
企業訪問から始める
キャリア探求ワークブック



本ワークブックの目的と構成

「企業訪問」において、将来の職業（仕事）や働き方などを考えるための教材として下記を目的として
います。
① 企業訪問の目的や重点的に見聞きすべき観点を学ぶ。
② 訪問に必要なマナーを学ぶ。
③ 得た情報の整理方法を学ぶ。
④ 学びから、実際の行動につなげる。

【本ワークブックの目的】

本ワークブックは、大きくは下記の２編から構成されています。

【本ワークブックの構成】

Ⅰ 企業訪問準備 編
企業訪問をより有意義な時間にするための観点を学びます。企

業
訪
問 Ⅱ 情報整理と振返り 編

訪問後の情報整理・振り返りをおこないます。



Ⅰ 企業訪問のための準備学習

今回受け入れてくださる企業の方々は、皆さんの想像以上に忙しく働いています。その
ような中、時間を割いてみなさんの訪問を受け入れてくださっていますので、そんなに
時間をいただくことはできません。ボーッとしていたり、関心をいたずらにあちこちに
向けてしまえば、あっという間に時間は過ぎ、何も身にならないまま帰ってくることに
なりかねません。大切なのは準備です。何を聞くのか、何を見るのか、自分なりに「ポ
イント」を決め、しっかり準備をして当日に臨むことが大切です。



Ｑ 何のために企業訪問をするの？
Ａ 自分の将来への「手がかり」を得るためです。

Ø 企業訪問で「明日の自分」への手がかりを見つけよう！

Ø 「会社で働く人」が圧倒的に多いという事実

経済活動における主役は「会社」であると分かった以上、「会社についてできるだけ多くを知ってお
く」ことは、みなさんの将来にいい影響を与えることは間違いありません。そもそも会社とは何なのか、
どんな活動をしているのか、働く人たちは日々どんなことをしているのか‥などなど。そうしたことを
できるだけ多く知ることで、将来の可能性が広がっていきます。実際に会社を訪問し、仕事の現場を見
せていただいたり、お話をうかがったりする中で、さまざまなことを学び、将来への手がかりを得る。
企業訪問は、いわば「明日の自分」へと近づくための最初の一歩です。

いま日本では、どれくらいの人が会社で働いていると思いますか？厚生労
働省の『労働力調査』によれば、平成２３年末の時点で、企業従業員の総
数は約４９０５万人。日本の全就業者数が約６２２２万人ですから、全就
業者数の約７９％ということになります。日本で働く人の５人に４人が会
社で働いており、日本における経済活動の主役は「会社」であると言えま
す。



Ｑ 訪問して何を学べばいいの？
Ａ 世の中には「いろいろな仕事がある」ことを知ろう！！

Ø 仕事の「多様さ」に目を向けてみましょう！

Ø 企業とは人と人が「協力する場」。だから「いろいろな仕事」がある。

今から何年か後、どのような仕事をするか、皆さんは自分で決める時期
がきます。焦って道を決める必要はありませんが、できる準備をしてお
くに越したことはありません。今のうちから「仕事の広がり、多様さ」
に関心を持つことは、より良い「キャリア選択」のために重要です。
今回の訪問をきっかけに、こうした関心を持ち続けていれば、やがて自
分が「やってみたい」と思える仕事にめぐりあえるはずです。

今回の訪問で皆さんにとくに学んでほしいことは、「世の中にはいろいろな仕事がある」ということ
です。仕事は、多くの人々の協力によって支えられています。製品を作る人もいれば、それを売るこ
とを専門にする人もいる。製品のアイデアを考える人もいれば、お金の出し入れを管理する人もいる。
多くの人々が、互いに協力しあいながら、それぞれの役割を果たすことによって、会社は途絶えるこ
となく活動を続けているのです。
こうした「協力の場」としての「仕事」を、ぜひ間近なところで見てきてほしいのです。



Ø 「３つのポイント」で整理すると、会社のことがより深く理解できます。

先に述べたように、今回の最大の学習テーマは「企業の中にはいろいろな仕事がある」
ということの理解です。しかし、それは「製造とか販売という仕事がある」という、一
般的な知識を手に入れることではありません。
今回の訪問を通じて、皆さんには、仕事というものをより深く理解してほしいと思って
います。「なぜその仕事は必要なのか」「１つ１つの仕事は、他の仕事とどう関わって
いるのか」など、訪問しなければ分からない、深い「実感をともなった知識」を、ぜひ
とも手に入れてほしいのです。

Ｑ どんな準備をしておけばいいの？
Ａ 「３つのポイント」を理解しておきましょう。

共通目的

役割分担

必要な能力

その企業で仕事をする人が、共通の目
的とするものは何か

共通目的の実現のために、企業内ではど
んな役割分担がなされているか

それぞれの役割を果たすために必要な
能力はどのようなものか

■仕事を深くとらえる「３つのポイント」とは
そうした「深い知識」を手に入れるため、本ハンド
ブックでは、右表の３つのポイントからの情報収集を
お勧めしています。詳しくは次ページ以降で述べます
が、この「３つのポイント」を頭に入れて企業訪問に
のぞむことで、短い時間を、「仕事への深い知識」
「将来への手がかり」を得る機会として、有益に活用
することができると考えています。



仕事を深くとらえるポイント①：共通目的
その会社はどんな「社会貢献」をめざしているのか？

Ø 会社は「社会貢献」をめざし、すべての仕事はその実現を共通目的としている。

Ø 「３つの視点」から「共通目的＝社会貢献」の内容を把握してみよう！

ポイント
①

会社は私たちの生活を支えています。コンビニで簡単にお菓子が買えるのも、食品会社や運輸
会社などが、絶えることなく製品を作り、それを店頭に届けてくれるからです。こうした会社
の営みがなければ、今や私たちの生活は、一日たりとも成り立ちません。会社は、人々や社会
に貢献し、その対価を受け取ることで、はじめて存在し続けることができます。より豊かに、
より便利に、より美しく‥など、目的や内容は違っていても、自社が生み出す製品やサービス
などを介して、継続的に世の中に貢献していく存在。それが会社なのです。製品を組み立てる、
製品を売ってくるなど、その中身は違っていても、１つの共通目的をめざして、皆が協力して
働き、企業は維持されているのです。

視点①

視点②

視点③

どのような製品やサービスを提供しているのか

視点①の製品やサービスを、どのような人＝お客様に
対して提供しているのか

その製品やサービスは、お客さまのどんな用事（困りごとや
願いごと）に応えることをめざしているか

何を

誰に

何のために



■訪問に備える準備学習①

今回訪問する会社は、どのような社会貢献をしているのか、「３つの視点」から考えてみてください。
（製品やサービスの提供を通して、どのような人の、どのような用事（困りごとや願いごと）に応えてい
るのかを記入する）

企業名

主な製品やサービス

複数ある場合は
わかるだけ記入

主な「お客さま」

その製品やサービスを
購入することにより
お客さまは

何を得たいのか



仕入れる

作る

売る

支える

考える

原材料や部品を外部から
購入する（仕入れる）

●購買部
●調達部など

●製造部
●生産部など

●営業部
●販売部など

●総務部
●財務・経理部など

●研究開発部
●企画部など

原材料を加工したり、部品を
組立てて製品に仕上げる

より多くの顧客に売る
（製品の存在と魅力を伝える）

事業活動がスムーズに行くよう
陰から活動を支える

これからの事業展開の方向性を
専門的に考える

Ø 「全体の役割分担」を理解すると、それぞれの仕事の意義も見えてくる。

Ø 役割（仕事）を、まずはチーム単位で把握してみましょう！

訪問先に行く前に、やっておきたいことがあります。それは、その企業の中の「役割分担の全体
像」を、きちんと理解しておくということです。役割分担の全体像を頭に入れておくことで、１つ
１つの役割（つまり仕事）が、活動全体の中でどのあたりに位置づけられるか、また他の仕事とど
のような関係にあるかが分かり、その仕事の意義がより鮮明に見えてくることになるはずです。

会社の中では「部」とか「課」などと呼ば
れるチームがあり、それぞれを１つの単位
として、会社から役割を与えられています。
まずはこの「チーム単位での役割」を把握
すると会社が見えてきます。右表は、例と
してとくに製造業によく見られる「チーム
単位の役割分担」を示しましたので、参考
にしてください。

仕事を深くとらえるポイント②：役割分担
会社の中はどんな役割分担になっているのか？

ポイント
②



■訪問に備える準備学習②

今回訪問する会社が販売している製品やサービスは、どのようなチームがどのような役割分担でお客さ
まに届けられていますか？前のページの役割分担を参考に、想像して書いてみてください。

製品・サービス名 どんなチームが？ どのような仕事をしてお客さまに届く？



どんな能力を持った人たちが活躍しているのか？

Ø 会社は、高い能力をもった「プロの集まり」でなければならない。

Ø 自分の将来のために、「それぞれの仕事に必要な能力」を考えてみましょう！

：お客さまに買ってもらえる製品やサービスを提供するためには、会社の中に、高い能力を持って
いる人（つまり「プロ」）がいなければなりません。プロ同士が、お互いに協力をすることで、
はじめてハイレベルな製品やサービスが作られています。必要な能力は、仕事によって、大きく
異なります。複雑なことを正確に分析する能力が求められる仕事もあれば、お客さまに気配りを
する能力が何よりも重要な仕事もあります。そうした異なるタイプを持った「人材」が集まって
協力する場。それが会社なのです。

「その仕事で活躍するには、どんな能力を持って
いればいいか」という観点を持って企業を訪問し
ましょう。「必要な能力」を理解することは、皆
さんが「将来の仕事」を考えるにあたって、重要
な手がかりを与えくれるはずです。誰にでも、得
意なことはあります。自分のその「得意」を活か
すためには、どのような仕事を志せばいいのか。
その手がかりを得るためにも、ぜひとも「能力」
に注目してみてください。

例
「商品企画（新しい商品のアイデアを考え出す）」
の仕事をする人に求められる能力（例）
●情報を集める能力
●集めた情報を正確に分析する能力
●アイデアを発想する能力
●詳しいプランを立て、文書にする能力
●周囲の人に説明し、納得してもらう能力 など

仕事を深くとらえるポイント③：必要な能力ポイント
③



■訪問に備える準備学習③
同じ企業に所属していても、果たす役割（仕事）によって必要な能力は異なります。下記の２つの
役割（仕事）においては、どんな能力が必要と思いますか。あなたの考え（想像でかまいません）
を記してください。

営 業

製品開発

一般的な役割名称 役割の内容 たぶん、こんな人が活躍している（想像）

自社の製品やサービスの魅力
を伝えるなど、お客さんがよ
り多く買ってくれるような働
きかけを行なう

お客さんにより多くの満足を
与えるような、新しい製品の
アイデアを考えるとともに、
実際に製品化できるようにす
る



【確認】仕事を深く理解する「３つのポイント」

①その企業の「共通目的＝社会貢献の内容」を知ろう！

②その企業の中の「役割分担」を知ろう！

③それぞれの仕事に「必要な能力」を知ろう！

会社内の仕事の共通目的である「社会貢献の内容」を理解する。すなわち「何を」「誰
に」「何のために」という３つのポイントに関して、理解を深める。

①の貢献内容を実現するために、会社の中ではどのようなチーム（部や課など）が、どの
ような役割を果たしているか、その全体像を理解する。

①の貢献内容を実現するための１つ１つの仕事において、プロとして活躍するには、どのよ
うな能力を持っていることが必要なのかを理解する。

下記のようなポイントに関して、会社の方の話を聞いたり、実際に働くところを見たり、また時には自
分から質問をするなどして情報を集め、会社の中の仕事」についての理解を深めましょう！



訪問先ではマナーに気をつけましょう！

①挨拶は良い関係性を作るための基本行動。ビジネスにおいても重要です。

②騒がない。許可された場所以外に行かない。

③質問しよう。メモを取ろう。

会社の方は、とても多忙な中を、皆さんのために時間を割いてくださっています。感謝の
気持ちを表すためにもまた気持ちよくお話をしていただくためにも、元気な声で、しっか
り挨拶をしましょう。

行くのは「職場」です。仕事の邪魔にならないよう、注意深く行動しま
しょう。騒がないのは当然ですし、許可された場所以外のところに勝手に
行くのも、絶対にやめてください。

企業の方は、皆さんが期待していることを、何でも教えてくれる訳ではありません。分か
らないこと、知りたいことがあったら、積極的に質問してください。また、お話はきちん
とメモを取りましょう。



■その他、訪問先について調べたこと

会社名

調べた内容

【参考】

・創業者はどんな人？
・これまでの歴史は？
・社員は何人？
・売上はどれくらい？
・海外展開は？
・採用の条件は？
・大切にしている価値観

その会社の
どんなところに
興味を持ったか？

もっと知りたい
ことは何か？

調べたことを下記にまとめ、興味を持ったことやもっと知りたいことを書いてみましょう。



■訪問先で質問すること

質問者の名前 質問の内容

一人ひとり、訪問時に質問する内容を書き出しておきましょう（複数可）。



Ⅱ 企業訪問の情報整理と振り返り



■訪問先でのメモ用紙

話してくれた方 話の内容



【メモからの整理①：共通目的（社会貢献の内容】

（ ）社はどのように社会に貢献しているか？

主な「お客さま」 片付けている「用事」の内容製品やサービス

訪問先の会社はどのようなかたちで社会（人々）に貢献していたか、３つの視点でまとめてください。
視点①：「何を」（どのような製品やサービスを提供しているのか）
視点②：「誰に」（どのような人＝お客さまに提供しているのか）
視点③：「何のために」（どのような用事（困りごとや願いごと）に応えることを目的としているか）



【メモからの整理②：役割分担】

チーム（部・課など）名称 果たしている役割（仕事の内容）

どのような「役割分担」になっているか？

訪問先の企業には、どのようなチーム（ここでは「部」や「課」のこと）がありましたか。主なチー
ムの名称を記入し、それぞれが果たしている役割（つまり仕事の内容）を、下記にまとめてください。



【メモからの整理③：必要な能力】

チーム（部・課など）名称 活躍する人が持っている能力

どんな能力を持った人たちが活躍しているか？
「メモからの整理②」に記したチーム（部・課など）で活躍している人は、どのような能力を持って
いましたか。チームの名称を記し、それぞれで活躍する人が持っている能力を、下記にまとめてくだ
さい。



【総括】「自分について分かってきたこと」の整理
先に述べたように、企業訪問の目的は「明日の自分を探すための手がかりを得る」ことです。訪問
先で見聞きしたこと、自分なりに感じたことをもとに、今回の訪問を通じて分かってきた「自分自
身の傾向、特徴」を、以下にまとめてみましょう。

①「製品やサービスの提供を通して社会に貢献する」という企業の活動に、興味を持てましたか？

持てた 持てなかった よく分からない （どれかに○をつける）

そう感じた理由

②興味を持った「企業内の仕事」はありましたか。あったとすれば、その理由は何ですか？

興味を持った理由

興味を持った仕事

③企業で活躍するために、どんな能力を高めたいと感じましたか？ （いくつでもかまいません）

高めたい能力



最終ワーク：めざす仕事に向けて挑戦することを決める

もっともやってみたい仕事（名称） 必要な知識や能力は何か？ どんな挑戦や努力をしていくか？

「めざす仕事」を決めた後に大切になってくるのは、将来その仕事ができるようになるために、今、
何に挑戦していくのか、を決めることです。
①自分が今「めざしている仕事」がどんな仕事なのか、本やインターネットで調べてみましょう。
②自分にとって「もっともやってみたい仕事」を１つ書き出し、その仕事で活躍するためには、どん
な知識や能力が必要となるのか、それぞれの知識や能力を獲得するために、具体的にどんな挑戦や努
力していくのかを、下記に記してください。



お礼の手紙を書きましょう！
●訪問でお世話になった企業の方にお礼の手紙を書きましょう。
●書き方や送り方は、先生の指示にしたがってください。
●下欄は、下書き用として活用してください。


