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Ⅰ はじめに 

グローバル化の進展と知識集約型経済の移行により、高等教育の需要は高まると同時に、国境化を超え

た教育研究活動のボーダレス化が急速に進展している。このような国境を超えた教育課程の広がりは、高

等教育や産業界への人材供給の結節点となる職業訓練校にも見られ、国の持続的な発展を目指し、教育制

度での多面的なアプローチ・多様な技術や技能に対応する産業人材の育成が求められている。 

2016 年以降に発足した国連 SGDｓでは、その目標の中に「包括的かつ持続可能な経済成長及びすべて

の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する」

が設定されている。国の持続的な発展には、ミレニアム目標で重点化された初等教育に加えて、専門的な

職業教育制度を有する中等・高等教育の分野においても技術の進捗に対応できる人材育成が国際的に求め

られている。 

本稿では、本年度、広島大学高等教育センターの助成事業を受けて、活用させていただいた書籍、並び

に、2017 年、12 月、並びに、2018 年度 5 月に、シンガポール職業訓練校の提携校において資料提供・ヒ

アリングをさせていただいた調査結果をもとに、報告を行う。これらのヒアリング調査の結果を踏まえ、

教育制度がスタートした段階であるが、シンガポールにおける職業訓練政策(Skills future 政策)と、制度

を実現させる中心的な役割を果たす職業訓練校（ITE: Institute of Technical Education）に着目をしてい

きたい。 

Skill future 政策とは、2015 年にシンガポール政府が打ち出した職業教育の政策計画に基づいて行われ

る OJT や OFF-JT を組み合わせた職業訓練プログラムである。2016 年には、追加政策として、在学中に

留まらず卒業後も社会に必要な継続した職業能力を身に付けることを期待される職業訓練への給付金制度

を発足した。特徴的な点としては、これらの給付金の対象者は、シンガポールへの国民および、永住権を

持つ定住外国籍を対象者とし、対象企業は、シンガポールに事業所を設立としていることである。 

シンガポールにおいて給付金対象者を限定的した政策が実施された背景には、積極的な外資系企業の誘

致や、外国人移民の受入政策により急速な経済発展を遂げてきたことが関係する。しかしながら、自国民

や永住外国籍者の中には、外国人労働者の増加に対する雇用政策への不満もあり、急速に進む少子高齢化

への対応策として、職業訓練に従事する自国民や永住外国籍者の能力向上を後押しする政策へと転換する

必要性が求められた。このような国内事情に対してシンガポール政府が採用した労働政策のひとつが、Skill 

future 政策である。シンガポール政府は教育省にスキルフィチャー・シンガポールという法定機関を設置

し、シンガポール人的資源省とともに職業分野における生涯学習を自国民の高技能化と生産性向上・雇用

促進・キャリア支援へ取り組む教育計画を立案した。 



シンガポールの教育課程は、初等教育６年、中等教育 4 年である。シンガポールでは小学校卒業時に、

PSLE(Primary school Leaving Examination )を受験し、試験の結果に基づき中学校に進学をする。中学

校においても、学力認定試験 GCE(General Certificate of Education)を受験し、試験結果により進学先の

振り分けが行われる。Skill future プランで職業訓練の中核と位置付けられた ITE には中等教育の卒業生

の約 25%が進学する。 

さらに、近年の傾向として職業訓練校には Skill future プログラムの一環として、シンガポール自国民

と永住国籍者への学費補助となる助成金の給付を受けた人材の受入れを開始した。また、シンガポールに

設立されている企業に対して、5 年毎に従業員が受ける職業訓練を受ける研修費用の内、最大 70%を政府

が補助金として支給される。これらの給付金制度を利用する ITE の既卒者や社会人も生徒層に加わった。

これまでの中学卒業生を加えて、新たな生徒層を入学する生徒が増加したきっかけとなった学費補助のキ

ャンペーンは、テレビ CM・コマーシャル・商業施設における担当職員による説明会の開催などの政府に

よる広報戦略がとられている。 

ITE は、1992 年に設立され、現在、シンガポール国内で 3 分校、11 カ所にキャンパスを持つ国立学校

である。在籍生徒数は、3 校の合計数で全日制 27,000 人、定時制 24,000 人である。学費は、97%は国が

負担し、個人負担は 3%であり、平均的な個人負担は年間約 1600 円から 10000 円である。教員は、正規教

員に加え、コースの熟練者や 5 年～8 年の経験者を外部人材として採用している。 

Skill future 政策の特徴である産業界のニーズに合わせた地域人材の育成という点や、国連機関（Unesco

や UN woman）や東南アジア教育大臣機構の提言等を参考にし、ITE では教育のカリキュラム・教材開発

/改定、指導員の能力強化を定期的に行っている。加えて、学校外での有給のインターンシップなどの機会

を通じた地域産業と連携・実社会でのものづくりなどの体験学習などの授業計画の充実に注力している。 

ITE での教育課程は、教科教育よりも職業実践が重視された授業設計・単元計画が設定されており、保

健医療等の社会サービスの改善、運輸交通・電力・水道などのインフラ整備・産業振興や、貿易・投資の

促進、環境保全の取り組みを担う将来のスペシャリストの育成を目指している。生徒は、コース設定によ

るが標準的に 2 年から 3 年半を在籍し、自動車関連、機械、調理、デザイン、航空宇宙・太陽技術コース、

工学設計・製造、起業、ライフサイエンス、看護、美容、物流倉庫など、三校の合計で約 100 コースが開

設されている。 

授業計画に組み込まれた有給インターンシップの機会は、ITE が契約を提携している 120 社との間で行

われる。インターンシップの中には、シンガポールの総合リゾート開発・マリーナベイ・サンズやリゾー

ト・ワールド・セントローサがある。これらの施設のレストラン・ホテル・劇場で実際に働くことができ、

リゾート施設のもつホスピタリティの知識を生徒に提供をすることができる。これは、企業側にとっても、

地域貢献につながる CSR としての側面や、永続的な人材育成・雇用の確保につながるなどの利点も見られ

る。 

 

以下は ITE で設置された代表的なモデルコースである。ITE のカリキュラムの中には、機械加工・電気

コースなど、ドイツの職業訓練校や日本の ODA 支援を受け、設立された経緯があるコースも存在する。



これらのコースは、シンガポールへ製造業が進出した際に、製品を製造する金型を製造する職人が不足し

たことから設立されたコースである。ヒアリング調査によると、後述を行うが単一国では複数国からの支

援（カリキュラム・教育課程・教員・実験機材）から受けて、シンガポール独自のコースカリキュラムを

編成されていったとのことである。 

 

1) 機械加工コース。 

機械加工の基本作業である旋盤・フライス盤での 1/100mm を追求した高精度加工技術や自動化された

NC 工作機械のプログラミングや段取り、加工技術を習得。一人一台の工作機械で機械加工の技能・技術

を習得できることを目的としている。 

 

2) 電気コース 

 電気工事の専門的な技能・技術である（図面読み書き・CAD）から施工（電灯・コンセント・動力配線）

と検査（電気測定）をはじめ、建築物の構造に関する知識を習得することができる。また、環境に配慮し

た太陽光発電や HEMS（住宅エネルギーの管理システム）の製図企画、読図法、図形の表し方、寸法記入、

機械要素（ねじ・歯車。連結部など）に関する技能・技術及び、知識を習得する。 

 

3) 製菓衛生師コース  

洋菓子、パン作りなどの分野で活躍できる人材として就職を目指している。社会・衛生法規、公衆衛生

学、栄養学、食品学、製菓理論、製菓実習、パティスリーラッピング、パティスリー研修、ビジネス論、

高度製菓技術実習、実務研修が用意されている。 

 

4) 調理師コース 

料理人や飲食店経営の分野で活躍できる人材として就職を目指し、調理師の資格を取得する。食生活と

健康、食品と栄養の特性、食品の安全と衛生、調理理論と食文化、調理実習、食育論、郊外実習を設置し

ている。 

 

5) 美容師コース 

関連法規・制度、衛生管理、保健、化粧品科学、文化論、メイク、ネイルなどを学ぶことができる。 

 

6) ホテル・ブライダルコース 

ブライダル業界や関連業界の分野で活躍できる人材として就職することをめざす。ホテル理論、サービ

ス接遇、ブライダル概論、ブライダルプロジュース、ホスピタリティ、ブライダルアート、レストランサ

ービス、コンピュータ技能を学ぶことができる。 

 

7) 繊維・デザインコース 



縫製製品の製造方法、企画、アパレル製造、ファッション消費動向と市場調査、テキスタイルのデザ

イン・パターンデザインなどを学ぶことができる。 

 

8) 環境工学基礎コース 

工業生産において、ISO や CSR、環境基準への対応・計画・施工・法令順守・評価といった工業技術者

しての中核エンジニアの育成を育成を目指している。 

 

ITE ではこれらの教育課程と指導計画を編成するにあたり、英国・豪州・米国・スイス、ドイツ・フィ

ンランド・中国等の教育機関との研究会等を通じた連携を行い、教育活動の充実を図っている。製菓・料

理・美容については、ドイツ・スイスからのカリキュラムをもとに、シンガポールに所在地を置く企業か

らのヒアリング調査を受けて、即戦力となれるコースカリキュラムを設定している。 

ITE では、スイスの教育課程である座学と実習を合わせて実施するジュアル教育をもとに教育と就職が

直結した教育計画の骨子案が作成され、座学や学校側が推奨するコンテストや技能検定に加え、インター

ンシップへの参加を促している。これらの学習成果を学習ポートフォリオの作成をしている。教員側も生

徒への進路指導をする際に、生徒が ITE 卒業後の長い職業人生に入る前段階から、キャリア教育プログラ

ム、就職活動に備えたインターンシップ、キャリア教育など様々な生徒指導の場面を想定して指導を行う。 

学習ポートフォリオをまとめることで、自己理解・仕事・理解、キャリア・プランの作成、キャリアコ

ンサルティング、職業能力開発、教育訓練機関での職業訓練、免許・資格の取得、個人の履歴、職業訓練

の棚卸ができ、職業生活を行ううえで蓄積を進めることができる。生涯を通じたキャリア・プランニング

のツールとして、個人の履歴、職業経歴の棚卸、職業生活設計などの情報を蓄積し、キャリア選択や職業

訓練等で活用ができる。Skill future 政策の一環としても、社会人の学び直しを行う際に、学習ポートフォ

リオの活用の推進に向けた広報活動を展開している。 

ITE は、シンガポール国内において職業訓練を行う私立学校（専門学校）を設立する認可権を有してい

る。設立認可を行う際には、教育課程や採用される教員のスキルについても ITE が持つ基準の達成が求め

られ、ITE と同等の教育の質が保証されるように注力している。近年、ITE は、シンガポール国内だけで

なく、13 ヶ国（ドイツ・フィンランド・フランス・米国・スイス・中国・香港・デンマーク・カンボジア・

ミャンマー・日本等）との学術・生徒交流を行っている。又、アライアンス提携（教育課程のアドバイザ

ー派遣等）をカンボジア、ミャンマーの職業訓練校と締結し ASEAN 周辺国へと国境を超えた広がりを見

せている。 

 

Ⅱ アライアンス提携先校の特徴 

アライアンス提携先の諸学校では、学校の理念・経営・生徒の意識や進路の視点に立ち、これまでシン

ガポールで開発された約 100 コースの科目から選択して構成されたカリキュラムの中から、自校の実態に

合わせた教育課程・指導計画を編成している。 

これらのアライアンス提携先での学習者は、大学・高校卒業者も含めている。また、開設科目を企業の



企業内研修の一部としても、履修することも可能である。教授言語は、現地語に加えて、英語で行われる

授業が設定されており、学校側の要請により授業者が、現地で採用される教員に加えて、シンガポールよ

り派遣されるケースもある。 

ASEAN 中に設立されたアライアンス提携系校の中には、工業団地の労働組合を母体として設立された

学校もある。設立の経緯として工業団地内に立地する企業の課題解決があった。設立が検討された当時、

世界的なサプライチェーンの拡大・国際規格への対応できる技術者の養成が求められていた。中でも、ISO

などの環境へ対応・技術者倫理に関する科目開設が必要とされていた。当初、これらへの国際規格への対

応は、各工場の代表者が集まり、国際労働機関（ILO）よりの拠出金を得てのワークショップの開催し学

んできた。しかしながら、ILO よりの拠出によるワークショップの開催は、定期的な開催は難しく、加え

て、環境規格に対応ができる適切な質の教育・訓練ができる指導者が不足していた。定期的に検査項目が

更新され続ける国際規格に対応するためにも、企業内研修の場としても活用できる学校の設立要望が寄せ

られたことも設立に繋がったという。 

アライアンス提携先がシンガポールの教育課程を採用した理由として①新設科目を産業界のニーズであ

る環境工学と人的管理の分野に対応できる柔軟な科目編成に対応できる教育課程、②授業者をシンガポー

ルから 8 時間以内に ASEAN 各国に派遣できる人的資源の充実、③学習ポートフォリオや座学に加えてイ

ンターンシップによる実地訓練組み込んだコース設定に魅力を感じ、シンガポールの教育課程に採用した

とのことであった。 

シンガポールと同様に、アライアンス提携先国においても学習ポートフォリオは活用され、専門実践教

育として仕事のスキルアップ・資格取得を目指す指標として導入が進められている。アライアンス提携先

国における学習ポートフォリオは、学校での教育と就職が直結しやすいという特色から専門職大学院、高

度専門職業人の養成を目的とした課程、職業実践力育成プログラム、大学、大学院など比べて職業訓練校

でのニーズが高いとこのことであった。また、職業訓練校の学生が、同一国の出身者ではなく、留学生も

広く含まれているため、留学生がアライアンス提携先の国内での就職、また、母国へ帰国後にも活用でき

る学習証明書という点から活用されている。 

アライアンス提携先国における職業訓練校の本科生に対する進路指導においても、シンガポールと同様

に学習ポートフォリオの記載された学習者の経歴・職業歴から、指導教員がキャリアコンサルティングを

行っている。学習ポートフォリオから得られた情報をもとに、アライアンス提携先国における学習者に必

要な専門実践教育訓練の給付金の活用や、企業実習の目標、職業能力の開発についての助言を行っている。 

生徒の進学対応については、大学・専門学校・ポリテクニックなど異なる教育課程・教育タイプの学生

の編入学・進学を支援する教育の機会を提供している。しかしながら、職業訓練校から高等教育へと異な

る教育課程での移動は、単位認定などの面から困難な場合が多い。又、高等教育への進学に必要な単位認

定科目の選定を高等教育機関と行っていないといった要因から、今後、アライアンス提携先国内での高等

教育との単位互換制度の確立を模索する必要性が求められている。 

アライアンス提携先ではインターンシップへの参加は、取得単位の対象となっていない。学校側では、

取得単位の対象となっていないが、積極的にインターンシップへの参加を呼び掛けている。生徒は、企業



実習先を自分で選ぶことができ、職業訓練校が設立されている地域で求人票を受理している会社、また、

自分の出身地域での居住地を中心に企業実習先を選ぶことができるため、就職後も自宅より通勤しやすい

点やインターシップを取り入れることで就業後のミスマッチを防ぐ目的も含まれている。 

企業側にとってもインターンシップの導入により、インターンシップでの企業実習先で評価を踏まえて、

生徒を採用する点で利点がある。学生側も、インターンシップを通じて身に付けた業務を行う上での基礎

的な技術や、職業訓練校の座学で身に付けた知識を生かした就労できる。しかしながら、インターンシッ

プが単位となっていないため、インターンシップへ参加する学生が限定的である点が課題であり、学校側

もインターンシップ参加の拡大を目指している。 

専門実践教育訓練の教育訓練給付金については、シンガポールと同様に、職業訓練校や所属先企業・政

府より奨学金して受給できる科目が設定されている。これらの給付金を活用した昼間通学制の専門実践訓

練では、業務独占資格（環境工学における ISO への検査対応者）を訓練目標とするコースなど中長期的な

キャリア形成を支援する科目も設定されている。E-learning への学費補助金は、シンガポールとは異なり

アライアンス提携先国では支給されない。 

生徒の学習形態については、通学により生徒全員に共通して学ぶ履修科目（必修科目）と、生徒の多様

な実態と、動機づけ・関心・進路選択に合わせ生徒自身が履修する（自由選択科目）に分かれている。ア

ライアンス提供先で学ぶ科目等履修生を選択する生徒は、企業内教育の外部委託先として受け入れた生徒

をケースが多く含んでいる。 

シンガポールと同様に、アライアンス提携先校においても学習ポートフォリオには円滑な就職などのた

めの職業能力のツールとして免許・資格、学習・訓練歴、訓練の評価、職務企業でのインターンシップの

記録が記されている。学校側が、職業能力証明のツールとして職業能力の見える化し、情報を蓄積して応

募書類として活用をしている。職業証明の関連情報を盛り込んだ学習ポートフォリオは、履歴書だけでは

理解されにくい職業能力を証明するものである。一方で、生徒の中には学校外で開催される多様なワーク

ショップで発行された修了証が合わせて、学習ポートフォリオに掲載するケースもある。どのような資格・

修了証が産業化・企業のニーズと一致しているのか、企業側も学習ポートフォリオに蓄積した情報から、

選択することも必要性である。 

 

Ⅲ おわりに 

シンガポールの職業訓練政策 Skill future 政策において重要な役割を果たす職業訓練校を取り上げ、そ

の制度的な特徴、国境を超えたアライアンス提携先での教育課程の実態について報告を行った。得られた

知見は以下である。 

第一に、シンガポールでは、Skill future 政策のもと、技術の進捗に合わせた教育課程を再編・産業界

のニーズを捉えたインターンシップの導入と学習ポートフォリオの作成を通して、教育と就職を直結する

試みがなされた。 

また、シンガポールの職業訓練校は、1992 年に設立されて以降、現在では複数国にアライアンス提携先

を持つ。ITE は、政府機関としてシンガポール国内で私立の職業訓練（専門学校）をする際の許可権を有



している。これまでのシンガポール国内における新設校を設立する際の教育課程の選定・教員の採用など

の経験を生かし、アライアンス先の学校経営のアドバイザーの役割を果たしている。アライアンス提携先

では、学校の理念・整備・各国の産業集積・内部労働市場・職業訓練への給付金制度の有無などに合わせ

てローカライズされた教育課程がみられた。 

加えて、ITE はアセアンのハブ都市としての優位性（アセアン域内は 8 時間以内に移動が可能）を活か

し、途上国での確保が困難である熟練した教員の送り出し機関でもある。英語で授業ができるトレーニン

グされた教員をアライアンス先国に出張ベースで派遣している。教員不足が深刻なアライアンス提携先国

においても、シンガポールよりの外部人材を活用することができることで、科目の新設や教育課程の再編

成が可能となった。 

一方で、シンガポールの Skill future プログラムの特徴であるインターンシップの実施については、シ

ンガポールとアライアンス提携先では実施期間・業種・インターンシップ後の雇用形態で相違点が見られ

た。シンガポールで修学者数の増加に結びついた給付金の提供については、シンガポールでは自国民と永

住外国籍者に限定されていたが、アライアンス提携先の職業訓練校では修学者であれば国籍・永住権に限

定されず給付金の申請ができるという違いがある。給付金の授与の有無が、就学機会の差につながってい

ると推測される。 

 最後に考察として、シンガポールの Skill future 計画の実施は、今後、外国人人材の活用・技能実習生

の拡大、リカレント教育、女性の社会進出などわが国の教育政策にとっても、先行事例と参考される一事

例ではなかろうか。 
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In 2015, the ASEAN Economic Community was inaugurated, and a market comprising the 

10 member countries of ASEAN and 600 million people was born. Due to the free movement 
of people with ASEAN regions, attention is on the movement of workers across borders. In 
particular, the flow to Thailand and Singapore of highly skilled workers and workers trained 
in the science and technological field from the so-called CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, 
Vietnam) countries within the ASEAN economic sphere is gaining attention. 

Multinational corporations operating in ASEAN who are building a global value chain 
require trained workers who build the foundations of society in the fields of legal, engineering, 
and environmental standards. In the meantime, institutes of higher education, universities, 
and vocational training schools in Singapore are receiving advice from United Nations 
organizations and the Southeast Asian Ministers of Education Organization, and using 
interview results from corporations to create industry-educational cooperation curriculums to 
provide hands-on training. In addition, a policy to enhance life-long learning of citizens 
(SkillsFuture act) was implemented.The curriculum of Singapore vocational schools have 
been localized and are operated by alliance member educational institutions within ASEAN. 

Vocational schools in Singapore take advantage of their location in  ASEAN hub city (any 
location in ASEAN can be reached within 8 hours), and function as a sending institution to 
dispatch experienced teachers to developing regions. The trained teachers who perform 
classes in English are dispatched to alliance member countries on a duty-trip basis. Alliance 
member countries with a severe lack of teachers can take advantage of foreign labor from 
Singapore to create new educational courses and reorganize their curricula. 

 
 
 


