
「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

16 ・・・最も正しいと思うか【○】を付けてください。 ・・・最も正しいと思うか次から選んでください。

20
ワークシートＡ　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシートＡ　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前

（各項目に関して記述しましょう）（追加）

（１つめの項目）

1. 「カッコイイ・カワイイ」大人の仕事ってどんなの？　（下
のシートに書いてね）

１. 「カッコイイ・カワイイ」大人の仕事ってどんなの？

（２つめの項目）

あなたが「1.」で右側に書いた仕事 あなたが「1.」で書いた仕事

（３つめの項目）

⇒「・」についてそれぞれ対応するものを線で結ぼう！ 次の「ヤバイ・ヒサン」などの課題に対応する法律や制度を選びましょう！

※左右の項目を線で結ぶ作業 ※各左の項目の下に右の項目を並べ、そこから選ぶ作業

働く先の将来（倒産したりしないか）
　育児休暇
　労働基準法
　労災保険
　　　･
　　　･
　　　･
突然リストラされないか（勤め先をいきなり「クビ」にならないか）
　育児休暇
　労働基準法
　労災保険
　　　･
　　　･
　　　･

21 ワークシートＢ　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシートＢ　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

（１つめの項目）

1. 「カッコイイ・カワイイ」大人の仕事ってどんなの？　（下
のシートに書いてね）

１. 「カッコイイ・カワイイ」大人の仕事ってどんなの？

（２つめの項目）

あなたが「1.」で右側に書いた仕事 あなたが「1.」で書いた仕事

22 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

23
※各左の項目に続いて答え

働く上での「ヤバイ・ヒサン」など -- 「働く」に関連する法律や制度　の順

働く先の将来（倒産したりしないか）--雇用保険
突然リストラされないか（勤め先をいきなり「クビ」にならないか）--解雇予告
（手当）
仕事と家庭生活の両立（妊娠や出産・子育てなど）--育児休暇
　　　･
　　　･
　　　･

26
※文言を矢印で結び、並べた

あなた　→　何をする？　→　お店
あなた　←　何をする？　←　お店
例えば・・・　働く　　お金　　時間　　指示　　ルールを守る

26 Q．働く側（アルバイト）と・・・・・・・しなければならないこと
は何だろう？（上の図も参考に）

Q．働く側（アルバイト）と・・・・・・・しなければならないことは何だろう？

27 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

30
→あなたがそう考えた・・・・・・？

◎労働条件をしっかり・・・・・・。

◎今日の授業の・・・・・・。

①あなたがそう考えた・・・・・・？

②労働条件をしっかり・・・・・・。

③今日の授業の・・・・・・。

34
ワークシート　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシート　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前

（各項目に関して記述しましょう）（追加）

35 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

39 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

45 相談準備シート（又は「問題整理シート」）
相談日時：平成　　年　　月　　日　　　時～

相談準備シート（又は「問題整理シート」）
相談日時　　平成　　年　　月　　日　　　時～
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

46 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

50
以下に記載されている認定基準を・・・・・・。 次に記載されている認定基準を・・・・・・。

51 後悔しない「My Life Event & My Choice」～「選択し自律
的に生きる」ために～

後悔しない「My Life Event & My Choice」
「選択し自律的に生きる」ために
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

ミッション２　下の図の空欄に入る漢字２文字は何でしょ
う？

ミッション２　次の空欄に入ることばは何でしょう？

ミッション３　就職は誰にでも・・・・・・。
　　下表の左右の項目のうち、後悔しないと思う方に○を
つけよう。

ミッション３　就職は誰にでも・・・・・・。
　次のうち、後悔しないと思う方を選ぼう。

（QRコード）
（QRコード を　通常の URL 表記に ）

https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

52 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

56 ①職業を持つ人として生きる「青年期」「成人・壮年期」の課題

「青年期」
（　　　）、アルバイト経験、就職する
職業を通して（　　　）をはかる

「成人・壮年期」
職業上の責任の高まり、知識・技術の向上
職場環境の向上への参画

働くことに関する不安
若者の仕事観や将来像と職業的自立、就労等支援等に関する調査（平成23
年度内閣府）
ｎ＝3000人　　単位は％
（以下、　とても不安 -- どちらかといえば不安 -- あまり不安ではない --
まったく不安ではない -- 不安　計 -- 不安ではない　計　の順）

きちんと仕事ができるか -- 37.9 -- 42.7 -- 15.9 -- 3.4 -- 80.7 -- 19.3
働く先での人間関係がうまくいくか -- 38.7 -- 40.3 -- 17.5 -- 3.5 -- 79.0 --
21.0
働く先の将来はどうか（会社が倒産したりしないかなど） -- 27.9 -- 42.6 --
24.4 -- 5.1 -- 70.5 -- 29.5
　　　･
　　　･
　　　･

2 平成29年10月24日現在



「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

57 将来への不安
社会保障を支える世代に関する国民意識等調査（平成22年厚生労働省）
年齢階級、性別に見た将来への不安について（複数回答）
単位は％
（以下、　総数 -- 20～29歳 -- 30～39歳 -- 40～49歳 -- 50～64歳 -- 男
性 -- 女性　の順）

公的年金が老後生活に十分であるかどうか -- 73.5 -- 57.5 -- 66.7 -- 74.9
-- 81.6 -- 71.8 -- 75.2
あなた又はあなたの親の医療や介護が必要になり、その負担が増大してし
まうのではないか -- 45.0 -- 34.1 -- 43.0 -- 47.3 -- 48.5 -- 41.3 -- 48.5
　　　･
　　　･
　　　･

悩みや不安の内容
「平成28年度　国民生活に関する世論調査」（内閣府）
日頃の生活の中で、「悩みや不安を感じている」と答えた者に、複数回答
単位は％

老後の生活設計について -- 54.0
自分の健康について -- 51.6
　　　･
　　　･
　　　･
総数（Ｎ＝4126人）

58 「人の一生から見た社会保障制度」
「平成24年度版厚生労働白書」より

国民生活を生涯にわたって支える社会保障制度

（以下、社会制度内容 -- 期間　の順）

 -- 保険・医療 --
　健康づくり -- 妊婦健診は出生前から出生まで　　乳幼児健診、学校健診、
予防接種は出生から18歳まで　　事業主による健康診断は18歳から引退ま
で
　健康診断 -- 特定健診・特定保健指導は40歳から75歳まで
　疾病治療・療養 -- 医療保険（医療費保障）は　出生前から75歳まで　　高
齢者医療は75歳から

 -- 社会福祉等 --
　児童福祉　母子・寡婦福祉 -- 保育所は出生から6歳まで　　放課後児童ク
ラブは6歳から12歳まで
　地域の子育て支援（乳児家庭全戸訪問事業、地域子育て支援拠点事業
等）は　出生から18歳まで
　児童手当は出生から15歳まで
　児童扶養手当は出生から18歳まで
　保護を要する児童への社会的養護等は出生から18歳まで　　　介護保険
（在宅サービス、施設サービス等）は40歳から引退後まで
　障害（児）者福祉 -- 在宅サービス（居宅介護、デイサービス、短期入所、
補装具の給付等）、施設サービス（障害者支援施設等）、社会参加促進（ス
ポーツ振興等）、手当の支給（特別障害者手当等） は出生から引退後まで

　

 -- 所得保障 --
　年金制度 -- 遺族年金は出生から引退後まで　　　障害年金は出生から引
退後まで　老齢年金は60歳もしくは65歳から引退後まで
　生活保護 -- 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対
し、最低限の生活を保障 は出生から引退後まで
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

58  -- 雇用 --
　労働力需給調整　労災保険　雇用保険 -- 職業紹介、職業相談等、高齢
者雇用、障害者雇用、働いて事故にあった時、失業した時など　は15歳から
引退まで
　職業能力開発 -- 公共職業訓練、労働者個人の自発的な職業能力開発を
支援 は15歳から引退まで
　男女雇用機会均等　　仕事と生活の両立支援 -- 男女雇用機会均等・育
児休業・介護休業等 は15歳から引退まで
　労働条件 -- 最低限の労働条件や賃金を保障、労働者の安全衛生対策
は15歳から引退まで

59
⇒「・」についてそれぞれ対応するものを線で結ぶ 次の働く上での「不安や困る事」に関連する法律や制度を選びましょう！

※左右の項目を線で結ぶ作業 ※各左の項目の下に右の項目を並べ、そこから選ぶ作業

働く先の将来（倒産したりしないか）
　育児休暇
　労働基準法
　労災保険
　　　･
　　　･
　　　･
突然リストラされないか（勤め先をいきなり「クビ」にならないか）
　育児休暇
　労働基準法
　労災保険
　　　･
　　　･
　　　･

①左の空欄に、資料から読み取った「不安や困る事」を書
き出す
②それらの不安や・・・・・・で調べ、右の空欄に書き込む

①資料から読み取った「不安や困る事」を書き出す
②それらの不安や・・・・・・で調べ、①の答えに書く

60 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

※①と②の質問には、最も近い答えに○を、③、④の質問
には自由に書いてください。

※①と②の質問には、最も近い答えを選び、③、④の質問には自由に書い
てください。

①これから働いて生活していく上で・・・？
　　　知ることができた　　　ある程度できた　・・・
②あなたに起こる可能性が・・・？
　　　理解することができた　　　ある程度できた　・・・

①これから働いて生活していく上で・・・？
　　　答え　知ることができた　　　ある程度できた　・・・
②あなたに起こる可能性の・・・？
　　　答え　理解することができた　　　ある程度できた　・・・

65 ※枠の中を差替

シンキングツールとは
　「考える事」を助ける手法で、一般的には様々な図形を使い、視覚的なもの
を用いて考えをまとめたり「考える方法」を支える手法のひとつとして、数々
のシンキングツールがあります。
　考えるプロセスのひとつに、要因別に並べる、起こった順に並べる、影響の
大きな順に並べるなど、何かの軸に沿って出来事を並べることで「考える事」
を助けるツールとして活用しています。

１チーム２人以上
　
　　　･
　　　･

※文言　「ベン図」 　を削除

シンキングツールによるブレインストーミング

シンキングツールを活用して、「働く」と「幸せ」について自分たちが持ってい
るイメージをまとめて みよう！
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

65 資料読解＆思考整理
 
別紙資料を参照して、さらに深化させてみよう！

どんどん追記して

参考資料　国民生活選好度調査結果＆「労働時間や働き方のニーズに関す
る調査」（労働者調査）

66 ※ベン図を使用せず、生徒がシンキングツールを作りながら（質問の答えを考えなが

ら）同じ内容を考えるワークに変更。

「働く」における「幸せ・不幸せ」のシンキングツールを作ってみよう

働くって何かを記入しましょう

幸せって何かを記入しましょう

不幸せって何かを記入しましょう

共通するものって何かを考えてみましょう

※ベン図　→　シンキングツール に

ペアによる対話ワーク（２セット）

一人２分間で、話し手は「働く」における「幸せ・不幸せ」についてシンキング
ツールをもとに話してみよう！

聴き手は傾聴姿勢を意識しましょう。
気付いたことを書き残そう。

67 振り返りシートA 振り返りシートA
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

本日の自己評価（次から選びましょう）
５．完璧です！
４．ほぼＯＫ！
３．できたかな
　　　･
　　　･
　　　･

本日の授業内で自分ができたこと（次から選びましょう）
会話する
質問する
教える
　　　･
　　　･
　　　･

68
⇒「・」についてそれぞれ対応するものを線で結ぼう！ 次の「働く上での不幸」に関連する法律や制度を選びましょう！
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

68 ※ワークシートＢ（1）左右の項目を線で結ぶ作業 ※各左の項目の下に右の項目を並べ、そこから選ぶ作業

働く先の将来（倒産したりしないか）
　育児休暇
　労働基準法
　労災保険
　　　･
　　　･
　　　･

突然リストラされないか（勤め先をいきなり「クビ」にならないか）
　育児休暇
　労働基準法
　労災保険
　　　･
　　　･
　　　･

※ワークシートＢ（2） 空欄に書き込む作業 ※ワークシートＢ（2） 答えを書き出していく作業

①資料から読み取った「働く上での不幸」をシンキングツールから写す
②それらの「働く上での不幸」に ・・・ で調べ、①の答えに書く。

69 問　現在、あなたは　・・・　○で囲んでください。

平均は6.46点　ｎ＝3569人　　単位は％

0点（とても不幸） -- 0.6
1点 -- 0.8
　　　･
　　　･
　　　･
10点（とても幸せ） -- 6.8

問　幸福感を判断する際に、　・・・　○を付けてください。

ｎ＝3573人
単位は％

健康状況 -- 65.4
家族関係 -- 65.2
家計の状況（所得・消費） -- 62.1
　　　･
　　　･
　　　･
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

70 問　あなたの幸福感を　・・・　○をつけてください。

ｎ＝3565人　　単位は％

家族との助け合い -- 63.3
あなた自身の努力 -- 60.7
友人や仲間との助け合い -- 28.9
　　　･
　　　･
　　　･

問　企業や事業者による　・・・　○をつけてください。

ｎ＝3533人　　単位は％

給料の安定 -- 65.2
仕事と生活のバランス確保 -- 50.2
雇用の維持・拡大 -- 47.2
　　　･
　　　･
　　　･

71 企業及び労働者が考える所定外労働の発生理由

企業調査
ｎ＝全有効回答企業 2412社
単位は％
複数回答

（以下、計（平均選択数2.9個） -- 過去１年間に1ヶ月の所定外労働時間が
45時間を超えた正社員がいる（平均選択数3.2個）（所定外労働時間は平均
25.7時間） -- 過去１年間に1ヶ月の所定外労働時間が60時間を超えた正社
員がいる（平均選択数3.2個）（所定外労働時間は平均26.8時間） -- 過去１
年間に1ヶ月の所定外労働時間が80時間を超えた正社員がいる（平均選択
数3.4個）（所定外労働時間は平均28.8時間）の順）

業務の繁閑が激しいから、突発的な業務が生じやすいから -- 64.8 -- 68.6
-- 69.0 -- 68.6
人員が不足しているから（一人当たりの業務量が多いから） -- 50.9 -- 54.7
-- 57.4 -- 59.6
　　　･
　　　･
　　　･
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

71 労働者調査
ｎ＝所定外労働をすることがある労働者6615人
単位は％
複数回答

（以下、計（平均選択数 2.4個） -- 過去１年間に1ヶ月の所定外労働時間が
45時間を超えた経験がある（平均選択数2.8個）（１週間の実労働時間は平
均50.1時間） -- 過去１年間に1ヶ月の所定外労働時間が60時間を超えた経
験がある（平均選択数3.0個）（１週間の実労働時間は平均52.1時間） -- 過
去１年間に1ヶ月の所定外労働時間が80時間を超えた経験がある（平均選
択数3.2個）（１週間の実労働時間は平均54.5時間）　の順）

業務の繁閑が激しいから、突発的な業務が生じやすいから -- 58.5 -- 60.3
-- 60.6 -- 60.3
人手不足だから（一人当たり業務量が多いから） -- 38.2 -- 49.3 -- 53.7 --
59.8
　　　･
　　　･
　　　･

仕事と生活のバランスに関わる現状・理想と所定外労働の実施状況や年次
有給休暇の取得状況

労働者調査

 -- 合計人数 --
単位は 人
計 -- 8881　　男性・20歳代以下 -- 948　　30歳代 -- 2101 ・・・　 80％超 --
1169

 -- 仕事に生きがいを求め、それ以外の生活を多少犠牲にしても全力を傾け
る
 --
（以下、　理想 -- 現状　の順）
単位は％
計 -- 1.7 -- 7.5
男性・20歳代以下 -- 2.5 -- 9.1
30歳代 -- 2.5 -- 8.9
　　　･
　　　･
　　　･
 80％超 -- 1.2 -- 4.9

　　　･
　　　･
　　　･
年次有給休暇の取得状況（追加）

 -- ｎ（数） --
単位は人
仕事に重点型 -- 4228
バランス型 -- 3326
生活に重点型 -- 750

 -- 1ヶ月当たりの平均的な所定外労働時間 --
労働者平均　　　単位は時間
仕事に重点型 -- 30.0
バランス型 -- 18.7
生活に重点型 -- 15.5
バランス型との差（仕事に重点型） -- 　11.3
バランス型との差（生活に重点型） -- 　-3.2
　　　･
　　　･
　　　･
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

72 ※「左記」→「上記」 に。
※表 「仕事と生活のバランス」 　の下段、「無回答」の数字も明記（冊子版では割
愛されている）:
年次有給休暇の取得率が 0％ -- 1.0
年次有給休暇の取得率が 0％超～30％以下 -- 0.4
年次有給休暇の取得率が 30％超～50％以下 -- 0.7
年次有給休暇の取得率が 50％超 -- 0.8
計 -- 0.5

所定外労働や年次有給休暇が労働条件等の満足度に及ぼす影響

労働者調査
ｎ＝8881人    （ｎ＝男性労働者 5912人）

 -- 仕事のやりがい --
過去１年間に、1ヶ月の所定外労働時間が45時間を超えたことがある
満足 -- 10.6　　どちらかといえば満足 -- 46.0　　何とも言えない -- 32.7
どちらかといえば不満 -- 6.4　　不満 -- 3.7　　無回答 -- 0.8

（上記の経験は）ない
満足 -- 9.6　　どちらかといえば満足 -- 44.3　　・・・
　　　･
　　　･
　　　･
計
満足 -- 10.0　　どちらかといえば満足 -- 44.5　　・・・

年次有給休暇の取得率が0％
満足 -- 10.5　　どちらかといえば満足 -- 43.6　　・・・
　　　･
　　　･
　　　･
計
満足 -- 10.8　　どちらかといえば満足 -- 46.4　　・・・
　
　　　･
　　　･
　　　･

18時頃には退社できるようになったらしたいこと

労働者調査
ｎ＝8881人
（以下、週実労働45時間以上（平均選択数3.2個）-- 週実労働50時間以上
（平均選択数3.2個）-- 週実労働60時間以上（平均選択数3.3個）-- 男性・未
婚（平均選択数2.8個）-- 男性・既婚（平均選択数3.0個）-- 女性・未婚（平均
選択数3.3個）-- 女性・既婚（平均選択数3.0個）　の順）
単位は％

心身の休養・リフレッシュ -- 65.4-- 66.3 --　 ・・・
　　　･
　　　･
　　　･
無回答 -- 3.3 -- 2.9 --　 ・・・

計（平均選択数3.0個）
心身の休養・リフレッシュ -- 64.0
自身の趣味 -- 57.8
　　　･
　　　･
　　　･

73 １チーム２人以上
　
　　　･
　　　･

75 振り返りシートＢ 振り返りシートＢ
（各項目に関して記述しましょう）（追加）
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

75 本日の自己評価（次から選ぼう）
５．完璧です！
４．ほぼＯＫ！
３．できたかな
　　　･
　　　･
　　　･

本日の授業内で自分ができたこと（次から選ぼう）
会話する
質問する
教える
　　　･
　　　･
　　　･

79 ワークシートＡ　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシートＡ　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

　（メモ） ※下のメモ欄 は割愛した

ワークシートＢ（1）～（4）　　　年　　月　　日　　 年　　組
名前：

ワークシートＢ（1）～（4）　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

<右の根拠> <根拠>

<シナリオ>
（以下、人物 --　台詞　の順）

84 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

85 ワークシートＣ　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシートＣ　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

90 ワークシート　　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシート　　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

92 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

97 １）各班で次の文を読んで下線部①～④の中で・・・・・・！ １）各班で次の文を読んで①～④の中で・・・・・・！

102 ワークシート　　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシート　　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

104 ①都道府県労働局等に寄せられた「いじめ・嫌がらせ」の相談件数

（以下、16年度--17年度--18年度--19年度--20年度--21年度--22年度--
23年度--24年度--25年度--26年度　の順）

民事上の個別労働紛争相談件数--160166--176429--187387・・・・・・
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数--14665--17859--22153・・・・・・
民事上の個別労働紛争相談件数に占める「いじめ・嫌がらせ」の割合（「いじ
め・嫌がらせ」を含む相談件数を全体の相談件数で単純に除したもの。）--
9.2％--10.1％--11.8％・・・・・・
　　　･
　　　･
　　　･

80、
81、
82、
83、
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

104 ②パワーハラスメントの経験の有無

平成24年度 職場のパワーハラスメントにおける実態調査報告書への回答
者全員
総数は9000人
単位は％

（以下、経験あり--経験なし　の順）

パワハラを受けたことがある--25.3--74.7

勤務先で、パワハラを見たり、相談を受けたことがある--28.2--71.8

パワハラをしたと感じたり、したと指摘されたことがある--7.3--92.7

105 ６つの類型から選ぼう！（追加）

③パワーハラスメントの６つの類型

１　叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。丸めたポスターで頭を叩く。
　①身体的な攻撃
　②精神的な攻撃
　③人間関係からの切り離し
　④過大な要求
　⑤過少な要求
　⑥個の侵害

２　同僚の目の前で叱責される。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒され
る。必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る。
　①身体的な攻撃
　②精神的な攻撃
　　　･
　　　･
　　　･

３　1人だけ別室に席を移される。強制的に自宅待機を命じられる。送別会に
出席させない。
　①身体的な攻撃
　②精神的な攻撃
　　　･
　　　･
　　　･

４　運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。事務職なのに倉庫業
務だけを命じられる。
　①身体的な攻撃
　②精神的な攻撃
　　　･
　　　･
　　　･
　
５　新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押しつけられ
て、同僚は、皆先に帰ってしまった。
　①身体的な攻撃
　②精神的な攻撃
　　　･
　　　･
　　　･
　
６　交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。
　①身体的な攻撃
　②精神的な攻撃
　　　･
　　　･
　　　･
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

105 ④パワーハラスメントが発生している職場の特徴

過去３年間にパワハラに関する相談があった企業
総数は1571社
単位は％

上司と部下のコミュニケーションが少ない職場--51.1
正社員や正社員以外など様々の立場の従業員が一緒に働いている職場--
21.9
　　　･
　　　･
　　　･

106 ⑤パワーハラスメントを受けた後の対応

平成24年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書
過去３年間にパワハラを受けたことがあると回答した者（総数は2279人）複
数回答

（以下、全体--20代--30代--40代--50代以上　の順）
同僚に相談--14.6--19.9--17.0--12.7--9.9
上司に相談--13.6--19.0--12.8--14.1--10.2
　　　･
　　　･
　　　･
退職　パワハラを受けたと回答した20代のうち、約20％が会社を退職してい
ます--13.5--20.1--13.6--11.8--10.2
　　　･
　　　･
　　　･

107 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

111 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

114 実雇用率と雇用されている障害者の数の推移（厚生労働省調べ）

障害者の数　単位は千人

（以下、13年--14年--15年--16年--17年--18年--19年--20年--21年--22
年--23年--24年--25年--26年--27年--28年--　の順）
精神障害者--0--0--0・・・・・・
知的障害者--31--32--33・・・・・・
身体障害者--222--214--214・・・・・・
実雇用率--1.49%--1.47%--1.48%・・・・・・

法定雇用率は13年から24年まで1.8％、24年から28年まで2.0％

注１　雇用義務のある・・・・・・
注２　「障害者の数」とは、・・・・・・
　平成17年まで－身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）　　知的
障害者（重度知的障害者はダブルカウント）　・・・・・・
　平成18年以降平成22年まで－身体障害者（重度身体障害者はダブルカウ
ント）　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）　・・・・・・
　平成23年以降－身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）　　知的
障害者（重度知的障害者はダブルカウント）　・・・・・・
注３　法定雇用率は平成24年までは・・・・・・

115 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

118 ＜ワークシート＞　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシート　　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

119 「男女共同参画白書(平成27年版）」女性の年齢階級別労働力率の推移

（以下、昭和50年 -- 昭和60年 -- 平成７年 -- 平成26年　の順）
単位は％
15～19歳　-- 21.7 -- 16.6 -- 16 -- 16.7
20～24歳　-- 66.2 -- 71.9 -- 74.1 -- 69.4
25～29歳　-- 42.6 -- 54.1 -- 66.4 -- 79.3
30～34歳　-- 43.9 -- 50.6 -- 53.7 -- 71
35～39歳　-- 54 -- 60 -- 60.5 -- 70.8
40～44歳　-- 59.9 -- 67.9 -- 69.5 -- 74.3
45～49歳　-- 61.5 -- 68.1-- 71.3 -- 76.8
50～54歳　-- 57.8 -- 61-- 67.1-- 75.7
55～59歳　-- 48.8 -- 51 -- 57 -- 67.9
60～64歳　-- 38 -- 38.5 -- 39.7 -- 48.7
65～69歳　-- 24.7 -- 26.8 -- 27.2 -- 31.1
70歳～　　 -- 9.3 -- 10 -- 10.3 -- 8.9

備考
１。　総務省「労働力調査（基本集計）」により作成
２。　「労働力率」は、１５歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失
業者）の割合

「男女共同参画白書(平成28年版）」主要国における女性の年齢階級別労働
力率

（以下、日本 -- フランス -- ドイツ -- 韓国 -- スウェーデン -- 米国　の順）
単位は％
15～19歳　-- 16.8 -- 10.8 -- 25.8 -- 7.8 -- 38.2 -- 34.4
20～24歳　-- 68.5 -- 57.9 -- 67.1 -- 56.4 -- 70.3 -- 68.3
25～29歳　-- 80.3 -- 78.7 -- 79.1 -- 72.9  -- 82 -- 73.8
30～34歳　-- 71.2 -- 81 -- 80 -- 61.8 -- 87.8 -- 72.9
35～39歳　-- 71.8 -- 83.4 -- 81.1 -- 55.8 -- 89.3 -- 73.6
40～44歳　-- 74.8 -- 86.2 -- 84.4 -- 64.8 -- 91.5 -- 75
45～49歳　-- 77.5 -- 85.1-- 85.6 -- 70.4 -- 90.6 -- 74.5
50～54歳　-- 76.3 -- 81.1-- 83.1-- 67.3 -- 86.6 -- 72.5
55～59歳　-- 69 -- 70.8 -- 75.8 -- 58.6 -- 83.5 -- 66.3
60～64歳　-- 50.6 -- 29 -- 48.8 -- 48.2 -- 66.2 -- 49.8
65歳～　-- 15.3 -- 2 -- 3.9 -- 23.4 -- 12.2 -- 15.3

備考
１。　日本は総務省「労働力調査（基本集計）」（平成27年）、その他の国は
ILO＜ILOSTAT＞より作成。
２。　「労働力率」は、労働力人口（就業者＋完全失業者）　「１５歳以下人口」
×100。
３。　日本、フランス、韓国及び米国は2015（平成27）年値、その他の国は
2014(平成26）年値。
４。　米国の15～19歳の値は、16～19歳の値。
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

119 「男女共同参画白書(平成28年版）」共働き等世帯数の推移

単位は万世帯
（以下、男性雇用者と無業の妻から成る世帯--雇用者の共働き世帯　の順）
55年 -- 1,114 -- 614
56年 -- 1,082 -- 645
57年 -- 1,096 -- 664
58年 -- 1,038 -- 708
59年 -- 1,054 -- 721
60年 -- 952 -- 722
61年 -- 952 -- 720
62年 -- 933 -- 748
63年 -- 946 -- 771
平成元年 -- 930 -- 783
2年 -- 897 -- 823
3年 -- 888 -- 877
4年 -- 903 -- 914
5年 -- 915 -- 929
6年 -- 930 -- 943
7年 -- 955 -- 908
8年 -- 937 -- 927
9年 -- 921 -- 949

10年 -- 889 -- 956
11年 -- 912 -- 929
12年 -- 916 -- 942
13年 -- 890 -- 951
14年 -- 894 -- 951
15年 -- 870 -- 949
16年 -- 875 -- 961
17年 -- 863 -- 988
18年 -- 854 -- 977
19年 -- 851 -- 1,013
20年 -- 825 -- 1,011
21年 -- 831 -- 995
22年 -- 797 -- 1,012
23年 -- 　　　--
24年 -- 787 -- 1,054
25年 -- 745 -- 1,065
26年 -- 720 -- 1,077
27年 -- 687 -- 1,114

備考
１。　昭和55年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」（各年２
月。ただし、昭和55年から57年は各年３月）
平成14年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成。「労働力調査特
別調査」と「労働力調査（詳細集計）」とでは、調査方法、調査月等が相違す
ることから、時系列比較には注意を要する。
２。　「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、
妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。
３。　「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦共に非農林業雇用者（非正規の職
員・従業員を含む。）の世帯｡
４。　平成22年及び23年の値「　　　」は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全
国の結果。

120 振り返りシート：　　本日の授業での学習の足跡を残そう！ 振り返りシート　　本日の授業での学習の足跡を残そう！
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

１。　学習を始める前に
誰にとっても働き続けやすい社会とは
どんな社会でしょうか？

２。学習を終えた後で
誰にとっても働き続けやすい社会とは
どんな社会でしょうか？

学習前と学習ごとの自分の考えを比較する
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

120 ４　次の項目について当てはまるものを選択しましょう
①働き続けやすい社会について
　よく考えた　　少し考えることができた　　・・・・・
②異なる意見や他者の考えを受け入れ、自分の考えを広げることが
　よくできた　　少しできた　　・・・・・

125 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

131 振り返りシート 振り返りシート
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

135 適職への再挑戦を希望する若年者は増加している
平成18年度版　国民生活白書　（内閣府）

「適職を探す若年者」数の推移
1987年 -- 425万人
1992年 -- 426万人
　　　・
　　　・
　　　・

若年者（15歳～34歳）の転職および就業希望
（以下、年 -- 実数（万人） -- 割合（％） の順）
若年者（15～34歳、在学者除く）　　1987 -- 2367 -- 100.0
1992 -- 2441 -- 100.0
1997 -- 2527 -- 100.0
　　　・
　　　・
　　　・
1987年と2004年を比較して　増減率　3.2

有業者　1987 -- 1832 -- 77.4　　1992 -- 1965 -- 80.5   1997 -- 2011 --
79.6  ・・・・・・  1987年と2004年を比較して　　増減率　5.4
うち「転職活動中の有業者」②　1987 -- 113 -- 4.8   1992 -- 123 -- 5.0
1997  -- 158 -- 6.2  ・・・・・・  1987年と2004年を比較して　　増減率　50.5 -
- 寄与度　13.4
　　　・
　　　・
　　　・

備考
１。　総務省「就業構造基本調査」、「労働力調査」により特別集計。
２。　若年者（15～34歳）の転職および就業の希望状況の推移を示したもの。
　　　・
　　　・
　　　・

138 脳・心臓疾患に係る支給決定件数の推移
単位は件
（以下、平成年度 -- 支給決定件数 -- 支給決定件数（死亡）　の順）
11年度 -- 81 -- 48　　12年度 -- 85 -- 45　　・・・・・・

資料出所　厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
注　支給決定件数は、当該年度内に「業務上」と認定した件数で、当該年度
以前に請求があったものを含む。
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

138 脳・心臓疾患の業種別請求、決定及び支給決定件数
単位は件
（以下、　業種（大分類） -- 平成26年度請求件数 -- 決定件数 -- うち支給
決定件数 --  平成27年度請求件数 -- 決定件数 -- うち支給決定件数　の
順）
農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業 -- 5（1） -- 10（1） -- 5（1） -
- 12（0） -- 6（0） -- 1（0）
製造業 -- 77（4） -- 70（5） -- 31（2） -- 109（6） -- 92（3） -- 34（2）
　　　　・
　　　　・
　　　　・
合計 -- 763（92） -- 637（67） -- 277（15） -- 795（83） -- 671（68） -- 251
（11）

資料出所　厚生労働省「平成27年度『過労死等の労災補償状況』」
注１。　業種については、「日本標準産業分類」により分類している。
　２。　「その他の事業（上記以外の事業）に分類されているのは、不動産業、
他に分類されないサービス業などである。
　３。　（　）内は女性の件数で　内数である。

142 ＜ワークシート＞　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前： ワークシート　　　　年　　月　　日　　 年　　組　　　名前
（各項目に関して記述しましょう）（追加）

144-
145 ・・・よつて・・・

・・・なつた・・・

※条文の促音は読みとおりに点訳した。

・・・よって・・・
・・・なった・・・

145 （以下、六箇月経過日から起算した継続勤務年数 -- 労働日　の順）
1年 -- 1労働日
2年 -- 2労働日
3年 -- 4労働日
　　　　・
　　　　・
　　　　・

147 労働契約と労働法とは？
労働契約の内容は、原則、会社と働く人の合意で自由に決められる。　（契
約自由の原則）
しかし　→
労働契約を完全に当事者同士で自由に決定できるようにしてしまうと、会社
より弱い立場にあることが多い。働く人（個人）にとって不利な労働条件に
なってしまいがち。
そこで　→
働く人を守るために、国家として一定のルールを設定
→　国による最低基準の法定
（憲法第27条、労働基準の法定と履行確保により劣悪な労働条件を防ぐ）
→　働く人の交渉力の向上
（憲法第28条・労働者が労働組合を結成し、団体交渉することなどの権利を
保障）

148
会社と働く人との間で、働く上での条件（労働契約　　給料・時間など）はこう
しましょう！ などと決めます。

労働契約の締結をします。
「会社」と「働く人」で合意して決める
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「『はたらく』へのトビラ」点字化にあたって

主な変更箇所一覧

頁 変更前 変更後

149
 -- 不適切な例 --

「会社」と「働く人」の労働契約を完全に自由にしてしまうと、こんなことが起き
るかも ・・・ （働く会社を決めるとき）

会社　「会社の業績が良くないから、時給500円で働いてね。」

働く人　（どこの会社も雇ってくれないし、しょうがないか） 「わかりました。」

150
労働契約の内容を全く自由にしてしまうと・・・

「会社」よりも弱い立場にあることが多い「働く人」にとって、劣悪な労働条件
の契約になってしまうかも・・・

これを防ぐために

労働法　－　労働基準法　　最低賃金法　　労働組合法　　男女雇用機会均
等法

働く人を保護します。

働く人　－　正社員　　派遣社員　　契約社員　　パートタイム労働者　　アル
バイト

労働法により皆さんの権利を守ることができます！

151
労働者が団結して交渉することで交渉力が向上

働く人の集まり（労働組合） → 1人では言いづらいことも みんなで言うことで
交渉しやすくなる。

会社 → 団体で交渉してくると、こちらも無視はできないな。

152
単に「労働法」があるだけでなく、働く人を守るために様々な制度もあります。

労働法 → 法律で決められたことを実行するために「制度」もある → 「制度」
を通じて、働く人の権利を守ることができる → 「働く人」の権利の救済

 -- 代表的な例 --
仕事中にケガをしてしまった → 「労働者災害補償保険法」という法律の存在
→ ケガをされた方の生活保障のための「労災保険制度」が存在
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