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=======================================================2022.2.21 

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 22 号（令和 3 年度最終号） 

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

※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［向山 理（東京商工会議所 人材・能力開発部 人材支援センター所長）］ 

■【随時公開中！】動画投稿（第 2 回）について 

■文部科学省からのお知らせ 

１．専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議（第 24 回）について 

２．【参加者募集！】文部科学省委託事業に関するオンラインセミナーを開催します！ 

３．文部科学省「キャリア形成促進プログラム認定制度」と厚生労働省教育訓練給付制度（社会人学習

者向け）、人材開発支援助成金（企業向け）との連携について 

４．社会人等の学び直し情報発信ポータルサイト「マナパス」のご紹介 

５．令和３年度補正予算「DX 等成長分野における就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業」

のご紹介 

■オンラインセミナー「職業教育の質向上に向けた取組 ―先進事例から学ぶ『職業教育のマネジメン

ト』―」のお知らせ 

■Web ページ「専修学校 #知る専」更新のお知らせ 

■#知る専事務局よりご挨拶 

 

 

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

■#知る専リレーコラム［向山 理（東京商工会議所 人材・能力開発部 人材支援センター所長）］ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

中小企業の魅力とは 

（向山 理（東京商工会議所 人材・能力開発部 人材支援センター所長）） 

 

専門学校の皆様におかれましては、社会人として活躍できる専門性の高い実務能力をもった人材を輩

出いただいており、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 

東京商工会議所は東京 23 区内の企業・団体など約 8 万の会員で構成される地域総合経済団体です。

会員企業は中小企業中心ですが、約３０校の専門学校の皆様にも会員になっていただいています。 

 

私共の創立者であり、日本資本主義の父ともいわれる初代会頭・渋沢栄一は、商法講習所（現在の一

橋大学）をはじめ多くの学校の創設に関わったことで知られていますが、教育に非常に熱心だったと言

われています。 

 

渋沢栄一は約５００もの企業・団体の設立に関わりましたが、自ら立ち上げに関与した後、後任とな

る人材を育て、その人材に企業・団体を任せて、多くの事業に携わりました。ですので、人材育成、教

育の重要性を強く感じていたのだと思います。 

 

その意志を受け継ぎ、現在、東京商工会議所では、学校法人との連携事業、キャリア教育支援を行っ
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ています。専門学校、専門高校、大学などの学校、あるいは、東京都産業教育振興会をはじめとする団

体など、多くの皆様にご協力をいただいて事業を実施しています。・・・ 

 

 

コラムの続きはこちら 

https://shirusen.mext.go.jp/column-20220221/ 

 

 

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

■【随時公開中！】動画投稿（第 2 回）について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

12 月に、「#知る専」と YouTube チャンネル「知る専チャンネル」に掲載する動画の投稿を受け付けてい

ました。現在、それらの動画を随時公開しています！ 

 

新しい動画は、ぜひこちらからご覧ください！ 

「#知る専」学校ムービー：https://shirusen.mext.go.jp/movie/ 

「#知る専」仕事ムービー：https://shirusen.mext.go.jp/movie_graduate/  

YouTube チャンネル「知る専チャンネル」： 

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

 

※「#知る専」のムービーページと YouTube チャンネルに掲載されている動画は同じものです。 

 

 

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

■文部科学省からのお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１．専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議（第 24 回）について 

 

令和４年２月 1０日（木）に専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議（第 24 回）を開

催いたしました。 

主な議題としては 

・「職業実践専門課程を通じた専修学校の質保証・向上の推進」委託事業中間報告 

・職業実践専門課程の充実に向けた骨子（案） 

を取り上げ、委員の皆様に活発な御議論を頂戴しました。 

今回の会議における委員のご意見を踏まえ、職業実践専門課程の更なる充実・振興に向けた方針につ

いてさらに検討を深めていく予定です。 

次回会議（第 25 回）の日程については、３月 30 日を予定しております。 

なお、会議資料については、以下リンク先より御確認いただけます。 

 

【詳細はこちら】 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/027/index.htm 

 

 

 

 

https://shirusen.mext.go.jp/column-20220221/
https://shirusen.mext.go.jp/movie/
https://shirusen.mext.go.jp/movie_graduate/
https://www.youtube.com/channel/UCzqZYCFzxM0zrfAHToeNVXA
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/027/index.htm
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２．【参加者募集！】文部科学省委託事業に関するオンラインセミナーを開催します！ 

 

 今年度、文部科学省で実施している委託事業について、下記のとおりオンラインセミナーを実施しま

す（主催者：日経 BP 総合研究所）。 

 専修学校の「いま」と「これから」がわかる取り組みを多数ご紹介しますので、ぜひご参加ください！ 

 

【ウィズコロナ時代の専修学校による留学生支援～入学前から就職支援まで～】 

（文部科学省 令和３年度委託事業「専修学校留学生学びの支援推進事業」における取組） 

 ・日時：2022 年（令和４年）３月２日（水）13:00～15:00 

 ・開催方法：オンライン形式（Zoom を使用します） 

 ・定員：200 名 ※参加には事前登録が必要です 

 

 コロナ禍を踏まえた各地域における外国人留学生の戦略的受け入れに向けた体制整備について、さま

ざまな取組をご紹介します。 

 

 ◆詳細・申し込みはこちら 

  https://project.nikkeibp.co.jp/bpi/seminar/19/rmext2021/semi/ 

 

 

【地域課題の解決に向けた新プログラム 専門学校と高校を接続し中核人材を育成】 

（文部科学省 令和３年度委託事業「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」における取組） 

 ・日時：2022 年（令和４年）３月３日（木）14:00～17:00 

 ・開催方法：オンライン形式（Zoom を使用します） 

 ・定員：300 名 ※参加には事前登録が必要です 

 

 専門学校と高等学校、行政、企業の４者の連携・協働による高・専一貫の教育プログラム等の開発に

向けたさまざまな取組についてご紹介します。 

 

 ◆詳細・申し込みはこちら 

  https://project.nikkeibp.co.jp/bpi/seminar/19/jmext2021/semi/  

 

 

３．文部科学省「キャリア形成促進プログラム認定制度」と厚生労働省教育訓練給付制度（社会人学習

者向け）、人材開発支援助成金（企業向け）との連携について 

 

文部科学省では平成 30 年度より、リカレント教育（社会人の学び直し）の推進を目指し、職業に必要

な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的とした専門学校における 2 年未満のプログラムを、

「キャリア形成促進プログラム」として認定しています。認定プログラムは看護、福祉、芸術等テーマ

は多岐にわたり、令和 3 年 3 月末時点で 18 講座認定しています。 

 

【「キャリア形成促進プログラム」（文部科学省 HP にリンク）】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1408442.htm 

 

 「キャリア形成促進プログラム」に認定された課程については、受講する社会人と労働者を送り出す

企業の双方に対して、国が支援を行っています。今回の記事では、「キャリア形成促進プログラム」の受

講について、どのような支援制度があるかをご紹介します。 

https://project.nikkeibp.co.jp/bpi/seminar/19/rmext2021/semi/
https://project.nikkeibp.co.jp/bpi/seminar/19/jmext2021/semi/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1408442.htm
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●社会人に対する支援 

 キャリア形成促進プログラムとして認定された課程のうち一定の基準を満たすものについては、職業

実践専門課程と同様、厚生労働大臣が指定した上で、教育訓練給付金の支給対象となります。詳細は厚

生労働省ホームページをご確認ください。 

・キャリア形成促進プログラム 

教育訓練の種類：専門実践教育訓練（最大で受講費用の 70%［年間上限 56 万円・最長４年］を受講

者に支給） 

 

・短時間のキャリア形成促進プログラム 

教育訓練の種類：特定一般教育訓練（受講費用の 40%［上限 20 万円］を受講者に支給） 

 

【「教育訓練給付制度」（厚生労働省 HP にリンク）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 

 

●企業に対する支援 

 キャリア形成促進プログラムとして認定された課程のうち一定の基準を満たすものについては、職業

実践専門課程と同様、厚生労働大臣が指定した上で、人材開発支援助成金の支給対象となります。詳細

は厚生労働省ホームページをご確認ください。 

・人材開発支援助成金特定訓練コース経費助成：45％（30％） 

 

・賃金助成：760 円（380 円）：1 人 1 時間あたり 

※括弧内は、中小企業以外の助成額・助成率 

 

【「人材開発支援助成金」（厚生労働省 HP にリンク）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html  

 

キャリア形成促進プログラムは、例年 11 月下旬を申請締め切りとし、年度末に認定を行う予定です。 

キャリア形成促進プログラムに認定された課程は、文部科学省ＨＰや広報誌等において様々な媒体を

用いた積極的な周知等を行うこととしています。 

認定された専門学校、実際に学習を行う社会人、社員を送り出す企業にとってもメリットとなりうる

キャリア形成促進プログラムへの申請をご検討いただけますと幸いです。 

 

 

４．社会人等の学び直し情報発信ポータルサイト「マナパス」のご紹介 

 

文部科学省では、社会人の学びを推進するべく、大学・専門学校等における社会人向けプログラム等

を掲載するポータルサイト「マナパス」を運営しております。 

現在、大学・専門学校の社会人向けプログラムを中心に約 5,000 程度の講座を掲載しており、「オンラ

イン」、「費用支援」、「資格取得」等の希望に沿った条件検索も可能です。 

また、専門学校の講座を受講し、キャリアアップやキャリアチェンジ等をされた方のインタビュー記

事も掲載しており、どういった学びのかたちがあるのか、ご参考にしていただくことができます。 

今後もユーザーの皆様の反応を踏まえ、更なる充実を図っていく予定ですので、学び直しをお考えの

方、興味のある方はぜひ「マナパス」HP をご確認ください！ 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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【「マナパス」HP】 

 https://manapass.jp/ 

 

【専門学校様の講座掲載希望も随時受け付けておりますので、掲載をご希望の場合は、以下の連絡先ま

でご連絡ください】 

syokugyou@mext.go.jp 

 

 

５．令和３年度補正予算「DX 等成長分野における就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業」

のご紹介 

 

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、就業者・失業者・非正規雇用労働者等に対し、

大学・専門学校等を拠点として、デジタル・グリーン等成長分野を中心に就職・転職支援に向けた社会

のニーズに合ったプログラムを実施するもので、当該プログラムを通じて、受講者の希望する就職や転

職の実現、リスキリングを目指します。 

スケジュールにつきましては現在調整中ですが、年度内（３月上中旬）に大学・専門学校等に向けて

公募を開始し、令和４年５月下旬頃に採択を決定する予定です。 

本事業に関する詳しい情報は以下の HP で順次公開中ですのでご確認ください。また、個別のご質問等

あれば担当連絡先（syokugyou@mext.go.jp）までお気軽にご連絡ください。 

 

【「DX 等成長分野における就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業」HP】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/manabinaoshi/mext_00003.html 

 

 

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

■オンラインセミナー「職業教育の質向上に向けた取組 ―先進事例から学ぶ『職業教育のマネジメン

ト』―」のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

#知る専事務局の株式会社三菱総合研究所が、文部科学省より委託を受けて実施している「職業実践専

門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」事業において、下記の通りオンラインセミナーを実

施いたします。 

本セミナーでは、職業教育の質をより高めるための取組である「職業教育のマネジメント」について、 

これまでの調査結果の紹介や、先進事例校による講演を行います。 

「自校の教育をよりよくしたいけれど、何から始めたらよいかわからない…」という専修学校教職員の

みなさま、「専修学校との連携に興味があるけれど、専修学校って何をしているの？」という地方自治

体・企業団体のみなさま、ぜひともご参加ください！ 

 

 

【オンラインセミナー「職業教育の質向上に向けた取組 ―先進事例から学ぶ『職業教育のマネジメン

ト』―】 

日時：2022 年 3 月 2 日（水）13:30～15:30 

開催方法：オンライン（Zoom ウェビナー） 

参加費：無料 

参加申込 URL：https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/11723 

プログラム： 

https://manapass.jp/
mailto:syokugyou@mext.go.jp
mailto:syokugyou@mext.go.jp
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/manabinaoshi/mext_00003.html
https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/11723
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13:15 受付開始 

13:30 開催の挨拶 

13:35 報告「職業教育のマネジメントのポイント」（報告者：株式会社三菱総合研究所） 

14:00 先進事例の紹介（登壇者の五十音順） 

 「Tokyo P-TECH の取り組み」（報告者：兒島正広（学校法人片柳学園 日本工学院八王子専

門学校 IT カレッジ カレッジ長）） 

 「就職後を見据えた企業等連携による職業人材の育成」（報告者：近藤賢宏（専修学校インタ

ーナショナルリゾートカレッジ 教務部長）） 

 「職業教育のマネジメント～中期事業計画及び教員マネジメント（とりわけ研修体系）～に

ついて」（報告者：関口正雄（学校法人滋慶学園 東京メディカルスポーツ専門学校 学校長）） 

15:25 閉会の挨拶 

15:30 閉会 

 

 

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

■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（8 件） 

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

 

・仕事記事（2 件） 

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

 

・学校記事（2 件） 

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

 

 

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。 

 

 

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

■#知る専事務局よりご挨拶 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

本号をもちまして、令和 3 年度の#知る専メールマガジンの配信は終了となります。 

今年度、#知る専メールマガジンをお読みくださった皆様、誠にありがとうございました。 

次回の配信は、令和 4 年度の予定ですので、ぜひお楽しみに！ 

 

 

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

 

「#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。 

https://shirusen.mext.go.jp/movie/
https://shirusen.mext.go.jp/interview/
https://shirusen.mext.go.jp/topics/
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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。 

 

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

 

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/
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