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=======================================================2021.09.27 

専修学校の「いま」を知る あなたの「未来」がここにある 

専修学校 #知る専           メールマガジン 第 12 号 

=============================================================== 

※本メールマガジンは、事務局に情報提供のご依頼をいただいた方及びご登録いただいた方に送付して

います。お心当たりのない方は、事務局までご一報ください。 

 

＜＜＜ 本日の配信内容 ＞＞＞ 

■#知る専リレーコラム［佐久間 一浩（全国中小企業団体中央会 事務局次長・労働政策部長）］ 

■【NEW！】Web ページ「専修学校 #知る専」今回のおすすめページ！ 

■本日の事業成果紹介［専修学校におけるリカレント教育の実施事例 その 2］ 

■文部科学省からのお知らせ 

１．【事務連絡】新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について（令和 3 年 9 月

15 日付） 

２．【事務連絡】私立学校情報機器整備費（遠隔授業活用推進事業）補助金の追加募集について（令和

3 年 9 月 15 日付） 

■専修学校教職員向けセミナー・イベント等の情報提供のお願い 

■【随時募集中！】記事ご提供のお願い 

■Web ページ「専修学校 #知る専」更新のお知らせ 

 

 

 

=============================================================== 

■#知る専リレーコラム［佐久間 一浩（全国中小企業団体中央会 事務局次長・労働政策部長）］ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

中小企業支援機関を活用した専修学校と中小企業との連携 

（佐久間 一浩（全国中小企業団体中央会 事務局次長・労働政策部長）） 

 

 我が国において、昨年春先から始まった新型コロナウイルス感染症がさらに変異型へと形を変化させ

ながら拡大している中で、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、アスリートの活躍により、

数々の感動を私たちに与えてくれ、無事終了しました。まだまだ続くコロナ禍により、「不要不急の外出

禁止」が各地において発令され、特に、飲食業やホテル・旅館業など、個人を対象とする業種では、大

企業、中小企業を問わず来店される顧客が少なくなったことで、売上げが上がらず、経営に窮している

事業者の方々が少なくありません。また、飲食業と取引のある食料品製造業や、ホテル・旅館業と取引

のあるリネンサプライ業など、関連する事業者も大きな影響を被っています。最近では、景況感、売上、

収益状況など、政府が発表する指標では、改善の動きもみられてきていますが、新型コロナウイルス感

染症が拡大する以前の状態まで回復していません。早期に現行のワクチン接種が進むとともに、新たな

国産のワクチンや治療薬の開発により、感染した場合であっても、安心して、私たちが普段の生活を営

み、地域間の移動を遠慮することなく、国内、そしてグローバルに経済活動を行えるよう願うばかりで

す。 

 中小企業は、一般的に労働分配率が高く、営業利益などの収益力が乏しいうえ、労働生産性が低い存

在であるといわれています。確かに、マクロ的にみれば、有力な大企業に比べるとその傾向は顕著にあ

らわれています。しかし、地域の中小企業には、大企業と遜色ない、あるいはそれを凌ぐ、自己資本比

率や流動比率、固定長期適合率などの安全性、利益率などの収益性、１人あたりの付加価値額や労働分
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配率などの生産性といった経営・財務比率が良く、また、独自の技術力、ノウハウ、サービスなどを有

する、将来、楽しみな企業が多数存在しています。・・・ 

 

コラムの続きはこちら 

https://shirusen.mext.go.jp/column-20210927/ 

 

 

 

=============================================================== 

■【NEW！】Web ページ「専修学校 #知る専」今回のおすすめページ！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

今回から、Web ページ「専修学校 #知る専」のおすすめページを紹介します！ 

 

今回ご紹介するのは、「#知る専応援サポーター」のページです。 

このページでは、専門学校を卒業し、各分野の第一線で活躍されている「#知る専応援サポーター」の皆

様をご紹介しています。 

専門学校での学びや現在のお仕事についてお話しいただいたインタビュー動画も掲載していますので、

ぜひチェックしてみてください！動画は今後随時追加予定です。 

 

「#知る専応援サポーター」のページはこちら 

https://shirusen.mext.go.jp/supporter/ 

 

 

 

=============================================================== 

■本日の事業成果紹介［専修学校におけるリカレント教育の実施事例 その 2］ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

本項目では毎回、文部科学省より委託された専修学校関連の事業成果を紹介しています。 

 

第 12 回の本日のテーマは「専修学校におけるリカレント教育の実施事例 その 2」です。 

 

第 8 回（8 月 2 日配信）では、「専修学校におけるリカレント教育の実施事例 その 1」として、分野を

横断したリカレント教育プログラムの開発や、e ラーニングを活用した講座開設の手法の実証について、

事業成果をご紹介しました。 

同事業では、専修学校、行政、企業が連携し、就職氷河期世代の非正規雇用者等のキャリアアップを目

指す、学び直し合同講座の開発・実証を行っています。 

令和 2 年度には、7 団体が、上記のような産学連携のリスタートプログラムの開発・実証を行いました。 

本事業の概要や成果については、下記をご覧ください。 

 

〇事業概要 

https://www.mext.go.jp/content/20200508-mxt_shougai01-000007019_1.pdf 

 

〇成果物一覧 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/20210630-mxt_kouhou02-1280784_3.pdf 

 

https://shirusen.mext.go.jp/column-20210927/
https://shirusen.mext.go.jp/supporter/
https://www.mext.go.jp/content/20200508-mxt_shougai01-000007019_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/20210630-mxt_kouhou02-1280784_3.pdf
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※今回ご紹介した事業は下記です。 

 令和 2 年度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト（産学連携によるリスタートプログラム

の開発・実証）」 

 

 

=============================================================== 

■文部科学省からのお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１．【事務連絡】新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について（令和 3 年 9 月 15

日付） 

 令和３年９月９日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナワクチン接

種証明の利用に関する基本的考え方について 」（別添１）が決定されました。 

基本的考え方では、民間が提供するサービス等においては、誰に対してどのようなサービスを提供する

かは原則として自由であるため、接種証明の活用が幅広く認められるとする一方、会社への就職、学校

への入学などといった場面でワクチン接種を要件とすることや接種を受けていないことを理由に個々

人に大きな影響を与える場合は、不当な差別的取扱いに当たる可能性が高いと考えられることや各業界

においてその実情に応じたガイドラインを策定することも考えられる旨等が記載されています。 

 詳細は、令和 3 年 9 月 15 日付の内閣官房副長官補室・内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進

室事務連絡をご確認ください。 

 

 

２．【事務連絡】私立学校情報機器整備費（遠隔授業活用推進事業）補助金の追加募集について（令和 3

年 9 月 15 日付） 

 標記補助事業については、昨年度に引き続き募集を行い、7 月 30 日に申請を締め切ったところです。

現在、文部科学省において交付内定に向けて手続きを行っているところですが、申請の締切以降も申請

希望のお問い合わせをいただいていることから、追加で申請を受け付けることとし、9 月 15 日付で各都

道府県私立学校主管課にご案内しているところです。 

 当該補助事業は、遠隔授業を実施するにあたって必要となるノートパソコンやタブレット、ルーター、

サーバー等の購入に必要な経費の 2 分の 1 を上限に補助するものです。（詳細な補助対象経費等は、計

画調書作成要領を参照願います。） 

申請を希望される学校に置かれては、所在する都道府県からの連絡文書をご確認いただき、提出期限

までに計画調書等を都道府県に提出いただきますようお願いいたします。 

 

 

=============================================================== 

■専修学校教職員向けセミナー・イベント等の情報提供のお願い 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

本メールマガジンでは、専修学校教職員に広く役立つセミナーやイベントのご紹介を予定しています。 

もし貴機関が主催されるセミナー・イベントで、掲載のご希望がありましたら、是非下記からお知らせ

ください。 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/ 

 

※内容によっては、文部科学省と協議の上、お断りさせていただく場合もございます。予めご了承くだ

さい。 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/
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=============================================================== 

■【随時募集中！】記事ご提供のお願い 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

現在、以下の記事の募集を行っております。ご協力いただける専修学校様におかれましては下記の要領

でご投稿いただけますと幸いです。なお、記事のご投稿に当たっては、個別の学校や学科の紹介に重点

を置いた内容でないこと等、各投稿規程をご参照（https://shirusen.mext.go.jp/contents/）ください。 

 

・web サイトに掲載させていただく卒業生インタビュー記事の投稿 

・web サイトに掲載させていただく学校の取組紹介記事の投稿 

 

記事については 2022 年 1 月まで随時投稿を受けつけております。記事投稿をご希望の方は、

【https://shirusen.mext.go.jp/contact/】より ID 登録申請をお願いいたします。 

専修学校様からのご投稿をお待ちしております！ 

 

※動画の 7 月分の受付は終了いたしました。今年度、もう一度募集期間を設けさせていただく予定で

すので、募集期間が近くなりましたら、改めて本メールマガジン等でお知らせいたします。 

※7 月中に動画をご提供いただいた学校様に関しては、現在、掲載手続を行っておりますので、少々お

待ちください。 

 

 

=============================================================== 

■Web ページ「専修学校 #知る専」更新のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

メルマガ前号の配信から、Web ページ「専修学校 #知る専」にて以下を更新しました。 

 

・学校ムービー（5 件） 

 https://shirusen.mext.go.jp/movie/ 

 

・仕事記事（2 件） 

 https://shirusen.mext.go.jp/interview/ 

 

 

なお、メルマガ配信のタイミングにより、上記に掲載されていない更新もございます。あらかじめご了

承ください。 

 

 

=============================================================== 

 

「#知る専」メールマガジンに関する著作権は文部科学省・リレーコラム執筆者が有しています。 

商用目的又は営利目的での転載・複製は固くお断りいたします。 

バックナンバーをサイトにて公開しておりますので、専修学校関係者への共有にあたっては、サイトへ

のリンクをご利用ください。 

 

=============================================================== 

 

https://shirusen.mext.go.jp/contents/
https://shirusen.mext.go.jp/contact/
https://shirusen.mext.go.jp/movie/
https://shirusen.mext.go.jp/interview/
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本メールマガジンの配信停止を希望される場合は、以下のお問い合わせから 

ご一報ください。 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/ 

 

★===========================================================★ 

【専修学校 #知る専 事務局】 

株式会社三菱総合研究所 

（担当：久田、久保寺、山野内、沼田） 

〒100-8141 

東京都千代田区永田町二丁目 10 番 3 号 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/ 

 

 Web ページ ： https://shirusen.mext.go.jp/ 

 Twitter  ： https://twitter.com/senshu_shirusen 

 YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCzqZYCFzxM0zrfAHToeNVXA/featured 

★===========================================================★ 

https://shirusen.mext.go.jp/contact/
https://shirusen.mext.go.jp/contact/
https://shirusen.mext.go.jp/
https://twitter.com/senshu_shirusen
https://www.youtube.com/channel/UCzqZYCFzxM0zrfAHToeNVXA/featured

