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～自己分析ワークシートの作成～  
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要旨 昨今若年者が抱える労働問題を鑑み、高校生段階で自己の就業観を養いつつその理想と実際の適  

性を照らし合わせる機会の提供が不可欠との考えのもと、平成17年度より科目「販売実践（模擬会社  

運営による就業体験授業）」の開発に取り組んでいる。その中で重要な項目の一つである「自己分析」  

についての開発及び実践報告をする。  

キーワード：キャリア教育・模擬会社運営・自己分析・ビジネス  

Ⅰ 研究目的   

本校は4つの系列からなる総合学科で、商業科はその  

中の人文社会・コミュニケーション系列に位置し、主に  

ビジネス系の進路を目指す生徒の指導にあたっている。  

商業教育の基本である簿記・会計を中心に据えつつ、法  

律やマーケテイング、ワールドビジネス、ビジネススキ  

ルなど幅広い選択科目を開講、総合学科に求められる多  

様な生徒ニーズヘの対応が可能な環境を整えている。科  

目「販売実践」は、その中でも特に総合学科らしい科目  

の一つといえる。受講生全員で筑坂株式会社を立ち上げ  

、朝顔販売とパン販売という2つの販売実習を軸に企業  

活動を実践的に学ぶと同時に、この先にやってくる就業  

に先立ち自らの働く姿を見つめることを内容としている  

。実際の授業展開はその年の受講者数や学校行事日程、  

担当教員の状況等、様々な要因から流動的になる部分も  

あるが、年々改善を図りつつ実施している。本稿では、  

科目単元のうち平成18年科学研究費補助金を受けて臨  

んだ「自己分析」ワークシートの開発について報告をす  

る。  

的な学習に取り組むことができる。その結果、本校の生  

徒は普通科の生徒に比べ、早い段階から自らのキャリア  

を意識し、それを明確化できる環境にいるといえる。そ  

のような中にあって、もともと経済の仕組みや実務を行  

う上で必要となる知識・技術を扱う商業科日は、そのす  

べてがキャリア教育につながると捉えることが出来、そ  

れを意識した科目を設定する必要があるのではないか、  

との思いから販売実践は開発された。   

商業の視点からできるキャリア教育として注目したの  

は、自己の就業に対する理想と現実を照らし合わせる機  

会の提供である。いうまでもなく、若年者の高い離職率  

やニートの増加といった間潜は、必ずしも若者側だけに  

起因するものではない。就職する年代が不景気と重なり  

不本意な就職をせざるを得なかったり、企業側が既卒者  

に厳しい採用意識・基準を持つが故に生み出された問題  

であることも指摘されている。しかし一方で、若者側が  

「実際にやってみたら、適った」「こんなはずじやなか  

った」等いわゆるミスマッチを入社後に抱き離職、ある  

いは定職に就かないでいる状況もまた事実である。そう  

した状況を踏まえ、教育の現場において商業科としてで  

きることは「自分のしたいこと」を知った上でそれをビ  

ジネスの場に置き換え「自分のできること」とすり合わ  

せる体験を社会に出る前に持つことであると考え、販売  

喪践では以下に示す目的及び目標のもと、授業を展開す  

ることとした。  

n 研究方法  

1．販売実践について   

ここ数年、高校生を取り巻く環境は大きく様変わりし  

ており、大学全入時代の到来に加え、高卒での就職難、  

フリーター・ニートの増加等大きな社会問題も抱えてい  

る。そのような中で、次第に高まってきたのが高校にお  

けるキャリア教育の重要性である。本校でも1年次に産  

業社会と人間・産業理解、2年次に起業基礎という教科  

「産業」の科目を設置することで、生徒が自分自身を知  

り、社会を知り、自ら主体的に進路を考える機会を設け  

ている。さらに、そこで明らかになった自分の進路希望  

に適する系列を選択することで、高校生の段階から専門  

2．「販売実践」目的及び目標・年間計画  

［科目の目的］  

模擬的な会社の経営を通して、働く上で必要不可欠な  

商業的知識・技術及びビジネスマナーを総合的に学び、  

ビジネスの場で発揮される自分の強み（コンビテシー）  

・適性を発見し養うことで、将来ビジネス社会で活躍で   
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ことは、自分を社会に活かすことである。自分はどう考  

え、何をしたいのか、自らの内にあるものを表に出して  

初めて、社会の－一員として存在する意味が生まれる。企  

業の様々な場面で求められる自己表現する力を身につけ、  

その場にもっとも相応しく、また自分を最大限にアピー  

ルできる術を身につけることを目指す。   

③「コミュニケーションカ」は、企業が学生に求める  

能力として常に一番に上げられるものである。ビジネス  

は一人で行うものではない。社内の上司、同僚、社外の  

取引相手、お客様等、様々な立場の他者と関わることで  

初めて前に進む。せっかく知る力と表現する力を身につ  

け自分自身のレベルアップを図っても、それが他者との  

関係に活かされなければ全く意味がない。2つの力を最  

大限に発揮するために必要なものこそコミュニケーショ  

ンカであると考え、これを目標の最後に置いた。   

上記のことを踏まえ、平成19年度授業は下記の通り  

に実施した。  

きる人材を育成する。  

［科目の目標〕  

①「知る力」を身につける  

②「表現する力」を身につける  

③「コミュニケーションカ」を身につける   

2年次科目の起業基礎においても、授業を通して身に  

つけたい力を「7つの力」として示しているが、販売実  

践ではさらに厳選した3つの力を主な目標としている。  

①「知る力」はビジネスで必要とされる能力としてあま  

り出てこないが、重要な要素であると考える。何事も知  

ることから興味関心が生まれ、知ったことにより次に進  

む道が見えてくる。その意味に置いて、知る力とは全て  

の原動力であるといえる。活動の中に沢山の知る機会を  

設けることで、自ら行動できる姿勢を養うことを目指す。   

②「表現する力」は一般的にプレゼンカといわれるが、  

この言葉では発表会など特定の場での表現と捉えかねな  

い為、敢えてこの言葉にしている。社会で生きるという  

1限  2限  STEP   

山    ガイダンス（販実・筑社）  点集村・櫓穐  STEPl  

2  ビ ジ ネス 体 験1  ビジネス体放2  ビジネスを知る1  
3  自 己分析1  自己分析1   ＄TEP之・3  
4  エントリーシー ト作 成  面接練習  自分を知る  
5  面 接  農集科・鉢上げ   自分を養親する  

6  部署 初 振合 わ せ  全体研修1／社内マナー  
7  全 体研修2／流通  全体、研修3／会計  
8    全 体研 修4／ マーケティンク●  企業活動  ＄TEP4  

全体研」■8／▲震科・定糧 ビジネスを知る2  
10    全体研♯7／農業科研♯  企業活動  
叩  全体 研修8／マナー  全体研修9／マナー  
12  22回  研修テスト  企業活動  

企 業 活 動  企業活動  
14  企業活動  企業活動  
15  企業活勤  企業活動  
16  企 業 活動  企業活動  
17  企 業 活 動  企業活動  ＄TEP5  

18  企 業 活動  企業活動  体験する1  
19  企 業 活動  企業活動  
20  販 売 率 備  販売率傭  
21  販売 準備  販売準備  

＃＝賢・莞  

221  市 役所反省会  販売準備  
攣先発  

之3  2学期ガイダンス  朝強まとめ  ＄TEP6  

24  朝 顔ま とめ  活動報告 5舌鋤のまとめ  
25  自 己 分析 2  
26  部署長 ヒアリング  

2丁  都 書 長 人 事 会 議  
可す  

28    部書初振合 わ せ    ミーティング  
29  部署別 研修  部∴罫別研修  
30  全体研摩／パン＃上進  全体研書／パン♯遥  
31  部署別 研修  部書別研修  

18回  全社会議（商品部フ‥レセ●ン）  
33  企 業 活動  企業活動  
34  企 業者馳 ／賦 作  企キ活動／賦作・f禿 STEP8  

35  企 業 活動  企礫㍉活動 体験する2  
36    全社 会 議（商 品 部フhレセ‘ン）  全社会議（商品部フ′レセ●ン）  
37  企 業 活動  企業活動  
38  企 業活動  企業活動  

■  企業 活動  企業活動  
ヰ0  企濃窟勤／鼓遭  企稟活勤／巣遁  

てン賃充  
ハ●ン販売まとめ  ハ‘ン販売まとめ  
ハ‘■ン販売まとめ  ハーン腫禿まとめ   STEP9  

針‡   ハ▲ン販売まとめ  ハ【ン販売まとめ  活動のまとめ  
7回  活動 報 告 会  活動報告会  

泰 自 己 分析 3  
自 己 分析 3  

粧   販売 実践まとめ  
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3．自己分析ワークシートの作成   

販売実掛ま販売実習を中心に展開されるが、その実体  

験は「自分が出来ること」を確認する場である。従って、  

科目開発の目的である自己の就業に対する理想と現実を  

照らし合わせる機会を提供するためには、生徒が実習の  

事前に「自分のしたいこと」は何かを明確にし、事後に  

「自分ができたこと・できなかったこと」を意識する機  

会を設ける必要がある。そこで、販売実践は朝顔販売に  

取り組む前に第1回自己分析を、朝顔販売を終えパン販  

売に至る前に2回目の自己分析を実施、そして最後にパ  

ン販売を終えた後、全体の総括として自己分析3を行い、  

それぞれの段階に合わせたワークシートの作成を行った。   

以下、実際の生徒の分析結果と共に、各段階に合わせ  

て作成した自己分析ワークシートの概要をまとめる。  

修正、より具体的な強みをアピールする自己PR文の作  

成が可能となる。  

ト3分析例   

実際に生徒Aが記入したワークシートは下記の通りで  

ある。  

．貝己分横ワークシート  

く8T亡■1：ま御仁虫倉棚を烏けも＞  

☆患いつ（量すに響倉出してカよぅ☆ ㌧ jL・り∵仁1∴‥7∵イ′ ノと．÷√∴すご  エフi．・′′′二1一二乙∫′ア・j   
リ：∴！・L▲LLニゑサt▼トリ 隼よ上・－ぐ1く方針・′t －‘ナ小一Jユ・！・れ・  

ノ！∴⊥⊥∴．ェ＿⊥廷⊥㌧∴、．LL＿1止恕・確二三・・り雄  
■ I   

ゝ止叫∫、  
廷L逗」土ニJ‘・’・．J■ぎ▲L・二邑二ノ寧■  

二⊥＿ニ土 叫さ∫イ抽  ⊥・九 ■l－  

．⊥ェi歩け  

T1T－・椛‾ いJ・・甘い【町・、「・Tレ應も・▲・：㌢了無し＿■鵬  一／ポ・一I′亨r  

▲4滋Lぴ・ハ†轟くい′・′・√j・1トニ 亡1rハーJ′亭ト■らふ－・g’／■′′  

⊥・蔓互正江道立＿巌左辺・7∴遥亘コ  上ト・J・・I♪・・・  

！、  → iJ、・  1． ：仁ヲ∴ ・ミ・J／ぜ沌∴こせ嬰、′／す薫已■．†。’′‘Y！  

品旭⊥亜亀j壬▼エ≡願」よ′混ム・き いて 
J†｛▲  ′占．・〔．リ′l．‡1・タームれ†－・  

・せこ一旦！ヨ  

上のた速からわかもことt土鶴する  

く慮膚＞ りr ．1！1‥．1J．t．ケ  

Ⅲ 自己分析ワークシート概要報告  

1．自己分析1［4月実施］  

ト1目 的   

自己分析1は、前期の販売実習「朝顔販売」に取り組  

むに当たり、配属先の部署を決める際に実施する。当然、  

生徒はまだ社員としての体験がないため、分析対象とな  

るのは「これまでの自分」である。中学時代からこの科  

目を受講するまでの自分をワークシートに  

従って振り返ることで、生徒は自分は何を考え何ができ  

るのかを徹底的に見つめる。いわば、本当の自分と  

向き合う場の設定である。そして、生徒はこの分析結果  

をもとに前期の配属希望を考える。  

く8TEp21棚に｛卦■員鳥＞  
璃  8   中  華   校   

lい   去のI  

‖  
航速京！∴∴ヒ噂、川払出か  総て、，二Åえと「、けTさミ  

なせモーガ欄周なのか  
t111♪ら－  

ずl二し負IJT∴／⊥、  
とのょうなd†■や11●も  

で行っていたか  、t  

†． ニ〆．ト■  

一・キ、  一．｝一→－≠ ＿－．主段上i＿曇L 岬＿－  
ニ・三‡  

l－∴云！：建む‘」適才廃土：！チ．ウ  J・享三戸璽早・＿L  
騙せモれが書食料鼠  しu  

の†tr■㌧  

セのか  

′沫卜ご良、．七、い沌、  い一！（ト    ▼■l 1．▼■  

とのようt嘗惰や鷺樽ち            ■ギ■l，キトナぢ智t昭′官ナノ損ご。  同 ヾl∴l   ．和ル瑚震＃巧   
で抒ウていたか  

拝呈・ユ塵貰仙川．ノ．．．．、．＿  
打ち込んたこと  

一： 
軍丁芯百てち1∴1．デ7  

なぜモれに打ちもんだ   

のか  

長いt  

とのような■僧や蝿■ち   旺   E．－．∴r∴丁．   
でけっていたか  

l、J斤 ・ニーい＝呵  

打しかったこと   型   

‡つ；J・； て て．十トト・ ノ・1．‘●   

なせモれがサしかったか  膏糾    一  一 ト        ■‾ ■ －■ ■‾  

慄－1l  

とのょうな■惰や鷺欄噌  

で抒っていたか  

1か′lLこ鴇ネど  －●■●正1磋  p か1喜一   LくT三tブナ：，．ふr∴′／－  
書しかったこと  

しヰ触＝   †由■こ†誓言  

、し 掌－▲ト・言‾，Jl．■∴†1’ニー・孔J■  i二Tモ    詫侶詔｛∴lT1十  

なせモれポーし知った  

のか  

浩一・I・汁H∵せ・こご1－。   峰†正1  

とのような書¶？■持ち           ・－ ■．ヽ・一、．－ ・▲ ■一ハ ヽ■1・、   J二㌧    匝 r   

で行っていたか  ．iAご■さい．、▲．1よユドー．  

熱が京風帰か  

1－2構 成   

ワークシートは全部で5つのSTEPからなり、順を  

追って分析を進め最終的に自分の強みを明らかにし、自  

己PR文が書ける構成になっている。STEPlは、自  

分に関するキーワードを思いつくまま書き出した後、そ  

れらを長所・短所等の項目に振り分けるという、KJ法  

を用いて主観的に見た自己を整理する内容となっている。  

STEP2は、中学時代一高校時代それぞれで5つの項  

目について「WHY（なぜ）」「HOW（どのような気  

持ちを抱いたか）」2つの視点で振り返り、これまでの  

自分を客観的に見つめる内容となっている。そしてST  

EP3では、1で明らかになった主観的にみた自分と2  

で明らかになった客観的事実をすり合わせることで、気  

付かなかった自分の特徴を発見したり、逆に自分の特徴  

だと思っていたことが行動に表れていないことに気付く。  

さらにSTEP4で、第3者による客観的な分析を得る  

ことで、思いこみで進んでしまいがちな自己分析を軌道  
（注）うれしかったことt■卓出す■含も、rなせ、モれが片しかったのか？Jモーえ．で蕾もだけA陣  

杓にモの■才一書せ蒙し■う．モの■憬に震った自分の文潜ちや■傷も尊書出してください．  
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成の時間は、エントリーシー ト、面接練習を合わせて  

計4時間確保されているが、そのような生徒は遅々と  

して作業が進まず、最悪の場合は途中で授業そのもの  

に対するやる気まで失ってしまうことがある。そうし  

た事棲を防ぐため、分析の最中は記入状況を見ながら  

積極的に声掛けを行い、作業に行き詰まった生徒とは  

1対1のカウンセリング形式で記入を進めていく必要  

を感じた。基本的にワークシートの作成は個人作業だ  

が、生徒の状況に応じて適切なフォローが不可欠であ  

る。  

2．自己分析2［9月実施］  

2－1目 的   

自己分析2は、朝顔販売を終えた時期に実施される。  

生徒は自己分析1の結果を踏まえ配属された部署で1  

回目の企業活動に取り組むが、この分析1はあくまで  

も机上のものである。従って、活動において分析結果  

を強く裏付ける体験をする生徒もいれば、分析が実際  

と異なったことを実感する生徒もいる。そこで、分析  

2は具体的な活動を感情と行動の両面から振り返り、  

実体験から自分の強みを明らかにする目的で行う。即  

ち、実際に活動をした自分と向き合う場の設定である。  

そして、生徒はこの分析結果をもとに後期の配属希望  

を考える。  

生徒Aは、人文社会・コミュニケーション系列にお  

いてビジネスモデルを選択していた。この生徒はST  

EPlで36の主観的特徴を挙げ、自分の長所を「他  

人から頼られる」「計画力がある」「明るい」「精神  

的に強い」「負けず嫌い」という5つに整理した。次  

のSTEP2は、中学時代は所属していた陸上部の活  

動を、高校時代は学業を中心に振り返りがされた。そ  

の結果、「精神的に強い」「負けず嫌い」等の特徴が、  

過去の実体験とすり合わせを行ったことで「好きだと  

思ったことには一生懸命になれる」「悔しいことがあ  

ってもハングリー精神で頑張れる」という具体的なも  

のへ変化、さらに第3者の指摘が加わったことで、そ  

れらが「リーダシップ」「発案力」「臨機応変」とし  

て行動に発揮され、それが自分の強みだと知ることが  

できた。  

2－2構 成   

ワークシートは全部で3つのSTEPからなり、最  

終的にビジネスで活きる能力を把握できる構成になっ  

ている。STEPlは7つの感情を中心に、業務中の  

自分を振り返り「WHAT（何に）」ついて「WHY  

（なぜ）」そう感じたのかを明確にする。活動中は目  

の前の業務をこなすだけで精一杯で、その業務が自分  

にとってどんな意味を持つかまで考えることは難しい。  

業務終了後に改めて振り返ることで初めて、生徒は【一  

連の活動を自己に還元することができる。STEP2  

では、1で明らかにした気持ちを更に「好き」「嫌い」  

「得意」「苦手」という感情別に具体的な業務と照ら  

し合わせ、それはどんな能力を必要としたからかを分  

析する。そして、STEP3で共に業務を行った第3  

者の客観的意見を取り入れることで、よりビジネスで  

発揮できる自分の能力を明確にすることができる。  

1－4考 察   

この自己分析1を実施した結果、初めは肯定的な言  

葉を書くことへの照れや感情の適切な表現が思いつか  

ない等の理由で時間を要するが、大多数の生徒は順調  

に強みを発見することができていた。－一方で、自己否  

定的な生徒はマイナス面ばかりを分析してしまい、途  

中で自信を喪失する事例が見られた。ワークシート作  

2－3分析例   

実際に生徒Bが記入したワークシートは次の通りで  

ある。  
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感腿孤牌酬。  
☆STEPl：飼いていも自分モ．以下の駅点から露り選ってみよう「この薇闊に・・・」  

ワクワクした  
W＝Y？くナセ？＞   

WHAT？く何に？＞  

潜心に打ち込めた  
WHY？＜ナセ？＞  

ーr．   

WHÅT？く何に？＞  

やり甲響・遮戚慮   
モ感じた  

WHAT？く†■lこ？＞  

・r  
感動した  

WHY？くナセ？＞  

∴ ●トビ：∴しウー．∴、；（えご∴，      ′′●・シ亡   

WHAT？く円lこ？＞  

菅労した     ご】ア・∵ ノ・〝⊥‘て－ 7‥；－√‥   t．  
WH▼？くナゼ？＞  

ー■ ＝出ノ・17・妄∫∴・ミ・ま 
．モ，，‘こ寺モ 

WHAT？く何に？＞  

繭白くなかった     埼∴モし  
WHY？くナゼ？＞   

WHAT？く何に？＞  

鍵黙そトノ・‥▼・・1了，一イ一声｝′，たここ。  
肯しかった  

WHY？くナゼ？＞  

〆  ’■●   貰う野モ㌧モご…斉琶†宅急）∴て・ナーモミモ・1・・†・蒜r  

☆＄TEP3：何錠からみた自分を畑も  

＋ ∵   革ん¢観点  

＜R∈SPECT＞  

寧ネの舶  

くRE＄P【CT＞  

●イ～‾・≠夏毛砂F－7アン7芹■′′■’．才；一・  
㌘Jす；メ まこご皐 ご － ニ・■ぷ；り・・▼ ＝てダ／′†クJ′『、．；．  

－●■■＿●，■・  、こ′＝ノごィ こ¶亨√∴い イ；，三′′・  

●√ニ．  1盲∴▲・・てデ与二歩ディく緑  

☆FINAL ＄TEP三ヒリ鼻ユで慮札ヤき各自身の推力  

生徒Bは、自己分析1において「デザインを考える  

ことを好む」「他人の意見を取り入れる等の配慮がで  

きる」という2点を自分の特徴として挙げ販売促進部  

に配属された。そして、実際に朝顔販売でポスター製  

作業務に携わり、その仕事に「ワクワクした」「やり  

甲斐・達成感を感じた」「感動した」とプラスの感情  

を抱くことが出来た。そこから、自己分析1の結果を  

実体験により確証できた様子が伺える。「無心に打ち  

込めた」「苦労した」という具体的行動に関する質問  

項目でもデザインの作業を挙げているが、最終的にS  

TEP2の「好きな業務」「得意な業務」として同作  

業を挙げていることから、苦労を乗り越えそれを自分  

の得意業務と認識するに至ったことがわかる。そして  

第三者の意見を踏まえ、自分のビジネスにおける強み  

は「アイディアカ」と「行動力」の2点であることが  

わかった。自己分析1の段階では、情緒的な特徴でし  

か捉えきれていなかった自分の力が、実際の業務体験  

を経て自己分析2では具体的な能力として把握される  

に至った。  

2－4考 察   

自己分析2は実際の体験結果を分析対象とするため  

、感情及び行動の両面から振り返りができること、ま  

たプラスの体験だけでなくマイナスの体験についても  

振り返ることができるよう質問項目を検討する必要が  

あった。その結果「ワクワク」「打ち込める」「やり  

甲斐・達成感」「感動」という4つのプラス項目と、  

「苦労」「面白くない」「悔しい」という3つのマイ  

ナス項目でワークシートを作ったが、これについて筑  

波大学・附属学校数育局Pl研究会で指導助言を頂い  

たところ、プラスマイナスの項目数比及びキーワード  

として取り上げた内容のバランスがとれているとのこ  

とだった。しかし一一方で、項目が直接的な表現でやや  

言葉足らずの印象を受けるとのご指摘も頂いた。自己  

分析1のワークシートでも、表記の仕方から質問の真  

意をくみ取れない生徒が少し見られたので、その点は  

今後改善する必要を感じた。  

3。自己分析3［1月実施］  

3－1目 的   

自己分析3は、授業の総括として実施する。  
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生徒は自己分析2で明らかになった能力が発揮できる  

部署へ配属替えされ、そこで2つめの販売活動「パン  

販売」に取り組む。この販売が企業としての最後の活  

動となるため、自己分析3はその振り返りを含めこれ  

までの授業全体を分析対象とし、最終的に自分の能力  

の変化をチャート化することを目的とする。即ち、視  

覚的にビジネスで発揮される能力（コンビテシー）を  

認識する場の設定である。  

ンごとに「チャレンジスピリット」「コミュニケーシ  

ョン能力」「分析力」「サービスマインド」「クリエ  

イティビティ」「業務遂行能力」という6つの基本能  

力の修得度を5段階評価、、一つのチャートに収めるこ  

とで能力の変化を時系列的に見ることができる。ワー  

クシートでは、STEPlとSTEP3，4の間に振  

り返りのキーワード化というSTE P2を挟み、ST  

EPlの文章から－一旦平易なキーワードをピックアッ  

プすることで、6つの能力に関する評価がしやすいよ  

う配慮してある。また、最後に共に働いた第3者の視  

点及び教員の視点を書き加えることでワークシートは  

完成する。  

3－2構 成   

ワークシートは、6つのSTEPで構成されている。  

STEPlでは1年間の活動を振り返るが、活動内容  

が多岐に渡るため、（む前期部署に配属されるまでの活  

動、②朝顔販売から配属替えまでの活動、③パン販売  

の活動と3つのセクションに分け、それぞれで振り返  

りをしていく。そしてSTEP3，4で、各セクショ  

1，篇■の■りヨり  

【＄ottionl】  

3－3分析例   

実際に生徒Cが記入したワークシートは下記の通り  

である。  

3．キーワ一冊腫朋は  

つ三，こト∴㌧詭ん こ  

笥布巾 Mエ序．どえー・  

重箱≦冊‘｛l  

リービュモ「＿L l  

l■・1一価l倉  

4．自分事ヤート（OX80Iで作虞したも○モ■り檜けさ）  

く脚芸1＞  

；1しlニl・‾一・i苛  

モト†▲・モ ｝千：ィモー ・1  

爺青も；しも こ1ミ⊥ ■て■、  
ミi■一拍・1〔・⊥二り▼ナて－こ▲1  

1  

い、ご▲こ ～ ？っ′ 密鶉 こ；．ニ  

与・：た竜l・T㍍り－‘うぎ1  

マ■－・」  

1 ●  2．キーワード¢ビックアップ  

【Sect＝川1】  

、害：（壬i一日琴咄り  

嗅止封催膵  

ちぞ鋸り－ニ  

咤号・菖三〆 －・＝J  

【S色CtIon 2】  

・社主せとト；  

如√i：とょ．J  

詑思恒如1  
1一丁Il   

くt且の倉見＞ パメり招㌧り一すL♪t，一軒 ・1日声小机】ぎて領与一巨仰わト膏夕怖・ シュ肇でモそ恒ありt司八神ず点叶・産山㌻汀即・克くヤ恥卜す志かゎ与粉カ′、」  
断続閥鹿川す」7頑合好きデ耶恥鮨ウ恵一，諒へ拘り菅  

コJ 洋£  

｝奇中り声丹り 人でむ▼・才‥，・・イ▲∫  「 tPむ一つ軒かふてやて馬叶丁】J  

こノ▼トコt・楓モヌ碑エj7モ阜和7・lトJ・絹句肴、′、エげ？・lr  

生徒Cは、前期「商品部」後期「経理総務部」に所属  

していた。前期も「経理総務部」への配属を希望してい  

たが、希望者多数のため面接で不合格となり、第2希望  

の部署に配属された。そのため、セクション1は面接で  

アピールできなかった自分を振り返り「積極性に欠け  

る」というキーワードが挙がった。また、簿記検定等の  
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Ⅳ 自己分析生徒評価及び今後の辞題  

1．生徒へのアンケート調査結果   

授業終了時に、受講者ヘアンケート調査を行った。販  

売実践の各単元について、実施前後にどの程度興味関心  

を抱いたか、またその単元の内容が自身にとって役立つ  

ものであったかを質問した。受講者17名のうち、回答  

数は13名である。  

ト1自己分析1の調査結果   

取得資格をもって自らの優れた能力と分析していたた  

め、その他の能力評価が軒並み低くなっている。   

しかし、朝顔販売で積極的な生徒の多い商品部で業務  

に取り組むうち、徐々に自分から発言できるようにな  

り、活動の終盤には自ら作業における問題点を発見、解  

決策を提案できるまでになった。そうした体験を経た結  

果、朝顔販売後のチャート（ステップ2線）が山回り大  

きくなり、特に分析力とサービスマインドで大きな成長  

が見られる結果となった。   

パン販売を行う際の所属部署は、各部の部署長が社員  

1人1人とヒアリングを実施して希望を聞き取った上、  

部署長会議で決定される。－－一度面接に失敗した生徒C  

は、個人的に面接練習をしてからヒアリングに臨み、希  

望通り経理総務部の配属となった。そこで生徒Cは部署  

長として業務に従事、活動を通してさらに問題発見解決  

能力が高まったことを実感した結果、パン販亮後のチャ  

ート（ステップ3線）では分析力及びチャレンジスピリ  

ットの評価がさらに上昇した。また、前回の実習では評  

価が無かった業務遂行能力は2ポイントも上がり、自ら  

リーダーとして仕事を動かしまとめていったことで自信  

を得た様子が伺える。一方で、経理総務部は会計という  

裏方の仕事が中心のため、販売員を務めた前回（STE  

P2線）よりサービスマインドは減少している。他の生  

徒に比べ各チャートが小さいものの、チャート自体は徐  

々に大きく変化しており、自分の能力値の高まりを認識  

できたことがわかる。  

グラフを見ると、実施する前の興味関心は低いが、内  

容の役立ち度はやや高めに評価されている。1回目の分  

析作業ということもあり、初めは自己分析そのものの意  

義について理解が無かったが、取り組んでみたら良かっ  

たと感じた生徒が多いことが伺える。一方で、フリー回  

答として自分自身を知ることに抵抗を感じると答えた生  

徒が数名いた。  

ト2自己分析2の調査結果   

3－4考 察   

自己分析3において大切なのは、最高評価「5」の数  

ではなく、低数値であれセクションを重ねるごとに能力  

の高まりを実感することにある。そのためのチャート化  

であり、視覚化である。その意味において、生徒Cは理  

想的なチャートパターンであるといえる。   

一一方で、初めの自己評価（STEPl線）はずば抜け  

て高いが、実際に業務を行った結果評価が逆転するチャ  

ートパターンもあり、その傾向はサービスマインドとコ  

ミュニケーション能力において多く見られる。原因とし  

て、これらの能力が普段の生活におけるそれと混同され  

たことが挙げられる。しかし、ここでいう能力はあくま  

でもビジネスにおけるサービスマインドであり、コミュ  

ニケーション能力である。活動を行う中でその遠いに気  

付いた結果、そのような変形チャートができたと思われ  

る。  

自己分析も2回目となり、その目的や方法が理解され  

たためか、実施前の興味関心が自己分析1よりも高くな  

っている。その欄一方で、役立ち度が自己分析1より若干  

減少した。その理由として、自己分析1ほどの発見を得  

られなかった、また販売実習中にはっきりと自分の得意  

・不得意を実感できたので敢えて分析する必要性を感じ  

ない、と答えた生徒が見られた。  
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の助成を受けて行った。  

1－3自己分析3の調査結果  

1－3 3回目の自己分析は、否定的な数値ではないが、  

各評価段階で興味関心度の前後及び役立ち度の指標全  

てがほぼ同じような推移を示した。自己分析3は、こ  

れまでの分析や活動の結果を改めて視覚的にまとめる  

ことが目的である。従って表記方法が変わるだけで内  

容に目新しさのない点が、生徒にとって実施前後の興  

味関心及びその結果の活用まで、特に変化を感じさせ  

ない、想定通りの活動と評価されたようである。  

2，今後の課題   

実際に3つの自己分析を実施して感じるのは、作業  

に対するフォローアップの重要性である。新しい自分、  

知らない自分を発見できることは有意義であるが、そ  

の過程には多くの落とし穴が潜む。自己分析は、販売  

実践の掲げる「自己の就業に対する理想と現実を照ら  

し合わせる機会の提供」という目的へ到達するための  

一手段であり、それ以上のものではない。しかし、時  

に自己分析は、自分が何者かをつきつめることへの恐  

怖感や抵抗感を伴い、分析中に遭遇する否定的な言葉  

の受け止め方など扱いを一歩聞達うと自尊心を大きく  

傷つけかねない。そのような事態を防ぐため■にも、ワ  

ークシートの開発と合わせその実施方法についても、  

十分に検討をする必要があることを実感した。   

ただし、自己分析は通常個人単位で実施されるもの  

であり、第三者がその作業に関わることには限界があ  

る。従って、実施方法の工夫に加えて、ワークシート  

項目の表記についても平易且つ前向きに作業を進めら  

れるようなものへと改善を図ることを今後の課題とし  

たい。  
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