
 

 

  

 

厚生労働省は、2013年 3月卒業予定の高校生の就職内定率（2013年 1月末時点）に

関する調査結果を発表しました。それによると、高校生の就職内定率は前年同期に比べて

1.9ポイント伸びて 88.3％となりリーマン・ショック前の水準に戻ったそうです。求人数が約

9.9％伸びたことが大きな原因となっています。 

 
 （上記グラフは、時事ドットコムより http://www.jiji.com） 

  

一方、文部科学省は 2013年 2月、今春卒業予定の高校生の就職内定率（12年 12月

末現在）が 82.8％（前年同期比で 2.4ポイント増）で 3年連続の上昇だったことを発表しま

した。卒業予定者は約 109万人でそのうち約 19万人が就職を希望していますが、いまだ 3

万人余りの学生が内定を得ていません。なお、内定率は男子が 86.1％、女子が 78.2％でし

た。 

また厚生労働省と文部科学省は、2013年 3月卒業予定の大学生の就職内定率は２月１

日現在で８１・７％（前年同期比１・２ポイント増）との調査結果を発表しました。２年連続の上

昇ですが、リーマン・ショック前の８０％台後半の水準にはまだ戻っていません。調査結果に

よれば、就職希望者数から内定者数を引いた７万７千人がいまだ内定を得られていないそ

うです。 

 

 

１．高卒就職内定率 3年連続の上昇 
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2 外国人留学生の合同会社説明会実施 
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5 データを読み解く力を養う 
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日本の大学や大学院、専門学校で学ぶ外国人の数は日本政府が「留学生 30 万人計画」を 

 積極的に推進していることもあって、平成 12 年頃から急増しています。独立行政法人日本学生 

 支援機構の調べによると、平成 24 年には日本で学ぶ外国人留学生がおよそ 13 万７千人いるそ 

 うです。神奈川県にも平成 24 年現在、126 の学校におよそ 7,800 人の留学生（日本語教育機関 

を含む）が在籍しています。  

 

       【学校種別留学生数】                （神奈川県県民局調べ） 

学 校 種 別 留学生在籍校数 留学生数 

大    学 ３９校 2,826人 

大  学  院 ３２校 1,777人 

短 期 大 学 ３校   30人 

大 学 校 等 ２校   156人 

専修学校（専門課程） ３５校 2,018人 

日 本 語 教 育 機 関 １５校 1,021人 

 

また、平成 23年度に神奈川県の学校を卒業した留学生の進路状況は以下のようになっています。

（神奈川県県民局調べ） 

 
大 学 大 学 院 短期大学 大学校等 

専修学校 

（専門課程） 

日本語教

育 機 関 

卒業生数 474人 571人 8人 32人 913人 722人 

日本国内

で 就 職 

122人 

（25.7％） 

170人 

（29.8％） 

１人 

（12.5％） 

1人 

（3.1％） 

117人 

（12.8％） 

13人 

（1.8％） 

進  学 
130人 

（27.4％） 

84人 

（14.7％） 

3人 

（37.5％） 

6人 

（18.8％） 

550人 

（60.2％） 

639人 

（88.5％） 

その他 

（帰国等） 

222人 

（46.8％） 

317人 

（55.5％） 

4人 

（50％） 

25人 

（78.1％） 

246人 

（26.9％） 

70人 

（9.6％） 

 

企業のグローバル化に伴い、日本企業が外国人留学生を積極的に採用するニュースを耳にする

ことも多くなりましたが、まだまだ留学生が日本企業に就職することは容易なことではありません。神

奈川県に限っていえば、高度な専門知識を身に付けた大学院卒（おそらく多くは理系と思われます） 

の留学生でさえ、就職率は 30％に届いていません。 

  

そんな中、平成 25年 2月 14日（木）に横浜そごう 9階にある新都市ホールで外国人留学生・外

国人キャリアのための合同会社説明会「ＫＡＮＡＧＡＷＡ ＣＡＲＥＥＲ ＥＸＰＯ２０１３」が神奈川県な

どの主催により開催されました。 

写真撮影が禁止だったため、会場の雰囲気をお伝えすることはできませんが、とても多くの留学

生が参加しており、皆真剣な表情で企業ブースを回っていました。ブースの前には、必要される言

語（英語・中国語が多かったと思いますが、中にはタイ語などもあり、企業がどの地域に力を入れて

いるのかがこれを見るとわかります。）と応募可能な学歴（院卒のみとか専門学校卒でも可などいろ

いろありました。）が書かれており、参加者は熱心に採用担当者から説明を受けていました。 

２．外国人留学生の合同会社説明会実施 
 



 

 

  
 

 

 

毎年夏休みを利用して神奈川県専修学校各種学校協会主催の「仕事のまなび場」が、神奈川県

下の専門学校で開催されます。「仕事のまなび場」は将来就職する高校生に、仕事に就くために必

要となる職業観・就労観をもってもらい、自分の夢・将来の進路を明確にしてもらうことを目的として、

平成 16年から毎年実施しています。今夏も各専門学校がそれぞれの専門分野に関連した 110 も

の講座を用意して高校生の参加をお待ちしています。 

詳しくは神奈川県専修学校各種学校のホームページをご覧ください。 

http://www.senkaku.or.jp/highschool/manabiba.html 

 

 また、横浜経理専門学校では、今年の夏に２つの講座を開催して高校生の参加をお待ちしていま

す。1年生から 3年生まで高校生なら誰でも参加できますので、是非御校の学生にご紹介いただけ

たら、幸いです。 
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講座名：コミュニケーション・パワーアップ 実施日：8月２１日・２２日 

内容：思っていることが相手に上手く伝わらない、人間関係を築くのが苦手、自分のコ

ミュニケーションに自信が持てないといった現状を打破し、人とコミュニケーションをとる

ことが今よりもっと楽しくなるようにするための講座です。 

講座名：あなたも今日から法律家 

   （身近な法律問題に触れてみよう） 
実施日：8月２１日・２２日 

内容： これから生きていく中で時に様々な法律トラブルに遭遇することがあります。そ

こで、日常生活の中で発生する様々な法律問題を知ることで、法律が身近であること

を知ってもらう機会として今回のプログラムを用意しました。また、将来、法律の勉強を

したいとか、そういった仕事に就きたいという方のためにも、どんなことが法律の対象に

なるかを学んでいただきたいと思います。 

３．平成 25年度・仕事のまなび場 

 

http://www.senkaku.or.jp/highschool/manabiba.html


 

 

ニュースレター タイトル 

 

就職率には文部科学省が公表する就職率と、文部科学省と厚生労働省が共同で行っている調

査による就職率の２種類があることはすでに説明したとおりです。 

文部科学省が公表する就職率 63.9％（平成 23年度）は、就職者数÷卒業者数という式に基づ

いて算出された数値であり、一方、文部科学省と厚生労働省が共同で行っている調査による就職 

率 93.6％（平成 23年度）は、就職者数÷就職希望者数という式に基づいて算出した数値で 

した。しかしこの２つの大きく異なる就職率を読み解くためには、さらに次のことを理解

しておく必要があります。 

 

ご存知ですか？ 

文部科学省が公表する就職率は、文部科学省が各大学に就職者数や卒業者数を把握して報告 

することを要求している学校基本調査の数値に基づいているのに対し、文部科学省と厚生労働省

の合同調査による就職率は、一部の大学のデータを抽出したサンプル調査である、ということを。 

 

文部科学省と厚生労働省が共同で行っている調査による就職率 93.6％は、62の大学（国公立大

学 24校と私立大学 38校）に在籍するおよそ 5千人程度の学生を対象としたサンプル調査です。 

 

 疑 問① 2013年 3月に卒業する大学生がおよそ 55万人もいるのに、その 1％にも満たない 5

千人程度の学生を対象としたサンプル調査で、大学生の 9割以上が就職していると 

        判断してもよいのでしょうか？ 

 

さらに、全大学数に占める国公立大学の割合は 15％にも満たないのに、このサンプル調査では

国公立大学は全体の 40％近くを占めています。 

 

疑 問② サンプルに国公立大学を多く含めることにより、意図的に就職率を高くしよう 

としているのではないでしょうか？ 

 

       一般に国公立大学の方が私立大学よりも就職率は高い傾向にあります。それは私立大学

の中にはいわゆるボーダーフリーといわれる、合格するための学力偏差値が算出不能（願

書を提出すればほとんど合格？）な大学が少なくないからです。難関大学からボーダーフ

リーの大学まで玉石混交な私立大学の学生に比べれば、国公立大学の学生の質にそれほど

大きな差があるとはいえません。そしてこの状況は当然、就職状況にも大きく影響するこ

とは容易に想像できます。そこで就職率を高くするためサンプルに多くの国公立大学を含

めたのではないか、とは考えすぎでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５．「進路指導の先生にお伝えしたいこと」があります 

 
 

４．就職率のカラクリを読み解く（２） 

 

５．データを読み解く力を養う (横浜経理専門学校からのご提案) 
「就職ニュースレター」では 3回にわたって平成 23年度大卒者就職率のカラクリを説明してきま

した。これより官庁が公表する就職率というデータがいかにあいまいな数値であるか、理解していた

だけましたでしょうか？ 

就職率 93.6％というデータを見て、大学生のほとんどが就職できていると判断することは危険で

すし、就職率 63.9％というデータを見て、大学生の 6割しか就職できていないと判断するのも早計

すぎます。要は数値の根拠を詳しく調べなければ、何も分からないのです。 

2012年度から高校の数学のカリキュラムに【データの分析】という項目ができました。

ビックデータの時代を迎え、今後は「データに強い人材」が求められると文部科学省が考え

ているからでしょう。データを読み解く力は一朝一夕に身に付くものではありませんが、

【データの分析】の導入として「就職ニュースレター」でとりあげた就職率を題材にしてはいかが

でしょうか？高校生にとって身近な問題であり、キャリアプランを考えるうえでもうってつけな題材だと

思います。 

 
 


