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憧れている職業、目標としている職場、夢を叶える仕事

そして、そのための進学。

いつか胸に抱いた夢を叶えるために、夢というほど大層なものはまだ無いけれど

漠然と描いている理想の未来の自分に近づくために日々向き合っているコトは

そのための指針になっているだろうか？

私たちが暮らす秋田県南地域には大学が無い。

自分たちより数歩先を行く大学生や新社会人の先輩が

目の見える範囲にいない事実は、単純に地域の中と外の世界だけでなく、

自分と社会という世界自体も隔てているように思う。

キャリア・デザイン・キャンプ（＝キャリキャン）は、

普段なかなか会えない大学生と若手社会人の話から

自分の進路選択の幅を広げていくプログラム。

自分の少し先を行く先輩たちに、

これまで聞きたくても聞けなかった

未来のことを聞いてみよう。

MESSAGE



キャリア・デザイン・キャンプとは、自分の少し先の未来を行く

大学生や若手社会人の進路選択から現在に至るまでの話を聞き、

自身の選択の幅を広げていくプログラムです。

本プログラムは、新型コロナウイルスの感染拡

大を受けてオンラインにて、1日目のインタビュー

と2日目の報告会の2部構成で開催しました。

インタビューは、湯沢雄勝地域内で働く5名の若

手社会人の方々に協力いただきました。社会人の

方々は、県外での社会人経験を経た後でUターンし

た3名と、仕事を通じて湯沢雄勝地域に移住された

Iターンの2名といった多彩なバックグラウンドを持

つ方々です。高校生たちに用意された時間は2時間

程度、その時間の中で自分が抱えている問いへの

回答を先輩たちに投げかけていきました。

また、1日目のインタビューから2日目の報告会

に至るまで、高校生たちのサポートには秋田県内

の大学に通う大学生たちに協力いただきました。

彼女たちもまた、高校生たちにとっては自分たち

のすぐ先の未来を行く先輩たちです。「国際関係

のことに進みたいけど大学では何が学べる？」

「コロナ禍の大学生活をどう過ごしている？」と

いった大学生活に関する悩みや質問を相談できる

人たちが寄り添う構成のため、大学生としての自

分もイメージできる機会を設計しています。
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PROGRAM

大学の無い湯沢雄勝地域において自分の進みた

い道を考えるとき、中高生が自身のロールモデル

となるような先輩と関わる機会は、そう多くあり

ません。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大

によって、校内・校外での先輩たちとの接点機会

が減った昨今。SNSやインターネットを通じて自分

たちで調べることもできる年代と言えど、目に入

る情報は自分のはるか先を行く大人たちの成功エ

ピソードばかり。

はるか先の未来を描くにも、「まずどの一歩か

ら始めるかを知りたい。」「自分はこのまま進ん

で良いのかを判断したい。」「自分と同じような

未来を想像して進んでいる人がいるかどうかを知

りたい。」キャリア・キャンプは、地元高校生の

そうした悩みに答えていく場になることを目指し

ています。

プログラムに参加してくれる大学

生は、通学先からオンラインで参

加してくれるため、実際の大学生

活のイメージが深まります！

湯沢高校（理系）を卒業、東北学院大学工学部へ進学。都会への憧

れもあり、当初は都会暮らしを便利で快適だと感じていたが、生活

を満喫し、精力的にアルバイトへ取り組む中で「ほどほどに働き、

ゆとりをもって生きたい」という価値観を形成し、秋田県内一択で

就職することを決める。現在は大学での専攻内容とは異なる職務へ

挑戦しつつ、自身の時間を大切にしながら働くという自らの価値観

に沿った生活を実現している。

鈴木択実 （すずきたくみ）さん

秋田エプソン株式会社Ｗ生産管理Ｇ所属
業務内容：時計の部材調達と原価管理業務

湯沢高校出身。理系科目が苦手だったものの「ものづくりをする人

々」への尊敬の気持ちから周囲の反対を押し切って理系を選択、東

北学院大学工学部へ進学。難関の科目単位や研究室の厳しい指導を

乗り越える中で、理系分野で生きていく決意を固める。分野に拘ら

ず秋田県内外で就活したが、企業見学を経て光ガラスへの入社を決

める。大学から始めた釣りを趣味としており、趣味の合う会社の仲

間と退勤後・休日の時間を通して楽しんでいる。

福岡稜介 （ふくおかりょうすけ）さん

光ガラス株式会社生産本部第二製造部加工技術係
業務内容：光学レンズ生産工程の技術開発、技術改善

湯沢高校（文系）出身。海外や国内の文化に関心があり、北海道大

学へ進学。大学生活で多様な価値観に触れ、より多くの文化に触れ

るべく、秋田県外への就職を決める。文系出身にも関わらず、東京

でシステムエンジニアに挑戦するが、自身のライフプランを考え、

秋田へＵターン。現在は学生向けの企業説明会等を担当しており、

地域の人々に支えられながら子育て中。一度東京に出たことで、高

校時代は感じなかった地方の魅力を再発見した。

安中美月 （やすなかみづき）さん

アダマンド並木精密宝石株式会社
秋田湯沢工場総務部人事総務課
業務内容：勤怠管理、給与計算、雇用保険手続き、
採用関連他

にかほ市出身、由利高校を卒業後、北星学院大学へ進学。人と関わ

ることや挑戦が苦手な性格だったが、在学中に留学や海外一人旅を

経験し、価値観が大きく変わる。価値観の違う人との出会いを提供

し、地域活性化に繋げたいという考えから起業を志す。秋田県外で

の就職や海外留学を経て起業に必要なスキルを身に付けた後、地域

おこし協力隊として湯沢市に移住、起業。新しい出会いや変化を楽

しみ成長しあえる「人のわ」を広げるべく活動中。

齋藤あゆみ（さいとうあゆみ）さん

旅のわツアー代表
業務内容：地域のツアーやイベントの企画運営、
コーディネート業務

横手高校（理系）出身。当初医者を志したが、大学受験で目標へ届

かず、宮城大学食産業学部へ進学。東京の証券会社へ入社し、２年

間の激務と長時間通勤に明け暮れた後、大勢の人に囲まれた暮らし

よりも、自然豊かな場所で暮らしたいと考え、転職を決意。成長分

野であるＩＴ企業を探す中でなるテックと出会い、入社。現在は一

人前のシステムエンジニアになるべく日々勉強中で、プライベート

含め充実した生活を送っている。常に全力で生きているので、今の

人生は１００点満点。

阿部沙也香（あべさやか）さん

東成瀬テックソリューションズ株式会社システムエンジニア
業務内容：社内の事務業務、システムエンジニア研修受講中

GUESTs

インタビューに応じてくれる社会人の方は、

自らも県外進学を経てU・Iターンした20～30代の社員さんが中心。

学生・社会人時代の大事な経験をおすそ分けしてくれる頼もしい先輩たちです。

貴重なお時間とお話を

ありがとうございました！
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ACTIVITY REPORT -DAY 1-

DAY 1｜問い方を学ぶディスカバリーインタビュー

正解は誰かが出してくれるものではなく、自分の中に問いかけて導き出す。

プログラムのテーマ『問いかけ方』を理解するワークショップです。

ACTIVITY REPORT -DAY 2-

DAY 2｜気づきと学びをシェアする振り返り報告会

社会人・大学生との交流という非日常の中で得た気づきと学びが

日常の中に溶けて消えてしまわないように、明日から何をやるかを問う時間。

アイスブレイク｜みんなのイラスト

お題に沿って、自分の頭の中のイメージをイラストとして描きだすワーク。

一見、簡単そうですが「犬」というお題だけでもみんなの絵はバラバラ。

私たちは誰もが異なる考えや価値観、疑問、悩み、関心を持っています。

キャリア・デザイン・キャンプでは、みんなが描いたイラストのように、

人と違うことが誰かの気づきや学びになることを理解してからスタートです。

対話を生む｜ワールドカフェ

関心のある「問い」についてグループを組み、気軽に意見交

換を行います。対話を通して、認識を深めたり新たな気付き

を得たり、参加者同士の理解を深めていきます。

大学生と一緒に考える「問い」

プログラム最大のポイントでもあるインタビューでは、聞くことが何より

大切。この「聞く」ために必要な「問い」を立てる視点を、大学生と一緒

に考えながら理解を深めていきます。正しい問いを立てられると、自分の

欲しい答えが得られる、「問いかけ力」を身につけていきます。

経験のおすそ分け｜社会人インタビュー

社会人の方へのインタビューを遂に実践！最初は緊張から会話が続か

ない場面がチラチラ。大学生からの質問や進行のフォローが入るとだ

んだんと緊張もほぐれてきて、自分が聞きたいことに必要な問い掛け

を繰り返していきます。

アイスブレイク｜グッドニュース

DAY 1から1週間の時間をおいているので、あらためて場を温め直します。

この1週間の自分の「グッドニュースは？」と良いことを振り返り、周り

にシェアしていく。自分の好きなことや嬉しかったことの共有から、報告

会に向けた緊張をほぐしていきました。

グループワーク｜スライドづくり

大学生のフォローにはいりながら、報告会に使用する資料を

つくるワークです。1週間前に何を気づいて学んでいたの

か？を振り返りながら、発表資料を作成します。

報告会

全員がオンライン会議に参加し、オンライン上で報告会を行いました。イ

ンタビューに応じてくれた社会人の方々も、自分たちの話からどんなこと

を感じ取ってくれたのか？役に立てたかな？という気持ちで、就業時間の

合間を縫って報告会に参加していただきました！

振り返り｜日常に戻る前に

日にちにすると2日間、期間にすると1週間のプログラムが終了しま

した。1日目修了後と同様に、高校生たちはまた日常の中に戻りま

す。キャリア・デザイン・キャンプを通して得たことを自分の進路選

択に生かしていくために、明日から何をするか？をそれぞれ考えて、

帰路につきました。

1

2

3

4

1

2

3

4
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VOICEs

キャリア・デザイン・キャンプに参加した理由やプログラム後の変化など

参加した高校性たちがリアルに感じたことを、大学生の感想・メッセージと共に

一部公開。参加した学年の割合は？文理系はどっちが多い？等お伝えします！

文系 理系 未定

30%

70%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

大学生との交流から進路の話を聞くことがで

きる。

大学進学後に故郷にUターンした若手社会人

のリアルな話が聞ける。

大学生・社会人といった自分の数年先の姿イ

メージできる先輩の話を聞くことで、自分の

キャリア形成に生かせそう。

いずれは地元に帰ってきたいと考えているの

で、地元企業や働き方の選択のイメージが得

られそう。

大学生といった他者と共同で１つのプロジェ

クトを達成する経験を得ることによって成長

できそう。

自分の進路のことを考えながら地域活動にも

参加できる。

1年生 2年生

50%

35%

15%

Q1. 参加している高校生の学年は？

Q2. 文理系での傾向は？

Q3. どんな理由で参加したの？

キャリア・デザイン・キャンプ

は、雄勝地域内の高校に通う、

1・２年生が参加しています。

昨年度開催と同様に、『3年時に

どのような進路選択をすれば良い

か？』という悩みから、大学生や

社会人のとの交流機会を求める2

年生の参加が多く見られました。

文理系の割合は、文系がやや多い

結果となりました。

文系を専攻している高校生は、大

学生と社会人との対話からより幅

広い選択肢を得たいと考えている

一方、理系専攻の高校生は、看護

師や学者といった特定の未来の自

分が見えている傾向が見られまし

た。

1年生は、『大学生との交流』や『進路選択の

幅』。2年生は、より具体的な『進路選択に向

けた情報収集』や『自身のキャリア形成』と

いった傾向が見られています。

国際教養大学２年生

貴重な社会人からのキャリア選択の話は勿論、高校生

視点のキャリアや将来について話を聞くことができ、

視野が広がりました！

自分の進路のことを考えながら地域活動に
も参加できる。

大学生といった他者と共同で１つのプロ
ジェクトを達成する経験を得ることによっ
て成長できそう。

いずれは地元に帰ってきたいと考えている
ので、地元企業や働き方の選択のイメージ
が得られそう。

大学生・社会人といった自分の数年先の姿
イメージできる先輩の話を聞くことで、自
分のキャリア形成に生かせそう。

大学進学後に故郷にUターンした若手社会人
のリアルな話が聞ける。

大学生との交流から進路の話を聞くことが
できる。

＼大学生の声を教えて！／

※大学生の感想は、参加してくれた学生の中からの一部抜粋です。

1年生 ２年生
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満足 まあまあ満足 満足していない

19%

81%

Q4. みんなプログラムにどのくらい満足してるの？

多くの高校生たちがキャリア・デ

ザイン・キャンプへの参加を楽し

んでくれました。

大学生や社会人の職種に関わらず

「進路に繋がる話を聞けた」「色

んな大人と話ができた」と感じて

います。

キャリア・デザイン・キャンプに参加した理由やプログラム後の変化など

参加した高校生たちがリアルに感じたことを、大学生の感想・メッセージと共に

一部公開。プログラム満足度や、どんな新しい発見があったかをまとめました！

Q5. プログラムを友達や後輩にすすめる？

プログラムを友達や後輩に勧める

と多くの高校生が回答してくれま

した。理由として、「新しい自分

が見つかる」「早いうちに先輩の

話を聞いて自分の進路に役立てて

ほしい」「自分自身の進路にもっ

と関心持ってほしい」と、多くの

高校生が進路選択の幅を広げる機

会になると教えてくれました。

Q6. どんな発見（学びや気づき）が得られたの？

この学部には、これしかないといった固定概念を自分がいっぱい持っていることに気づ
いた。そして、自分が本当に学びたいことを選択できることを学べた。

決まらないのではなく、知らないのではないかということに気づいた。より多くのこと
に挑戦するチャレンジ精神が得られたような気がした。

大学に行った方が良いという固定概念から一般的な常識に囚われず、自分の好きな事に
深く携わる方が良いということが分かりました。

インタビューする前は、お金を手に入れるための仕事みたいに、とっても仕事に対して
単純だったのですが、社会人の齋藤あゆみさんの話を聞いて、自分がやりたいことを見
つけて全力でやるということも良いことが分かりました。

進路選択とは、幅や視野を広げること。進路選択は目標であり、ゴールであると思って
いたが、その先にある未来を広げるためであると知った。1日の目標を立て、それを達成
することが大きな目標を達成することに繋がる。

まだ決まっていないことはダメなことではないということ。逆に、可能性は無限大だし、
いろんなことにチャレンジすればするほど視野が広がる。もっと色んなことに目を向け
てチャレンジしていこうと思いました！

マイナス面もポジティブにとらえられる。必ず確立しなければいけないという圧迫から
少し楽になった。選択を自分が正しくしていく。２つから１つを当たりにしたいと願わ
ず、自分でそのクジを当たりにできることを知った。

必ずしも自分の専攻に関わった職業に就かなくても良いということ。「やってみたい」
を大事にすること。実際に見てみること、経験してみることの大切さ。

海外に行った人たちはみんな日本の良さが分かっているということ。人のために生きる
ことは、何よりも強い原動力だということ。日本には、まだアニメやマンガ、伝統や文
化など希望の光があること。

後悔は100％残るということ。はじめて聞いた言葉で本当におどろいた。どんな選択をし
ても残るから、それをどう乗り切るかが大切ということが分かった。後悔の残らないよ
うにという考えはなくなった。

何か1つを達成させることを心掛けているというお話を聞いて、今の私はそんなことをせ
ずにダラダラと過ごしてしまっていることに気づきました。目標があることはとても大
事で、何か1つ達成することによって自分が成長できると思ったので、これからの生活で
は小さな目標を立ててそれを達成できるようにしたいです。勧める どちらかというと勧める 勧めない

31%

63%

宮城大学２年生

湯沢出身ですが、自分も知らない企業さんを知ること

ができて楽しかったです。高校生たちの姿勢から学ば

せてもらうことが多く、自分たちが思う進路に行ける

よう頑張ってもらいたいです！

＼大学生の声を教えて！／

※大学生の感想は、参加してくれた学生の中からの一部抜粋です。



VOICEs

キャリア・デザイン・キャンプに参加した理由やプログラム後の変化など

参加した高校性たちがリアルに感じたことを、大学生の感想・メッセージと共に

一部公開。先輩たちや自分自身への問いを経て感じた変化をお伝えします！

希望進路に向けて、より一層頑張るために必要なことは？と

いう人と、本当に自分のやりたいことは？と、考えが分かれ

る結果に。どちらもとても大事な問いですね！
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経済学部や社会学部、語学・文学系統（留学も可能であればしてみたいと思えるようになった）

3年になり進路を決定するまでの残り時間は少ないけれど、もっと多くのことを知り、選び、

後悔を残さない進学を目指したい。

気づきを基に自分のなりたい職業に就けるような進学をしたいと思いました。そのためにも

様々な視点から物事を考えたり、周りの人からアドバイスなどをもらったりすることが大切だ

と思います。進学するためにも、自分の得意教科を伸ばすことはもちろん苦手強化はどのよう

に分からないところをなくしていくかを考えて効率よく学習していきたいです。

自分の好きな分野の勉強をした方がいいと分かったので、進学は自分が一番興味のある学科の

ある大学に行きたい

自分が将来なりたいことの分野を詳しく学んでいくために、進学をしていきたいと思いました。

そのために、高校で勉強などを頑張っていきたいです。

進路選択は、未来の自分の姿を広げること。だから、どんな自分になりたいかを広げられる１

つの通過点であることを前提に選択したい。

一番は、今自分が目指している大学・職業につけるよう熱心に頑張りたいです。でもそれが叶

わない場合もあると思うので、どんな未来でも自分が自分の人生を楽しめるように努力してい

きたいと思います。

• 興味、関心、やりたいことを軸にし、次々出会う選択肢を正しいにしていく進学。

• 大学は、高校の内容を必ず使い仕事にする通過点から興味・関心を深める場所へ認識が変化

した。

今、自分がなりたいと思っている将来の夢を実現できるような進学を目指したいと思う。具体

的には、志望校を合格できるように、高校生活で積極的に言動したり、今の成績で満足せず、

さらに上を目指して学習したりしていきたい。自分の行きたい学校に行けるように、高校でさ

まざまな経験をしたり、知識を身につけたりして努力していきたいと思う。

ただ流されるまま、モラトリアムを無為に消費するのではなく、その時その時の時を全力で悔

いの残らないように歩んで、その結果が未来の自分に繋がるように頑張りたいです。まだ将来

が決まっていないとマイナスに考えるのではなく、なんでも選べることを強みにしていきたい

です。

国際系の学部に進学したいと考えていたけど、外国の文化や英語を学ぶというよりも、留学を

したいという気持ちが強いことに気づきました。

看護師を目指しているが、本当に自分のやりたいことなのかと悩んでいたが、視野を広げてみ

ることの大切さに気付いた。また、専門学校へ行くか、大学へ行くかも迷っていたが、大学へ

行き、自分の専門分野以外のことも学んでみたいと思った。

日本に貢献できる大学に進学したいという意思が強くなったこと。日本への貢献の仕方はいろ

いろあるということ。

私は勉強が苦手でなかなかやる気も起きません。今、やっと将来の夢ができて、それをどう叶

えるか少し高い目標を立てて基礎を固めて、叶えられた時の事を想像して頑張りたい。あとか

らプラスになるような行動をしたい。

今までは自分の得意な教科や学部を選び進もうと思っていたが、自分に合っている学部や自分

が学びたいことが学べるところ、将来の自分に繋がることができるところに進学していきたい

と思いました。

今、自分がなりたい職業に就けるような進学をしたいです。そのために、1日1個の目標を立て

て、それを達成させようと思いました。まだ明確な進路が決まっていないため、様々な情報を

基に、視野を広げていければいいなと思っています。

Q7. 大学進学や勉強について、意識が変わったことは？

秋田大学１年生

若い社会人の方のお話を聞くことができ、少し先のキャリアを

考える際に参考になる情報を得ることができました。また、高

校生の質問の姿勢に感心し、大学生の私も見習わなければなら

ないと感じ、自分の成長に繋がったと感じています！

＼大学生の声を教えて！／

※大学生の感想は、参加してくれた学生の中からの一部抜粋です。
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自分の思う未来に進むために、より一層勉強を頑張るといっ

た意見や、今回を機に進路系プログラムへ積極的に参加した

いというアクション宣言が多く見られました！

皆さんが描いた未来の実現、応援しています！

Q8. プログラム中に感じた変化や目指す“進学”に向けて、どんな高校生活をおくりたい？

国語や英語、社会系統の分野について、さらに自ら調べ、より深く学んでいきたい。大学だから学べる知

識があるように、高校だからこそ学べる知識や基本的ルール（社会規範）について理解を深めたい。

これまで興味が無かった事やイベントに参加してみたいと思うようになった。友人と遊んで趣味を真剣に

行い、楽しむ高校生活を送りたいと思った。

大学や進路のことについての情報をたくさん集めたり、湯沢市の活性化のためにボランティアをしてイベ

ントに参加したりなど今まで自分がしてこなかったことを行動に移そうと思いました。また、高校生活で

は、自分のたてる計画に沿って毎日充実した日を送りたいと思います。

苦手科目は重点的にやった方が良いと言っていたので、英語の単語と文法をマスターしたいです。そして、

後悔がないよう、高校では思いっきりはっちゃっけたいです。

・町や市のイベントなどにもっと参加したりして、地域の人たちのために社会貢献していきたいと思いま

す。そして、勉強面では、英検で上の級に挑戦していきたいです。

・友達をたくさん増やして、楽しんでいけるような高校生活を送っていきたいです。

1日の目標を立て、それを達成すること。それがいずれ自分の未来の姿が現実となることにつながると思う

ので、実践したい。ただ単に過ごすだけでなく、目標を持って生活したい。

部活に入っていないので、今回のようなイベントに積極的に参加したいと思いました。何事も経験だと思

うので頑張ります！「高校生」という短い時間をいっぱい楽しむ！

・今回のような活動に積極的に参加したい。

・選択を良いものにできるよう最大限の努力を惜しまない高校生活。具体的には、勉強では苦手の克服。

部活・高校生活では、人と多くふれあい自分と対話したい。

学校に掲示される様々なイベント（キャリキャン等）に積極的に参加していきたいです。また、受身で生

活するのではなく、何事にも自分から進んで多様な経験をしていきたいです。

自分の進路（行きたい大学や進みたい学科）についてもっと詳しく調べなければいけないと感じ

ました。キャリアキャンプなどの学校外の活動にも積極的に参加したいです。

色々な人々と関わりを持ちたいと思ったので、ボランティアなどに積極的に参加したい。様々な

経験を積んで、進学に向けた充実した学校生活を送りたい。

日本のためにボランティアなどをしてみたいと思ったこと。毎日、人として正しく当たり前のこ

とを当たり前のようにやり充実させた高校生活を送りたいということ。

勉強もしつつ、行きたい大学の情報を自分から進んで調べてみること、勉強では基礎を固めて頑

張りたい。

色々な大学のことを調べて、どこにも行けるように勉強を頑張ろうと思いました。特に、後々取

り返しのつかなくなる英単語や数学を頑張りたいと思います。多くの人々と関わって、メリハリ

のある充実した生活ができるように。

キャリキャンやオープンキャンパスなど、自分の進路につながるような活動に積極的に参加した

いです。また、たくさんの人と関わってコミュニケーション能力を身につけたいです。勉強の方

では、自分の苦手分野を中心に学習し、苦手を減らすことを頑張りたいです。進路についてしっ

かり考えつつ、楽しい学校生活を送りたいです。

高校在学中に、検定の取得やさまざまなボランティアに挑戦してみたいと思った。少しでも進学

のための自分のPR材料を増やし、学習面も人間性も高めていきたい。また、内容の濃い充実した

高校生活を送りたいと思った。さまざまなことに挑戦し、失敗も経験して、自分にない力を身に

つけることができるようにしたい。友達との思い出もたくさんつくり、高校生活を楽しみたい。

VOICEs

キャリア・デザイン・キャンプに参加した理由やプログラム後の変化など

参加した高校性たちがリアルに感じたことを一部公開。

目指す進学に向けて、どんなチャレンジをするかを教えてもらいました！
豊留侑莉佳

みちのくreMakers合同会社
進行・コーディネーター

『湯沢からしたら、東京に出るのも、海外に出るのも同じ』。前職にいた湯

沢出身の先輩の言葉ですが、6年経った今でもとても良い考え方だなと感じて

います。大学を機に雄勝地域外へ進学することになる高校生たちは、自分の

知らない世界へ足を踏み出すことができるチャンスを持っているということ

です！キャリア・デザイン・キャンプを通して、自分の世界が広がるような

感覚を持ってもらえたなら嬉しく思います。高校生はもちろん、協力してく

れた大学生たちの選択と成長がより良いものになることを祈っています！


