみよう！ 

 ・どんな職業があるかを調べてみましょう。 

 ・聴覚に障がいがあってもできる職業は何かを考えてみましょう。 

 ・先輩がどのような職業をしているのかを調べてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する職業の情報を集めよう！ 

 卒業後に就きたいと思っている職業について、調べた内容を書き出してみましょう。 

  ・その職業の仕事内容 

・その職業の労働条件、作業環境 

・コミュニケーション手段 

 

      ☆インターネットを利用していろいろな職業を調べてみよう 

 

希望する職業の再確認！ 

 次の項目を参考にしながら、自分の考えをまとめて、希望する職業について再度確

かめましょう。 

  ・自分に出来る仕事内容か? 

  ・自分が希望する職業か？ 

  ・続けてやれる自信や強い意志があるか？ 

  ・健康や体力の面はどうか？      など 

 

  

事務的な職業 

 出荷事務 

パソコンによる入力事務 

 

販売の職業 

 商品の管理 

商品の包装 

 

サービスの職業 

 クリーニング  理容師 

調理  福祉関係  清掃 

 

生産の職業 

 生産機械の操作  家具製作 

部品の組立 印刷・製本 

パソコンによる入力事務 

 
運輸通信の職業 

 トラック運転 

 物流センターでの商品移送 

 

 
農林・漁業の職業 

 園芸作業  動物飼育 

 造園作業  水産物加工 

 

 

８．就職先を選ぶには 
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就職して会社に入るためには、試験や面接があります。採用した人が、仕事をサボ

ったり、仕事仲間とけんかをするような人だと会社も困ります。そこで面接試験を行

って、次のようなことができる人かどうかを見るのです。入社試験に合格するために、

自分自身を磨きましょう。 

 

１．明朗かつ積極的である 

○いつも明るく、笑顔を絶やさない人 

○人に言われて動くのではなく、次に何をするか自分で考えて行動のできる人 

○失敗をおそれず、常に前向きに仕事をする人 

 

２．自分の考えをはっきり主張できる 

○自分の意見、考えをはっきり言える人 

○会議のときに自分の考えを言える人 

 

３．間違いに気づいた時は謙虚に反省できる 

○間違ったとき、素直に謝ることのできる人 

○同じ間違いを繰り返さないよう努力できる人 

 

４．礼儀正しく、態度・動作がキビキビしている 

○きちんと挨拶ができる人 

○責任を持って仕事のできる人 

 

５．リーダーシップがとれる 

○みんなをまとめて行動できる人 

○みんなの先頭に立って行動できる人 

 

６．健康である 

○欠席、遅刻、早退がない人（※学校での欠席が多い人は採用されません。） 

○自分の健康管理ができ、会社を休まない人 

 

７．協調性がある 

○みんなと仲良くできる人 

○人の悪口や陰口を言わない人 

 

  

９．会社が採用するのはどんな人？ 
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本校では１年生から、実際に会社で仕事の体験をする「現場実習」を実施していま

す。現場実習でどのような仕事を体験したいか、先生とよく相談しましょう。 

 

★これまでの先輩が現場実習で体験した仕事は次のようなものがあります。 

 

○クリーニング ○木工作業補助 ○商品の包装 ○染色 

○木工製品製作 ○自動車の清掃 ○惣菜製造 ○調理 

○建物の清掃 ○パソコン入力 ○サッシ取り付け補助 ○縫製 

○家具製作補助 ○ビニール袋製造 ○廃棄物選別 ○パン製造 

○パレット製作(木工) ○荷物の運搬 ○建築作業補助 ○老人介護 

○理容 

 

実習では次のようなことを考えて実習しましょう。 

 ○会社の人とのコミュニケーションのとり方を考え、積極的に話しをしよう。 

 ○自分の将来の仕事に合っているかを考えてみよう。 

 ○何のために働くかを考えてみよう。 

 ○会社のルールを知ろう。 

 ○仕事の楽しさ、苦しさを体験しよう。 

 ○挨拶の仕方を考えてみよう。 

 ○社会人としてのマナーについて考えてみよう。 

 

実習の事前準備  

１.自己紹介カードの作成 

２.交通手段の確認（行きと帰りのバスの、乗るバス停の名前と場所、乗るバスの行 

き先、発車時間、降りるバス停の名前と場所、運賃） 

３.会社に挨拶に行きます。（先生と一緒に挨拶に行って、実習するときの 

  注意を聞きます。このとき通勤経路を確認します。） 

４.学校で先生から、実習の仕方やけがをしないように注意を受けます。 

５.日誌に必要なことを書き込みます。 

 

実習中 

 1.実習中は毎日日誌を書きます。 

2.実習中、先生が何回か巡回します。何か困ったことがあったら相談しましょう。 

3.実習の最後はお世話になった会社の人にお礼を言います。一人で出来るように考 

えておきましょう。 

 

10．現場実習 
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実習後の取り組み 

1.実習が終わったら日誌の最後にあるアンケートに記入してください。 

2.お世話になった会社の人にお礼の手紙を書きます。 

3.先生と一緒に実習の反省をしましょう。 

 

 

                メモ   
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 障がい者の求人は、一般の高校生の求人より早くスタートします。求人受付開始は

７月１日からで高校生の求人と同じですが、企業側が障がい者の求人について、該当

者がいるかいないかを５月～６月に調査しますので、３年生の４月にはだいたいの方

針を立てる必要があります。 

               

    ３年生 ４月 進路相談               

 

    ５月  家族との話し合い                

 

    ６月  進路決定（一次）           

                         

７月１日  求人票受付 

 

    ７月中旬 進路調整会議          

   （場合によっては６月開催）     

                           

    ７月中旬  受験企業決定              

 

    県外企業の場合 ７月下旬～８月上旬 会社見学 

              （保護者と一緒に参加します） 

 

    ８月 写真の準備・面接練習 

       調査書の作成（担任） 

       履歴書の作成 

       応募申込書の記入 

       受験上の注意等の確認（先生の話をよく聞きましょう） 

 

    ９月１日 応募書類を発送（紹介書、調査書、履歴書） 

 

    ９月中旬 公欠願の提出（進路指導部） 

          旅行願の提出（各個人で） 

 

    ９月１６日以降 就職試験開始 

 

試験終了後 受験報告書を提出 

  

11．進路の決定まで 
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合 格 不合格 

方 法 ２ 

合 格 不合格 

 

 

 

 １．学校から企業に電話して求人のお願いをする         

     ①                  ② 

 ２．求人票が来る 

 

 ３．試験を受ける（筆記試験、面接試験）  県内の場合現場実習をする 

                         

 

    

 

 

基本的には求人票は学校に来ません。希望の企業に問い合わせて、求人票のお願い

をします。②の場合の現場実習は、通常行う現場実習（インターンシップ：就業体験） 

とは異なります。 

 

 

 

 

 １．大分県がい害者就職面接会に参加する（９月中旬頃） 

 

 ２．面接試験を受ける 

 

 ３．１次合格の場合、会社から連絡がある 

 

 ４．会社で再度面接（筆記）試験を受ける 

 

 

   障がい者面接会は年に１回です。 

時間的に面接を受けることができるのは３社～４社くらいです。 

   例年、約 50社が参加し、300人くらいの障がい者が集まります。 

  

方 法 １ 

合 格 不合格 

12．受験企業を探すときの方法 
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「求人票」は、皆さんがこれから受験企業を選ぶ上で、最も大切な資料です。「求人

票」の見方やポイントをよく理解し、会社や採用条件を十分確認した上で、応募しま

しょう。 

 また、「求人票」で、よく分からない点は先生に相談したり、会社案内を見るなどし 

て、詳しい情報を得ることも大切です。 

 

【事業所名】 会社の名前です。 

 

【所在地】 本社のある場所です。仕事 

をする場所とは異なる場合があります。 

 

【就業場所】 採用された時、実際に仕

事をする場所です。 

 

【就業時間・休憩時間・交替制】  

会社で働く時間。この中には普通、１時

間程度の休憩時間（昼休み）が入ってい

ます。また、工場は交代勤務になってい

るのでよく確認しましょう。3 日間仕事

をしたら 1 日休んで、次は時間帯が変わ

って勤務というパターンが多いようで

す。当然、仕事が忙しければ残業もあり

ます。時間が来たから「ハイさようなら」というわけにはいかないのが社会人です。 

 

【週休２日制】 週休２日制とは、土・日のように連続で、あるいは、月・木のよう

に隔日で、１週あたりに２日の休日を設ける制度です。「完全週休２日制」とは毎週、

「隔週週休２日制」とは１週おきに、休日を２日設ける制度です。その他には月１～

２回週休２日などの不完全な形態もあります。 

 

【有給休暇】 会社に入ったら自由に休めないと思っているかもしれませんが、会社

にきちんと届けを出せば、会社が決めた休日以外にも休むことができる「年次有給休

暇」という制度があります。その名の通り休んでも給料はもらえます。有給休暇をと

ることを「有休を消化する」ということもあります。法律では雇い入れから６ケ月経

過後の１年間に１０日間、以後は雇入れ後２年６ケ月までは１年ごとに１日追加した

日数を加え、２年６ケ月を超える継続勤務１年ごとに２日ずつ追加した日数を加え、

最高２０日まで与えなければならないとなっています。 

13．求人票をよく調べよう 
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【賃金（確定・現行賃金）】  

賃金とは、一般に労働の対価として使用

者が労働者に支払うお金をいいます。 

確定賃金とは、採用時の賃金がすでに

決定していることをいい、現行賃金とは、

採用時の賃金がまだ決まっていないた

め、求人提出時現在の賃金をいいます。 

 

【賃金から控除するもの】  

賃金から控除される主なものに、税金と

社会保険料がありますが、支払われる賃

金によって控除額が定められています。 

 

社会保険料は次のものがあります 

○健康保険－業務以外の病気、けがなど 

 の場合に支給されます。現在は３割自 

己負担となっています。 

○厚生年金保険－老齢になった時、障が 

 いを負ったとき、死亡したときに支給 

されます。 

○雇用保険－失業したときに支給されます。会社と本人の双方で負担します。 

○労災保険－業務上の病気やけがなどの場合に支給されます。全額会社負担ですので 

本人の負担はありません。 

 

【賃金形態】 月を基準とする場合が月給、日を基準とする場合が日給、月を基準と

するが欠勤（休み）があった場合に欠勤日数分を賃金から差し引くものが日給月給、

時間を基準とする場合が時給です。 

 

【特別に支払われる手当】 基本給とは別にもらえるお金。通常の勤務以外の仕事に

対する報酬で、皆勤手当や休日出勤、特殊作業、残業、通勤手当などがこれにあたり

ます。 

 

【賞 与】 いわゆるボーナスのこと。普通は年２回、６月頃と１２月頃にもらえま

す。日頃の仕事ぶりや成績などで金額が多くなったり少なくなったりします。基本給

の●カ月分というかたちで計算されますが、求人票にあるのはあくまでも過去の例で

す。会社がもうかったときは多いし、もうからなかったときは減ることもあります。

賞与は必ずあるとは限りません。無い会社もあります。その場合は少しの額が一時金

として支給されることもあります。
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【職種】 採用しようとする新規学卒者

の仕事の内容を表す職業の種類名です。 

 

【作業内容等】 就職後にする仕事の内

容が書かれています。どのような仕事を

どのような道具を使って、どんな方法で

行うのか、研究しましょう。 

 

【宿舎】 県外の場合は会社の寮がある

かを確認しておきましょう。 

 

【定年制】 会社を辞めなければいけな

い年齢です。 

 

【選考場所】 県外の企業は、学校で試

験を行う場合があります。確認しておき

ましょう。 

 

【選考方法】 就職試験の内容です。 

 

【離職状況】 3 年間の新規高卒者の採

用者、離職者の数です。 

 

 

 

 

※普通会社には「試用期間」というもの

があります。試用期間とは、一定期間働

き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。

その期間中に無断欠勤があったり、仕事が出来ないと分かったり、会社に損害を与え

たりしたときなどは、試用期間満了時に本採用をしないことを本人に通知し解雇する

ことになります。 

試用開始 14 日以内に解雇する場合は、即時解雇しても良いことになっています。 

試用開始後 14 日を超えると、30 日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になっ

て きます。（ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。） 

採用されても、仕事が出来なければ、すぐにクビになることもあります！   

試 用 期 間 
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１．写真の準備 

◎大きさは３ｃｍ×４ｃｍ。写真は履歴書が出来上がって、先生に見てもらってから

貼る。先に写真を貼ってはいけない。写真は裏に学校名と氏名を書いてからきちんと

貼る。 

 

２．履歴書・身上書を書くときの注意点 

◎黒インクのペンまたはボールペンで必ず自分で書くこと。 

◎ていねいに書き、数字は算用数字を使うこと。 

◎誤字・脱字に注意し、１字の

まちがいでも書きなおすこと。 

◎印は、天地をまちがえたり（さ

かさまに印を押すこと）、まがっ

たりしないように注意する。印

鑑を押すとき下に紙などのやわ

らかい物を敷いて押すと良い。 

 

３．現住所の欄 

◎大分県から書き始めること。 

◎県・市郡町村・大字
おおあざ

・字
あざ

には

ふりがなをつけないこと。 

◎現住所は自宅の住所を書く。

「あけぼの」、寄宿舎から通学し

ている者は保護者の住所を記入

する。 

 

４．連絡先 

◎合格か不合格かは学校に連絡

がくるので書かなくてもよい。

履歴書・身上書は企業に自分を知ってもらう一番はじめの書類です。必

ず自分で書きます。字が汚いからといって、家の人に書いてもらってはい

けません。履歴書の書き方によってその第一印象が良くも悪くもなってし

まいます。記載事項の正確なこと、字の上手下手はともかく、ていねいに

書くことが大切です。何回も練習してから清書しましょう。 

14．履歴書の書き方 
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４．資格欄 

◎正式名称で取得年月順に記入し、主催団体名も正しく書くこと。取得年月は担任の

先生に聞いてから書くこと。 

 

５．趣味・特技 

◎面接のとき聞かれても十分に返事が出来るものを書くこと。 

 

６．校内外の諸活動 

◎部活動、ボランティア活動、インターンシップなど、校内外での活動状況で記入し

たい事項がある場合に記入すること。また、クラス役員、生徒会役員等を記入する。 

 

７．志望の動機 

◎会社の内容をよく調べたうえで、選んだ理由や、何がしたいかなど、入社への意欲

や熱意が伝わるように書くこと。 

◎業種によって、またそれぞれの人によっても書き方は違ってきますが、一般的には、

下記の例のように①志望のきっかけ②志望の理由③学校や親の承認などを盛り込め

ばよいでしょう。 

 

【記入例】 

 自動車の製造に興味があ

り、その製品を作る仕事を

したいと思っています。本

校から貴社へ入社した先輩

がたいへんいきいきと働い

ているのを知って、ぜひ私

もそのような職場で仕事を

したいと思い志望しまし

た。 
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なぜ面接があるのだろう 

「面接する理由、その意味」 

もしあなたが社長だとしたら、どんな人かも分からない人を雇いますか？ ひょっ

として仕事に対して意欲のない人かもしれませんし、へんな格好をしている人かもし

れません。 

社員を雇用する、というのは企業にとってはとても大きな投資です。これから 10

年後、20 年後に会社を飛躍させていくための貴重な人材を見つけなければなりませ

ん。だからこそ慎重になるのです。 

            ※投資 ： ここの意味は将来、利益を得る目的で、その人に金銭や力をつぎ込むこと。 

            ※飛躍 ： 大きく発展して活躍すること。また、急速に進歩・向上すること。 

            ※人材 ： 才能があり、役に立つ人。有能な人物。 

「面接で何を見る」 

面接によってあなたの人柄や考え方などを見て、会社に必要な人かを判断するため

に面接をするのです。面接では本当の自分をさらけ出すことになりますから、マニュ

アル通りの受け答えは通用しません。いろいろなことを質問され、あなたがどのよう

に回答するか、それを見て判断します。 

                         ※マニュアル ： 手引書。手順などを体系的にまとめた冊子の類。 

面接のポイント 

○自分の面接方法が口話、手話、筆談なのかはっきりさせておこう。 

○何回も何回も面接練習をしよう。 

○面接を受ける前に、面接でよくでる質問は、あらかじめ考えをまとめておこう。 

   「当社を選んだ理由」、「当社の製品、特色」、 

   「当社で何をしたいか」、「学校生活で何を身につけましたか」、 

   「あなたの長所は」、「何か質問は」 

                 など共通して問われることが多いようです。 

○相手の目を見て話しをしよう！ 

○すぐに答えられないようなむずかしい質問はごまか

したりせず「分かりません」とはっきり言おう。 

○明るく笑顔で面接を受けよう！ 

○服装身だしなみは清潔に！ 

 髪が茶色になっていませんか。学校のルールを守れ

ない人は、会社のルールも守れないと思われてしまい

ます。職業によっては茶髪を禁止している企業もあり

ます。よく考えて下さい。  

 

15．面接の練習と準備 
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①ドアを３回ノックする。（２回はトイレノックといわれているのでやめる） 

②「どうぞ」と、声をかけられてから、大きな声で「失礼します」と挨拶する。 

③「失礼します」と言い、扉を開け、軽く礼をしてから入室する。 

④入室したら体を少し後ろ（扉側）に向け（面接官にお尻をみせないように注意）ド

アを見ながらドアを閉める。（後ろ手で閉めたりしないように注意する） 

⑤面接官の方を向いて礼をする。 

⑥背筋を伸ばし、きびきびした歩き方で椅子の横まで歩いていく。 

⑦学校名・氏名を名乗る。 

⑧「よろしくおねがいします」と言って礼をする。 

⑨「おすわりください」と言われたら、「失礼します」と言って軽く礼をしてから椅子

に座る。（座り方にも注意） 

⑩面接官の顔を見ながら質問などに答える。 

⑪「では、これで終わります」といわれたら、椅子の横に立つ。 

⑫「ありがとうございました」と言って礼をする。 

⑬戸口まできびきびと歩く。 

⑭面接官の方を向いて軽く礼をする。 

⑮扉の方を向いて、ドアを開け、退室する。 

⑯面接官の方を向いてもう一度軽く礼をする。 

⑰ドアを閉める。 

 

 

座り方 

 ・背筋を伸ばす。 

 ・背もたれにもたれない。 

 ・深く腰掛けない。（座席の３分の２くらいまでに腰掛ける） 

 ・ひざができるだけ直角になるような位置に腰を下ろす。 

 ・男性はこぶし一つ入るくらいにひざの間を開け、ひざ下を、まっすぐ下ろす。 

 ・女性はひざをつけ、まっすぐか、少し斜めに下ろす。 

 ・男性は、手をひざの上あたりに置く。 

 ・女性は、手を組み自然に太ももの上に置く。 

 ・あごの位置に注意する。目と耳の上を結ぶ線が床面と平行になるようにする。 

 

面接のマナー！  正しい礼のしかた 
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面接でどんなことを聞かれるでしょう？  

この質問の返答をノートに書いてみましょう。 

 
面 接 質 問 事 項 集 

 

Ａ．志望の動機・学校、会社に関して 

○当社を志望した動機は何ですか。 

○当社について知っていることを言ってくだ

さい。 

○当社の魅力は何ですか。 

○県外に出ることについてご家族の反対はあ

りませんでしたか。 

○県外で一人で生活することについて不安が

ありますか。 

○入社したらどのような仕事がしたいですか。 

○仕事は交代勤務ですが大丈夫ですか。 

○立ち仕事が多いですが大丈夫ですか。 

○残業がありますが良いですか。 

○忙しいとき休日出勤もありますが大丈夫で

すか。 

Ｂ．コミュニケーション 

○聴者とはどのようにコミュニケーションを

取っていますか。 

○聴者とのコミュニケーションで困ることは

何ですか。 

○聴者とコミュニケーションが取れないとき

あなたはどうしますか。 

Ｃ．学習に関すること 

○勉強は何のためにすると思いますか。 

○家で勉強していて、わからないところがあっ

たらどうしますか。 

○得意な科目と不得意な科目は何ですか。 

○何か資格を持っていますか。 

○好きな教科は何ですか。 

○勉強は好きですか。 

Ｄ．学校生活に関すること 

○高校生活で一番頑張ったことは何ですか。 

○学校行事の中で特に印象に残っていること

は何ですか。 

○生徒会活動で苦労した点は何ですか。 

○あなたの学校について紹介してください。 

○友達は何人ぐらいいますか。 

○その中で親友といえる人は何人いますか。 

○あなたはどのような友達が親友だと思いま

すか。 

○遅刻や欠席はどのくらいありますか。 

○欠席の理由は何ですか。 

○残された高校生活をどのように過ごします

か。 

Ｅ．日常生活 

○今一番興味を持っていることは何ですか。 

○何かスポーツはしていますか。 

○好きなスポーツは何ですか。 

○最近読んだ本の中で印象に残っている本が

ありますか。 

○最近読んだ新聞記事の中で印象に残った記

事がありますか。 

○家でよく手伝う仕事がありますか。 

○あなたの趣味は何ですか。 

○休日はどのように過ごしていますか。 

○健康状態はどうですか。 

Ｆ．職業観 

○あなたは働くということについてどのよう

に考えていますか。 

○会社と学校はどこが違うと思いますか。 

○社会に出てから何が大切だと思いますか。 

Ｇ．自己ＰＲ 

○あなた自身の自己ＰＲをしてください。 

○あなたの得意なことは何ですか。 

○あなたの将来の夢は何ですか。 

○人の世話をすることが好きですか。 

○あなたの長所は何ですか。 

○ここだけは誰にも負けないと誇れることが

何かありますか。 

○体力には自信がありますか。 
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県内、県外を問わず、一人で試験を受けに行きます。保護者（お父さんやお母さん）と一緒に行

くと、自立が不十分と見られ、不合格になる場合が多いので注意しましょう。 

 

◎試験前にはどんな準備が必要でしょうか。 

①筆記用具（鉛筆、ボールペン、消しゴム、下敷、定規）、メモ用のノートまたは手帳 

②腕時計 

③身体障害者手帳・身分証明証 

④ハンカチ・ティッシュ 

⑤印鑑など受験先の企業から持参するよう指示されたもの 

⑥求人票のコピーや会社案内などがあれば持っていくとよい。 

⑦天気によっては雨具の用意も忘れずに。 

⑧試験時間に遅刻しないために調べてあるはずの受験先までの道順、交通機関、要す

る時間を確認し、朝起きる時間と自宅を出る時間を決める。休日などは、バスや電車

のダイヤもふだんとは違うので注意する。 

⑨受験報告書（試験が済んだら覚えているうちに書いておこう。） 
※
ダイヤ ： 運行時刻表 

◎当日朝出かける前の注意事項を教えて下さい。 

①まず、忘れ物をしないこと。 

②時間に余裕を十分にみて出かけること。予想外のことがあってもあわてることがな

いように試験会場には３０分前に着くようにする。万が一にも遅刻は禁物です。 

③もし、事故などで遅れることが決定的になった場合は、学校の先生に連絡をして、

指示を受ける。学校が休みのときは会社の人事課か、試験会場へ連絡し、電話で事情

を説明して指示を受けること。 

 

◎企業へ着いてからの注意点を教えて下さい。 

①ゆとりを持って早く行き、まず受付できちんと「大分聾学校の△△です。採用試験

を受けに参りました」と告げます。その後は、係の人の指示に従って下さい。 

②企業の門や玄関を入ったら面接試験が始まっていると思うこと。（試験中だけでな

く、控え室や休けい中のマナーにも注意すること。） 

 試験の日が近づいてきたら規則正しい生活をするように心がけまし

ょう。寝不足や不規則な生活から風邪などをひいたりしないように注

意しましょう。試験前日は、いつもより早く寝ましょう。当日の朝は十

分な時間をみて余裕をもって元気に出かけよう。 

16．試験に行くときの準備は？ 
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過去の入社試験問題を研究し、試験に受かるように一生懸命勉強しましょう。 

次の問題はある自動車関係の会社の問題です。 

 

 

１．（１） 1
1

3
−

2

3
  （２） (6𝑥3 − 9𝑥2 + 3𝑥) ÷ 3𝑥   （３）(−4) + 2 ÷ 2 + (−6) ×

1

3
  

（４）𝑥 −
𝑥−2

2
= 7   （５） 327   

２．バス会社の回数券を買うと 2000 円で 11 回乗れます。1 ヶ月に往復で 44 回乗ると 

考えると、1 ヶ月にバス代はいくらいるでしょうか。 

 

３．次の図の∠𝑥 の大きさを求めなさい。 

   （１）                   （２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．次の漢字の読みがなをひらがなで書きなさい。 

 （１）重要な意見 （２）注文を請ける （３）車が渋滞する （４）慎重な計画 

 （５）仕事に励む （６）適切な措置をとる （７）体を鍛える （８）健康を保つ 

 （９）田舎のお母さん （１０）余暇を楽しむ （11）都合が良い （１２）国際貿易 

 

２．次のカタカナ部分を漢字で書きなさい。 

 （１）キンロウ感謝の日（２）シュウダン行動（３）機械のソウサ （４）仕事をマカせる 

 （５）運転メンキョ証 （６）夏はアツい （７）オウフク切符 （８）家をタてる 

 （９）ケイサツ官（１０）工場のセツビ （１１）キケンな仕事 （１２）会議のシリョウ 

 

３．次の（１）～（５）の反対語をそれぞれ漢字で書きなさい。 

 （１）輸入  （２）長所  （３）消極的  （４）簡単  （５）入場 

 

  

国 語 

数 学 

17．過去の試験問題を研究しよう 
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 社会人に求められる責任意識と自己管理能力 

近い将来、あなたが就職して社会人になると、学校時代とはまったく違った生活が

はじまります。一番大きな違いは、責任ある仕事を任せられ、それを確実にやり遂げ

る力が求められることです。その反面、勤務時間外は、仕事に影響さえしなければ、

旅行やレジャーなど好きなことを自由にできます。自由に使えるお金も増えることで

しょう。 

 つまり、大きな自由を与えられると同時に、責任意識や自己管理能力が問われるの

が、社会人です。 

下の表に、学校と職場での生活に関係する、主な違いをまとめてみました。 

項    目 学     校 職     場 

金 銭 的 生 活 家族に扶養され、授業料を支払う。 
給料やボーナスをもらい、自分で生

活をする。 

人 間 関 係 
同年代の友人関係が主で、人間関係

はあまり複雑ではない。 

色々な年齢層や同僚・先輩・上司等人

間関係が複雑。 

目 的 
学問を修得する。 

（自分のための学習） 
仕事を通じて社会へ貢献する。  

行 動 

・自分を中心とした行動が主である。 

・マイペースで勉強すればよい。 

・失敗してもあまり他に迷惑をかけ

ない。 

・定期的にテストがある。  

・休むと自分だけが遅れをとる。 

・皆と協力して仕事をしなければな

らない。 

・仕事の上で他の人との協力が大切。 

・失敗が周囲に大きな影響を与える。 

・仕事の勉強が必要になる。 

・会社の利益のために働いて、給料を

もらう。 

・休むと会社に迷惑をかける。 

時間及び休日 

・授業の間に定期的に休憩時間があ

る。  

・長期の春・夏・冬の休みがある。 

・継続する勤務時間が長く、休憩が少

ない。（仕事によっては残業や休日

勤務がある。） 

・必ずしも長期休暇があるとは限ら

ない。 

試    験 定期的に試験がある。 会社によっては昇進試験がある。 

そ の 他 

・いすに座っている時間が多い。 

・学生という事で世間の目は甘い。 

・職種によっては、ほとんど立ちっぱ

なしの場合がある。 

・社会人として世間の目は厳しい。  

 

  

18．学校生活と社会生活の違い 
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１．エチケットとは 
 あなたはエチケットやマナー、ルール、常識などを、どのように考えてきましたか。 

 

エチケット 
周囲の人とより良い人間関係を築き、互いに快適な社会生活を

送るうえでの基本的な考え方 

マナー エチケットの考え方を表現する行動 

ルール 約束事、きまり 

常識 
一般の社会人が共通にもつ、またもつべき普通の知識・意見や

判断力 

 

 

  エチケットの３ つの段階 

 

【ＳＴＥＰｌ】 エチケットの第１段階 「人に迷惑をかけない」 

 私たちは幼いころから、「人に迷惑をかけない」ように、と周囲から言われて育って 

きました。この考え方が、エチケットの第１段階です。 

 

【ＳＴＥＰ２】 エチケットの第２段階 「人によい印象を与えようとする」 

他人に不快な思い（いやな思い）をさせないという基本から始まり、集団生活の中

で周囲に適切な接し方ができるようになることが大切です。 

 また、あなたが相手に良い印象を与えれば、相手はとても気持ちがよいものです。

あなたと接した相手に喜んでもらえることは、大切なことです。 

 

【ＳＴＥＰ３】 エチケットの第３段階 「相手の立場や人格を尊重する」 

 実社会では、全ての人がさまざまな立場で仕事をしています。その立場を尊重しま

しょう。 

 相手があなたの苦手なタイプの人でも、仕事では接していかなければなりません。

そのときにこの考え方が必要になります。 

 

19．社会人としてのマナー（常識） 
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２．時間・期限を守ろう！ 
 

 会社はあなたが働いた時間の労働に対して賃金を支払います。「時は金なり」の格

言を常に意識して行動しましょう！ 

 

①出社は、遅くとも勤務時間開始の 10 分～20 分前を心がけましょう。 

  ◎始業時間は勤務開始時間であり、出社時間ではありません。 

  ◎早く出社して着替えや道具の準備、機械の点検等仕事の準備をする必要があり

ます。 

 

②時間は厳守！ 

  ◎サボったりしていると信用がなくなります。 

  ◎当然、仕事の期限を守ることも大事。 

 

③勤務時間内に 1 日の仕事が終わるように心がけましょう。 

  ◎出社したら、仕事内容・スケジュールを確認し、今日一日の計画を立て効率的

に仕事をする習慣を身につけましょう。 

  ◎常に余裕をもった早めの行動を心がけましょう！ 

 

④勤務終了時間になっても自分勝手に行動し、帰ってはいけません。 

  ◎一緒に仕事をしている仲間と一緒に仕事を終わるようにしましょう。まだ仕事

が残っている仲間がいたら手伝ってあげましょう。 

  ◎仕事が終わったら、道具の片付けや清掃をしなければなりません。 

  ◎上司に終了を確認し、許可が出たら終わるようにしましょう。 

  ◎残業の依頼があったら、特別な事情のない限り頑張ってやリましょう。 

 

★ピンチ！遅刻してしまう！ 

 

 

 

 

★万一遅刻してしまったら 

 

 

 

 

遅刻や無断欠勤はみんなに迷惑をかけます。 
特に無断欠勤はしてはいけません。 

必ず会社に連絡を入れる！ 

メール等の連絡方法を決めておく！ 

着いたら上司にすぐに報告！ 

「申し訳ありません」と頭を下げること！ 
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３．心のこもったあいさつをしよう！ 
 学校でも言われ続けてきましたが、社会人としても、あいさつは大切なものです。

あいさつをすると、相手の心を豊かにするだけでなく、自分自身の心も晴れ晴れとな

ります。そして、今日一日のやる気が自然と沸いてきます。さあ、明るいあいさつで、

今日一日をスタートしましょう！ 

【あいさつの基本】 

 ◎明るい笑顔で！心をこめて！  ……あいさつは心を開いて相手にせまること。 

 ◎相手に聞こえる声ではっきりと！ …伝わらなければ意味がない。 

 ◎先手必勝！          ……相手より先にあいさつした方が勝ち。 

 ◎廊下ですれ違うときも軽い※会釈
えしゃく

！ 

◎会釈も立派なあいさつです。           
※
会釈 ： 軽く頭を下げて、あいさつすること。 

  

【一日の基本的なあいさつ】 元気良く！ 

 ◎出社時…「おはようございます」「昨日はご迷惑をおかけしました」（休んだ翌日） 

 ◎退社時…「お先に失礼します（いたします）」相手に対しては、「お疲れ様でした」 

 ◎入室 …「失礼します」 

 ◎外出 …「行ってまいります」 相手に対しては「行ってらっしゃい」 

 ◎帰社 …「ただいま戻りました」 相手に対しては、「お疲れ様でした」 

４．規律（ルール）意識を持とう！ 
 職場はいろいろな人が集まり、一つの目標に向かって協力するところです。そこに

は一定の規律が必要です。当然、それを守ることが社会人として要求されます。 

①就業規則を確認しましょう！       ※就業規則：会社で仕事をする上でのルール 

 ②自分の居場所は常に明らかに！勝手に職場を離れないようにしましょう。 

③会社のものを※私物化しないようにしましょう！ ※私物化：会社の物を自分の物にすること 

④仕事中、携帯電話は使えません。持ち歩かずに、仕事が終わるまでロッカーにし

まっておきましょう。 

５．身だしなみを整えよう！  
“人は外見じゃない”と言う人がいますが、社会ではそれは通用しません。これか

らいろいろな人と出会い育ててもらいます。まず、第一印象をよくすることは相手に

対するマナーでもあります。清潔で若々しい身だしなみを心がけましょう。  

勤務中の身だしなみ 

●寝ぐせ、フケはないか。サッパリしているか。●爪は短く切ってあるか。汚れていないか。 

●とれたボタン、裾が切れたズボンをそのままにしていないか。●上衣は汚れていないか。 

●名札等をだらしなくつけていないか。●くつが破れていないか。 

●不必要なアクセサリーをしていないか。 
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１、指示と報告 

①呼ばれたら「はい！」と答えて上司の所へ。 

②要点は、必ずメモに取る。 

③疑問点はその場で確認する。 

④指示内容は※復唱して確認する。       

・「出来るのか」「出来ないのか」はっきり返事する。 

（悪い例）「出来ると思います。」と言うようなあいまいな返事。 

⑤自分の考えや意見があれば提案する。 

 

次のような返事、報告はいけません 

楽観的な報告  ⇒  「まあ、なんとかなります。」 

不確かな報告  ⇒  「いけると思います。」 

軽視した報告  ⇒  「たいしたことではありません。」 

 

２．職場の人間関係 

 職場の良い人間関係を築くには 

①何と言っても気持ちの良い挨拶と笑顔です。 

②反省のうえに向上があることを忘れないように！ 

◎注意されたことを素直に受け入れましょう。 

◎注意されたとき、ふてくされたり、不快な表情をしてはいけません。 

③職場には、いろいろなタイプの人がいます。自分にあわない人ともつきあわなけれ

ばなりません。そのときは、人の悪い面ばかりを見るのではなく良い面を見つけ、

1 人 1 人の人格を認める心の余裕が大切です。 

④年上の人に対する態度や言葉づかいには注意しましょう。新入社員（1 年生）とし

て、※謙虚な態度を忘れずに！     ※謙虚な：ひかえめで素直な態度で人に接するようす。 

⑤職場の上司、同僚と積極的にコミュニケーションを取りましょう。自分のコミュニ

ケーション手段を相手に理解してもらいましょう。 

 

３．チームワークが重要 

どんな仕事もみんなでやっていきます。１人が遅れると仕事全体が進みません。困

った時は、１人で抱え込まずに、周りの人に相談しましょう。そして、自分の手があ

いたら、周りの人の手伝いができないか気にかけてください。謙虚な気持ちと相手を

気づかう思いやりがチームワークを育てます。 

「すみません。教えていただけないでしょうか」 「ありがとうございました」 

「何か、お手伝いしましょうか」 こんな心がけが大事です。 

  

※復唱 ： 確認のために、言われ

たことを繰り返して言うこと。 

 

20．仕事の基本 
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あなたならどうしますか。               あとで次のページを参考に 

① 

 

 

 

 

② 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

④ 

 

 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 

⑥ 

 

 

Ａさんは分からなくても「分かった、分かった」と言って、いつも

ニコニコしていました。仕事を教えて「分かった」と言ったので、仕

事を任せたら、仕事がまったく分かっていなくて、失敗の連続でした。

このままでは会社をクビになりそうです。この場合の問題点は何です

か？あなたならどうしますか？ 

Ｂさんは覚えることが苦手でした。仕事が覚えられないので、何回

も何回も聞いていたら、教えてくれなくなり、上司からしかられるよ

うになりました。仕事をすることが出来なくなり、会社をやめてしま

いました。この場合の問題点は何ですか？あなたならどうしますか？ 

Ｃさんは調理の仕事が見つかって就職しました。調理はたいへん上

手でした。ところが、ある日からひげはそらず、頭の毛はもじゃもじ

ゃ、通勤にはスリッパを履いて行きました。会社の人はびっくりして、

もう来なくてよいと言われました。この場合の問題点は何ですか？あ

なたならどうしますか？ 

Ｄさんはカメラの組立ての仕事に就きました。ところが会社の人が

見ている前では一生懸命仕事をして、会社の人が見ていないとサボっ

ていました。何度か注意され、「分かりました」と返事はたいへん良

かったのですが、時間がたつとまたサボるようになり会社をクビにな

りました。この場合の問題点は何ですか？あなたならどうしますか？ 

Ｅさんは食品関係の会社をやっと見つけ、就職しました。ところが

パチンコに行ってどんどんお金を使ってしまい、利息の高いサラ金

でお金を借りるようになりました。借金はどんどん増え、とうとう

600 万円にもなってしまいました。会社にも借金取りが来るように

なり会社をやめることになりました。この場合の問題点は何です

か？あなたならどうしますか？ 

Ｆさんはレストランの皿洗いの仕事をしていました。店長からしか

られることも多く、ある日、大声で「もう帰れ」と怒鳴られました。

Ｆさんは本当に家に帰ってしまいました。そしてとうとうクビになり

ました。この場合の問題点は何ですか？あなたならどうしますか？ 

21．会社をやめないために…考えよう 
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会社をやめないために、クビにならないために！！ 

前ページの続き 

①．分かっていないのに分かったと言ってはいけません。 

 分からないときは分かるまで聞きましょう。仕事を失敗すれば、会社は大きな損を

します。分かっていないのに「分かった」というくせは直す必要があります。 

 

②．覚えられない人はメモをとりましょう。 

まず自分でノートを準備し、メモをとるようにしましょう。また、仕事の手順を会

社の人に書いてもらって、何回も読んで覚える努力をしましょう。無理なときは手順

書を見ながら間違わないように仕事をしましょう。 

この場合の問題点としてもう一つあります。何回も聞くと、聞かれた人はその間仕

事が出来ません。 

 

③．常識を身につけましょう。 

 食品や調理関係の仕事は清潔さが一番大切です。髪やつめはいつもきれいにしてお

きましょう。ひげはそらず、髪の毛はもじゃもじゃ、通勤にはスリッパを履いて行っ

たということは、常識のない行動ですね。 

 

④．会社は仕事をしてお金をくれるところ。 

 仕事をしない人にお金（給料）をくれません。サボってお金をもらおうという考え

ではいけません。会社のために働いてお金をもらうことを忘れないようにしましょう。 

 基本的には休憩時間、昼休み以外は休むことができません。 

 

⑤．お金を借りてはいけません。 

 お金を計画なしに借りることはやめましょう。万一お金を借りる場合は、返済可能

な範囲で借りましょう。 

 

⑥．あやまることが大切 

 「もう帰れ」と言った意味はなんでしょう。本当に「帰れ」と言ったのではありま

せん。叱って言った言葉です。ここでしなければいけないことは、真剣にあやまるこ

とです。会社の中では失敗し、怒られることにより、だんだんと仕事に慣れて、仕事

が出来るようになっていきます。そのとき自分が何をしなければいけないかを良く考

えましょう。 

 「もう帰れ」と言われて本当に家に帰らず、その場であやまっていたならば、クビ

にはならなかったでしょう。 
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会社をやめたくなったときには 

 よく考え、努力して就職した職場であっても、期待通りではないことがあったり、

思いがけない問題にぶつかったりしてやめたくなるということは、たいていの人が経

験することです。しかし、やめようと決めてしまう前に、いろいろな角度からじっく

りと考えてみることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴覚障がい者がもっとも悩むのがコミュニケーションの問題です。同じろう者がい

ないから友達がいない、仕事の内容がよく理解できないなどです。 

大分県内は小さな会社が多いため、ろう者を何人も雇うことには無理があります。

ろう者が何人かいたとしても、同じ職場とは限りません。ということは、いずれにし

ても自分ひとりで仕事を覚えて、力強く生きていくしかありません。 

自分でコミュニケーションを上手にとるにはどうしたらよいか考えてみましょう。

もうすこし努力できる事があるのではないでしょうか？ 今の会社をやめて他の会

社に入ったとしても、同じことになるのではないでしょうか。なぜやめたくなったの

かよく考えて、学校や障害者職業センター、ハローワークに相談してみましょう。や

めてしまってからではもう間に合いません。 

職業センターでは手話のできるジョブコーチがいます。一緒に仕事をしながらてい

ねいに仕事を教えてくれます。また、手話によるコミュニケーションも取れますので

活用を考えてみてください。 

会社をやめてしまったら 

 新しい仕事を見つけるために学校や障害者職業センター、ハローワークに相談して

みましょう。また※被保険者期間が６ヶ月以上あれば、雇用保険から失業手当がもら

えるので手続きをしましょう。              ※被保険者期間 ： 保険に加入していた期間 

  

ちょっと待て 

やめたらもう職がない！ 

 

やめたいなあ 

友達がいない 
このような時は、自分一人で

悩まないで、学校や障害者職業

センター、ハローワークに相談し

てみましょう。いい方法が見つか

ると思います。 

 

22．もし会社をやめたくなったらやめてしまったら 
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就職してから不当な取り扱いを受けることを防ぐために、働くことに関連する法律

や制度などについて一定の基礎知識を持っておきましょう。 

 

１．賃金について 

 「最低賃金法」によって、都道府県別または産業別の最低賃金が定められており、

原則的にこれを下回る賃金で労働者を働かせることは認められていません。最低賃金

額は原則として毎年改定され、公示されます。最低賃金額は時間額で決められます。 

 また「労働基準法」により、賃金は通貨で、直接労働者に全額を毎月一回以上、一

定の期日に支払われなければならないと定められています。 

大分県の最低賃金は平成２５年１０月２０日現在６６４円です。 

 

２．労働時間について 

 「労働基準法」により、使用者は休憩を除き、週４０時間、１日８時間を超えて働

かせてはならないと定められています。これを法定労働時間と言います。したがって、

企業は、原則的に自社の所定労働時間をこれより長く設定することはできません。た

だし、業種や事業所規模により一部特例も認められています。法定労働時間を超える

残業については、使用者は２割５分以上の割増賃金を支払わなければなりません。 

 

３．休憩時間、休日について 

 「労働基準法」により、使用者は労働時間が６時間を超える場合４５分、８時間を

超える場合６０分の休憩時間を労働者に与えなければならないと定められています。 

 また、１週間に１回以上または４週を通じて４回以上の休日を与えなければならな

いとされています。 

 

４．募集・採用の機会均等について 

 「男女雇用機会均等法」により、事業主は、募集・採用に当たって、その対象から

女性を排除したり、男性と異なる条件をつける等、女性に対する差別的扱いをしては

ならないこととされています。 

 

５．雇用形態について 

 人材の柔軟な活用を図る企業が増える中で、求人にも、いわゆる正社員（常用雇用）

としての採用のほか、有期（臨時）の雇用や、派遣労働（派遣会社に雇用され、派遣

された先の会社の指揮命令を受けて働く）、請負業における就労（雇用された請負事

業所が他社から請負った業務に従事）など、多様な雇用形態が見られるようになって

います。また、短時間勤務のパートもあります。 

23．就職の基礎知識 
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６．労働契約について 

 「労働基準法」により、使用者（企業側）は、労働契約を締結する時に、労働者に

労働条件を明示するよう義務付けられています。特に、①労働契約の期間に関するこ

と、②就業の場所や従事すべき業務に関すること、③始業・終業時間や所定労働時間

や休日に関すること、④賃金に関すること、⑤退職に関することについては、書面に

より使用者が労働者に明示しなければならないとされています。 

 

７．雇用保険 

失業した場合（会社をやめた場合）、失業した一定期間の生活費や、求職活動費など

を保障する制度です。雇用保険に 1 年以上加入していれば前職の平均賃金日額の 7

割前後が支払われます。ただし、就職する意志があり、就労できる状態で、就職活動

を行っているにもかかわらず、職業に就けない状態にあるときが対象になります。 

 

８．就業規則について 

一般に、企業では、従業員を対象とする社内のきまり（規則）が定められています。

このうち、従業員１０人以上の事業所については、「就業規則」を作成し、掲示するこ

とが「労働基準法」により定められています。個々の労働契約に書かれていない社内

のきまりについては、就業規則などの社内規則に従うこととなりますので、早い時期

に一度確認しておきましよう。 

 

９．年次有給休暇について 

 使用者は、６か月以上継続勤務し、その８割以上出勤した労働者には年間１０日、

その後継続勤務１年につき１日ずつ、継続勤務３年６か月以降は２日ずつ増加した日

数（最高２０日）の有給休暇を与えなければならないことが「労働基準法」で定めら

れています。パートタイム労働者の場合も同様に、勤務時間等に応じて有給休暇が与

えられることとされています。 

 

10．労災保険について 

 労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障がい、死亡に対しては「労

災保険」により必要な保険給付が行われます。労災保険は労働者を使用するすべての

事業が適用対象となり、勤続日数にかかわらず、また、アルバイトなどの臨時雇用の

労働者についても適用されます。 

 

11.解雇について 

使用者は、労働者を解雇する場合、原則として解雇の日の３０日以上前に予告する

か、３０日以上の平均賃金を角牢雇予告手当として支払うことが「労働基準法」によ

り定められています。 
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１．マルチ商法 

最近、聴覚障がい者の間ですごい勢いでマルチ商法が広がっています。マルチ商法

とは、組織に入って加入料を払い、商品を注文して他の人に売る。売れれば、リベー

トをもらうという仕組みになっています。 

      リベート ： 支払い代金の一部を手数料・謝礼などの名目で、支払者に戻すこと。 

仕事がない人は特にリベートを目当てに一生懸命会員を集めます。商品は例えば、

健康食品とかビタミン剤などです。飲むと、肌がきれいになる・元気が回復する・集

中力が増すという宣伝をして、２００ml で５万円とか１０万円とかで売ります。会

員になれば、２０万・３０万払うことになります。もうかると言われて入会するわけ

ですが、ほとんどもうかりません。障害基礎年金と給料（手当）もあわせると、２０

万・３０万を準備できるので、誘いがあると簡単に入ってしまう場合が多いようです。

このような詐欺に引っかからないようにしましょう。自分が集めた友達の会員も被害

にあってしまいます。 

クーリングオフという制度があります。マルチ商法の場合は、２０日間の間に解約

すれば契約は解除されます。万一被害にあってしまったら、すぐに弁護士や消費者セ

ンター、障害者 110 番などに相談しましょう。 

 

２．サラ金 

サラ金からお金を借りて、返せなくなり、生活ができなくなるという問題も起きて

います。特に、年金をもらっている聴覚障がい者の場合、年金から返せばいいと気楽

に考えて借りてしまう場合が多いようです。 

サラ金 ： 高い利息を取り、お金を貸すところ。サラリーマン（給料をもらって生活する人）金融の略。 

東京の池袋のサラ金で、聴覚障がい者に優先的に貸す会社があります。この会社は

証書・通帳を預かり、返せないときは年金から返してもらうという方法をとっていま

す。年金を※担保にしてお金を貸しています。しかし、年金を担保にお金を貸すこと

は法律で禁止されています。サラ金から簡単にお金を借りないようにしましょう。 

       ※
担保 ： お金を返せなくなったときに、返すための手段 

友達がお金を借りるときの保証人になってはいけません。友達が払えなくなったら、

自分が払わなければなりません。友達が持ってきた書類に、印をついたり、自分の名

前を書いたりしないようにしましょう。 

 

３．クーリングオフ 

契約を解除するための方法として一番手軽で有名なのが、クーリングオフです。ク

ーリングオフは「頭を冷やす」という意味合いがあり、契約をしたものの、よく考え

てみたら必要ない、または無理やり買わされたけど必要ないときに、一定期間内なら

こちらから一方的に無条件で契約を解除できます。  

  

24．社会生活上のいろいろな問題 
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①無条件解約ができる期限は「クーリングオフができることが書かれた書面」を受け

取った日を含めて８日以内です。（マルチ商法の場合のみ２０日以内） 

②クーリングオフは電話でなく文書で行います。簡易書留（または書留）にして発送

するだけで手続きが完了です。 

③クーリングオフをすると契約が一方的に解除されます。販売会社はクーリングオフ

に対して損害賠償や違約金を請求できませんし、こちらから払う必要もありません。 

④商品は一方的に返送しないで、業者に引き取らせましょう。この場合、運送料、郵

便料は業者負担になります。 

 

★以下の場合は、クーリングオフはできません。   

①消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をしたとき。（電話や※キャッチで店舗まで

呼び出された場合は、たとえ販売員が「できない」と言ってもできます。） 

②通信販売のとき。（消費者が自発的に申し込んだとみなされる。） 

③指定商品ではないもの。（指定商品についてはインターネットで調べてみましょう。） 

④消耗品を使用した場合。 

⑤現金払いで３０００円未満のもの。 

⑥期日を過ぎてしまったとき。 

 

 

４．クレジットカード 

 クレジットカードは、買い物をしたとき現金を支払わずに、カードを示すことによ

り、後日指定した銀行口座から引落しをする仕組みです。 

☆利点☆ 

◇買い物の時点でお金がなくても、クレジット会社からの引落し日までに銀行口座

に預金すればよいし、たまたま買い物のときに現金を持っていなくても購入する

ことができます。（要するに借金）。 

◇クレジットカードの利用により割引などの特典を得たりすることもあります。 

★危険性★ 

◇現金を持っていなくてもものが買えるのがクレジットカードの特徴ですが、それ

が衝動買いの原因になることがあります。クレジットカードの利用は借金なので

すから、計画的に利用しなければなりません。借金がどんどん増えていきます。 

◇クレジットカードは他人に使われてもあなたが支払う義務があります。カードを

受け取ったらかならず裏面にサインをすること、暗証番号は生年月日のような他

人が類推しやすい番号にはしないことが必要です。 

◇クレジットカードを盗まれたり悪意の人に拾われたら、すぐに利用されてしまい

ます。無くしたことに気づいたら直ちにクレジット会社と銀行に連絡しましょう。

そうすればその時点でそのカードは無効になりますので、その時刻以降に利用さ

れる心配はありません。 

 

※
キャッチ：キャッチセールスのことで、道路を

歩いていて、呼び止められて、物を

買うように勧められること 
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学校を卒業すると、もう社会人です。新しい環境で生活を送るようになります。卒

業後の社会生活の中においては、就労を含め、様々な問題や危険がたくさんあり、早

期離職や犯罪に巻き込まれた場合など、支援が必要になってくる場合があります。 

基本的には卒業後３年間、必要であれば学校が支援を行います。就労や社会生活に

関して、支援を必要としたり相談したいことがあれば学校へ相談に来てください。 

 卒業後３年程度を経過すると、在学時の様子を知る先生が学校にいなくなるなど、

支援が難しくなります。その場合は、支援する中心的役割が学校から聴覚障害者協会、

障害者職業センター、公共職業安定所（ハローワーク）等に移っていきます。 

下記に、学校以外の支援機関、相談機関を挙げておきますので参考にして下さい。

また、どのようにしてよいかわからない場合は、学校へ相談してください。 

学校を卒業した後、仕事を探したいときや、仕事について困っているときには、以

下のような相談機関があります。 

 

１．ハローワーク（公共職業安定所） 

仕事を探したいときに、紹介をしてくれる機関です。障がいのことを相談したい場合

は、専門の相談窓口があります。県内のハローワークは次の通りです。 

 

安定所名 住所 電話(上)･ＦＡＸ(下) 管轄 

大分 
〒８７０一００３４ 097-534-8609 大分市 

大分市都町４－１－２０ 097-537-8609  

別府 
〒８７４－０９０２ 0977-23-8609 別府市、杵築市、国東市、 

別府市青山町１１－２２ 0977-24-2883 日出町、姫島村 

中津 
〒８了１－８６０９ 0979-24-8609 中津市 

中津市大字中殿５５０－２１ 0979-22-5469 

日田 
〒８７７－００１２ 0973-22-8609 日田市、玖珠町、九重町 

日田市淡窓１－４３－１ 0973-23-4125  

臼杵 
〒８７５－００４１ 0972-62-8609 臼杵市、津久見市 

臼杵市洲崎７２－２５５ 0972-63-8635 

佐伯 
〒８７６－０８１１ 0972-24-8609 佐伯市 

佐伯市鶴谷町１－３－２８ 0972-22-0595 

宇佐 
〒８７９－０４５３ 0978-32-8609 宇佐市、豊後高田市 

宇佐市大字上田１０５５－１ 0978-32-1648  

豊後大野 
〒８７９－７１３１ 0974-22-8609 竹田市、豊後大野市 

豊後大野市三重町市揚1225-9 0974-22-8608 

 

25．卒業後の支援について 
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２．大分障害者職業センター 

 

 障害者職業センターでは、就職を希望している人、就職をしている人に対して、次

のようなサービスを行っています。 

 

◎職業相談 

 働くために必要な条件や心がまえなど、職業に関する相談を受け付けています。働

いている人の、会社で困ったこと、悩んでいることについても相談に応じます。 

 

◎ジョブコーチによる支援事業 

 実際の会社に就職するときに、職業センターから「ジョブコーチ」がついて、仕事

や人間関係の支援をします。「採用になる前」、「採用されたと同時」、「採用されてから

働いてしばらく経ったとき」、など、いろいろな場面で支援していきます。 

 

☆相談したいときは 

 学校に在学中の人は、学校を通して相談してください。 

 学校を卒業した人は、事前に電話や FAX などで連絡をして、予約をしてください。 

 

 

 

 

 

３．就業・生活支援センター 

 県からの委託を受けて、障がいを持つ人への就業支援・生活支援を行っています。 

 

 就業支援部門 

  ・離職した障がい者の就業に関する相談 

  ・公共職業安定所、事業主との調整等求職活動の支援 

  ・職業準備訓練をあっせんし、職場実習先との調整 

  ・就職後の障がい者に対する助言や事業主への雇用管理等の助言 

  生活支援部門 

  ・障がい者の生活上の相談や日常生活又は社会生活に必要な支援（金銭や衣食住

に関することなど、家庭訪問も行います） 

名 称 住    所 電 話 ・ F A X 

大分プラザ 
大分市高砂町 2-50 ＯＡＳＩＳひろば２１ 

１Ｆ：相談窓口 ７Ｆ：事務所 

TEL 514-3300 

FAX 514-3970 

〒874-0905 別府市上野口町 3088-170 

電話 ０９７７－２５－９０３５ ＦＡＸ ０９７７－２５－９０４２ 
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 障がい者の福祉に関する窓口としては、次のようなところがあります。  

 

◎ 障害者１ １ ０ 番（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者） 

 障がい者の人権や財産に対する侵害等の相談に対処するため、下記のとおり常設相

談窓口「障害者１１０番」を設置しています。  

設 置 場 所 所 在 地 電 話 ・ F A X 

大分県障害者社会参加 

推進センター 

〒870-0907 

大分市大津町 2-1-41 

（大分県総合社会福祉会館内）  

電話：097-558-7005 

FAX：097-558-7005  

相談時間：月曜日～金曜日 8:30～19:00 

（その他の時間帯については留守番電話、ＦＡＸでの受付） 

 ※ 相談料は無料です。 

 ※ 内容によっては弁護士等の専門家が相談に応じます。秘密は守ります。  

 

◎ 聴覚障害者センター 

 聴覚障がいに関する専門の相談員が、相談・援助を行っています。 

 字幕入りビデオを無料又は低額な料金で閲覧又は借りることができる、聴覚障がい

者のための施設です。また、ここでは手話通訳者の養成や派遣を行ったり、聴覚障が

い者からの相談に応じています。  

 名    称 所  在  地 電 話 ・ F A X 

大分県聴覚障害者センター 
〒870-0907  

大分市大津町 1-9-5 

電話：097-554-1335  

FAX：097-554-1336 

 

◎ 身体障害者福祉センター 

 身体障がい者からの各種の相談に応じています。また、無料又は低額料金で、機能

回復訓練やレクリエーション、社会との交流促進のために、体育室、卓球室、プール、

会議室等を利用することができます。  

名       称 所   在   地 電 話 ・ F A X 

大分県身体障害者 

福祉センター 

〒870-0907 

大分市大津町 2-1-41 

（大分県総合社会福祉会館内）  

電話：097-558-4849 

FAX：097-558-4849  

 

 

26．就職以外の相談窓口 
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◎ 市町村役場障害福祉課（身体障がい者・知的障がい者） 

 障がい者の福祉に関し、各種の専門的相談に応じ、必要な指導を行っています。 

  

◎ 福祉事務所（身体障がい者・知的障がい者） 

 福祉に関するあらゆる相談に応じ、必要に応じて家庭を訪問して調査や指導を行っ 

ています。 

  

◎ 身体障害者相談員（身体障がい者） 

 身体障がい者の更生援助について相談に応じ、必要な指導を行うとともに、地域活

動の中核となって福祉に関する援護思想の普及に努めています。 

 

◎ 結婚相談所（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者） 

 障がい者の結婚について、面接、相談、紹介やレクリエーション行事を行っていま

す。  

名    称 所   在   地 電 話 ・ F A X 

大分県身体障害者 

結婚相談所 

〒870-0907 

大分市大津町 2-1-41 

(大分県身体障害者福祉センター内)  

電話：097-551-9775 

FAX：097-551-9775  
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下書き用：現場実習自己紹介カード 

 

現場実習自己紹介カード 

 

学  校  名 大 分 県 立 聾 学 校 

学 科・学 年  

生 徒 氏 名  

住     所  

年     齢  

自 己 紹 介 

趣味 

特技 

好きな教科 

コミュニケーション手段 

将来の目標 

自己ＰＲ 
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下書き用：障害者就職面接会自己紹介カード 

自 己 紹 介 カ ー ド 

氏  名 
 

男・女 

障
害
の
種
類
・
程
度 

 

身 

体 

身体障害者手帳表示 

      級 

障害部位

[       ] 

生年月日 
平成  年  月  日生

（  歳） 

現住所 

〒 
知 

的 

療育手帳表示 

Ａ１ ・ Ａ２ ・ Ｂ１ ・ Ｂ

２ 

精 

神 

精神障害者保険福祉手帳表示 

          級 電話番号 （      ） 

最終学歴 
中卒 ・ 高卒 ・ 短大卒 ・ 大卒 ・ その他

（                           ） 

資格免許 
自動車運転免許／あり〔普通 1種・        〕 

職  歴 

事  業  所  名 職種・仕事内容 就 業 期 間 

  
 年  月～  年  月 

  
 年  月～  年  月 

  
 年  月～  年  月 

就職に際しての希望・自己アピール等 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（平成 16年度障害者就職面接会） 
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参考資料 

○知的障害者のための職業情報提供システムに関する研究（日本障害者雇用促進協会） 

○進路のしおり（大分障害者職業センター） 

○高校生のための就職ハンドブック（大分県） 

○就職スタートブック（日本労働研究機構） 

○Guidance for you （一橋出版） 

○聴覚障害者の社会生活（田門 浩） 
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