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平成24年度文部科学省

産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業

関西外国語大学
の取り組み

社会で生き抜く力を
積み上げる

本学の実施スケジュールと運営体制
実施スケジュール
下記の実施計画に基づいて3年間にわたり取り組みます。また平成27年度以降も、引き続き本取り組みを拡充しつつ推進し、
産業界が求める人材としての資質・能力の育成を行います。

平成 24 年度

平成 25 年度

産学連携リレー講義
産学連携推進事務局開設
PBL 課題解決型授業開講
PBL成果発表報告会
PBL評価方法の確立
Gaidai Uni-Naviの開発・改修
連携大学との取組
自己評価委員会の設置・評価

産学連携リレー講義
PBL 課題解決型授業拡大
PBL成果発表報告会
Gaidai Uni-Naviの開発・改修
連携大学との取組
自己評価委員会の設置・評価

運営体制
自分の力を実社会で発揮するため
就職を実現する力、いわゆる「就業力」が、
学生一人ひとりに着実に身につくよう、

平成 26 年度

学

長

産学連携リレー講義
PBL 課題解決型授業拡大
PBL成果発表報告会
Gaidai Uni-Naviの開発・改修
連携大学との取組
自己評価委員会の設置・評価

関西外国語大学

産学連携推進事務局およびキャリアセンターが学
内外の組織・団体と緊密に連携を取りながら、取
り組み全体を主導します。

学部運営委員会

（自己評価委員会）

関西外国語大学・国際言語学部では、
早くから独自の取り組みを実施しています。

産学連携推進事務局

さらに平成24年度からは、

（キャリアセンター）

本学をはじめ大阪・兵庫・和歌山の

キャリアセンター委員会
教務委員会
学生部委員会
学務課

14大学・短大グループが取り組むプロジェクト
「産官学地域協働による人材育成の環境整備と

産 業 界

教育の改善・充実」が始まりました。

（地元企業、経済団体など）

連携大学

他大学・企業・地域と連携し、得たノウハウを
次のステップに活かすことで、
社会で生き抜く力を
さらに高く積み上げます。

関西外国語大学
■関西外国語大学

学部・学科構成
英語キャリア学部

関 西 外 国 語 大 学・関 西 外 国 語 大 学 短 期 大 学 部
英語キャリア学科
英語キャリア学科小学校教員コース

外国語学部

英米語学科
スペイン語学科

国際言語学部

関 西外 国語大学

［ 国 際言 語 学部 ］

■関西外国語大学
短期大学部

英米語学科

●大学院
●留学生別科（海外からの留学生対象）

国 際言 語コミュニケーション学 科
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グループ力で積み上げる

取り組みレポート

文部科学 省平成2 4年度の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に、
本学など大阪・兵庫・和歌山の１４大学・短 大グループの取り組みが採択されました。

現場の声から働くことの実際を知り、
ビジネスプロセスの体験を通して実 践的な力を養います。

産官学地域協働による人材育成の環境整備と教育の改善・充実

キャリアデザイン発展研究（産学連携リレー講義）

働くということは？
授業を通して、視野を広げ、意識を高めます！

産業界

大学連携会議

・経済団体 ・地元企業 ・地域など

大学グループ

和歌山大学
大阪府立大学（幹事校）
兵庫県立大学
追手門学院大学
大阪音楽大学
大阪工業大学
大阪成蹊大学
摂南大学
帝塚山学院大学
芦屋大学
大手前大学
神戸学院大学
大阪音楽大学短期大学部

実践課題の
抽出

産官学地域協働連携会議など
テーマ別委員会

取組テーマⅠ カリキュラム体系
取組テーマⅡ 産官学地域協働
取組テーマⅢ 教育手法・手段
取組テーマⅣ 評価体制を支援する ICT

１年次の必修科目である「キャリアデザイン」を２年次には「産学連携リレー講
義（キャリアデザイン発展研究）」としてさらに深化発展させました。この授業は、実
際的な視点から業界・職種の研究を行うと同時に、社会に対する認識や社会貢献
など多くの視点から「働く」ということの意味を考えさせ自らのキャリアデザインの
ための意識高揚に繋げるものです。
特色は、産業界、地域などから講師を招きリレー方式により授業を進めるという
ユニークなスタイル。現実的な視点から業界・職種の研究をするとともに社会人の
生の声を聴くことで「仕事の喜び、厳しさ」を実感し、職業観の育成に繋げます。

PBL：プロジェクト・ベースド・ラーニング（課題解決型授業）

取り組みを可視化し
産業界等から
評価を受ける

合同フォーラム

※本学は国際言語学部の取り組み
となる。

取り組み全体を情報発信・啓発

関西外国語大学

ニーズに見合った
人材提供の促進

産業界のニーズ把握

企業、行政、地域と連携し、
課題解決に取り組む
体験型の授業です！

本取り組みでの成果・知見を教育改善に活かす

基礎力をより実践的な形で完成させるため
に、体験型授業を取り入れています。この授
業では、企業・行政・地域と連携のもと、その
企業などが実際に抱える課題や問題に対し
て、学生ならではの主体的な分析やアイデア
の展開によって解決を図り提案するもので
す。全プロセスを担当教員と外部講師（企業
講師）が協力して指導、より実践的なビジネス
プロセスや実社会、実際の企業を体験するこ
とにより就業力を育成します。また、3回生の
年間を通じた授業とし、12月からの就職活動
に最も適したタイミングで実施して、その効果
を最大限に高めています。

一年一年 、積み上げる
これまで本 校で実 践してきた取り組みとも連携し、段階を追って、
着実に就業力を積み上げる体制を構築します。
文部科学省
「大学教育改革支援プログラム」の選定実績

就職活動のプロセス

平成21年度 大学教育・学生支援推進事業 関西外国語大学短期大学部

「『ASEAN＋3』大学コンソーシアム構想」

「ファーストステージで学びの進化をカタチに」
平成18年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）
関西外国語大学

アカデミックスキルズⅠ・Ⅱ
キャリアデザインⅠ・Ⅱ

「学生人材バンクによる地域国際化の推進」
平成15年度 特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）
関西外国語大学短期大学部

「授業方法等の複合的改善による英語教育実践」

学修ナビゲーションシステム（Gaidai Uni-Navi）

1年

平成20年度 質の高い大学教育推進プログラム（教育GP）
関西外国語大学短期大学部

キャリアデザイン発展研究
（産学連携リレー講義）

2年

平成20年度 質の高い大学教育推進プログラム（教育GP）
関西外国語大学

職業選択を考える

「短大・企業・学生の三位一体による就職支援システムの構築」

PBL：
プロジェクト・ベースド・
ラーニング
（課題解決型授業）

平成24年度実績
京阪電気鉄道株式会社
株式会社 叶匠壽庵
大阪府 商工労働部
千日前道具屋筋商店街

3年

「諦めるな！ 文系大規模大学の
官民学連携緊急就職支援プログラム」

業界・企業研究

平成21年度 大学教育・学生支援推進事業 関西外国語大学

4年

「8つのコンピテンシーを核とした就業力育成」

採用試験
︵筆記・面接など︶

平成22年度 大学生の就業力育成支援事業 関西外国語大学

企業セミナー

「産官学地域協働による人材育成の環境整備と
教育の改善・充実」

エントリー受付

平成24年度 産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業
関西外国語大学

履修科目

学修ナビゲーションシステム（Gaidai Uni-Navi）

4年間の教育の成果をひとつにまとめていく
学修ナビゲーションシステム
就業力を高める多様なプログラムを統括するシステムとして、学修ナビゲーションシステムを構築しました。コンピテンシーの評価をはじめ、
成績、語学力レベル、留学、課外・学外の活動状況など、学生の成長に関するあらゆる情報を、一元管理しています。それらの情報をもとに、
キャリアデザインアドバイザー（CDA）が、一人ひとりの達成度や目標などを把握した上で、就業力カウンセリングを実施。自分がめざす夢に
近づくためにはどのような学び方をすればよいか、どのように就職活動を展開すべきかなど、総合的な視点から指導・アドバイスを行い、将
来の道を切り開くためのサポートを行います。

