
第３章 各大学の取組報告 

 

１．和歌山大学 

【３年間の取組内容と成果】 

１．初年度：平成 24 年度の取組 

初年度は PBL やインターンシップの先進事例を学ぶべく関西・九州の 6 大学を視察、関連シン

ポジウムにも多く参加した。具体的には北九州市立大学地域創生群の PBL 取組の視察とヒアリン

グ、九州工業大学の PBL 取組の視察とヒアリング、同志社大学プロジェクト科目成果報告会視察

等を行った。またテーマ III 委員会委員長校として委員会をまとめる目的と、同委員会所属の他

大学の事例を学ぶ目的で、都合が合わなかった１校を除く同委員会参加大学７校を全て訪問し、

キャリア教育、PBL、インターンシップの取組についてヒアリングを行った。また、同年度には

「和歌山大学の実践的キャリア教育」についてのホームページも創設し1、そこで和歌山大学の実

践的キャリア教育体系モデルを説明、本学の PBL 型科目やコーオプ型インターンシップの紹介や

募集を随時行っている。 

 

２．二年目：平成 25 年度の取組 

 平成 25 年度は本学インターンシップの効果を測定するため、社会人基礎力を含む「ヒューマン

スキル」の測定ツール HQ Profile を活用し、夏のインターンシップ参加、不参加の３年生約３０

０人に夏休み前後の２回 HQ Profile を受診してもらった。翌年度の分析によると、成果志向、柔

軟性、協調性、多様性、外向性の点で、インターンシップ参加者の方がインターンシップ不参加

者よりも夏休み中の成長度合いが有意に大きいことが分かった。また、中期実践型インターンシ

ップ参加者の方がその他のインターンシップ参加者よりも、完結性2の成長幅が有意に大きく、新

規性3の低下幅が有意に大きかった。その他、これまでの他大学の視察や情報収集で学んだことを

基に学内の体制整備の話し合いが進められた。 

 

３．最終年度：平成 26 年度の取組 

 最終年度はこれまでの学習成果を生かし本学の体制整備が進んだ。平成１３年に発足し、自主

演習（PBL）科目を提供する学生自主創造科学センターが、本年度から「協働教育センター」に

名前を変え、同センターの教員と本事業で採用されキャリア教育や全学 PBL に携わる教員が協力

して協働教育科目を教えるようになった。さらに本事業教員とセンター所属教員の PBL に関する

情報交換や意見交換が進められた。また 12 月 10 日に開催された第１０回教育研究会ワダイ夢活

フォーラムでは本事業に関わる教員がキャリア教育、インターンシップ、PBL について本学の教

                                                   
1「和歌山大学の実践的キャリア教育～産官学共創による PBL・コーオプ型インターンシップを中心とした教育充実、体

制整備～」http://www.wakayama-u.ac.jp/career/careeredu/ 
2 完結性：担当した仕事は最初から最後まで自分で完成させ、一定の品質を保ちつつ、期限内に完了させることができ

る 
3 新規性：自由な活動を重視し、過去のやり方を変える場合はあまり深く考え込まず、すばやく実行に移している（こ

の指標のように HQ Profile には高ければ良いとは言えない指標も存在する） 



職員・学生と情報共有や意見交換を行った。 

 

４．三年間を通した取組 

三年間を通し、本事業の予算で雇用された教員２名は本学のキャリア教育、協働教育（PBL）、

インターンシップに取り組んだ。本事業で雇用された教員が、平成 24 年度から全学提携の中期実

践型インターンシップを新しく企画し、平成 24 年度には 29 名、平成 25 年度には 24 名、平成

26 年度には 16 名（暫定）の学生が中期実践型インターンシップに参加した。また全てのインタ

ーンシップ参加者は平成 24 年度は 195 名、平成 25 年度は 226 名、平成 26 年度は 142 名4（暫

定）である。 

 ３年間を通し、キャリア教育科目「キャリアデザインを考える」、「和歌山企業トップ経営論」

（和歌山県と提携）や、協働教育科目「基礎協働演習」、「地域協働演習」（全学 PBL）、「ソフト

スキル論」等も提供した。全学部の学生を対象とした PBL 科目の受講者数は、平成 25 年度は 96

名、平成 26 年度は 4 名であった5。本事業教員は各学部の専門教育の PBL のサポートも行った。

さらに合同フォーラム、合同教職員研修や合同 PBL 等の FD・SD にも多くの教職員が参加し、

そこでの学びを本学の体制整備に生かすことができた。 

 

【今後への課題と展望】 

 ジェネリックスキル（人間力、社会人基礎力など）を目標とした即効的な教育として PBL を推

進してきたが、純粋にジェネリックスキルを狙った授業科目あるいは協働教育科目を教育課程の

なかでどのように位置づけるのか、今後さらに検討を要する．むしろ専門教育のなかにグループ

ワークや企画・提案の要素をより多く効果的に取り入れる方策と体制を考えることも必要である．

協働教育的な指導に優れた教職員の確保および専門教育教員との協力・協調による授業計画・運

営法の考案と実践が望まれる。 

 教育課程のなかでの連携性はインターンシップに対しても求められる。インターンシップを独

立のイベントとして実施するのではなく、共同研究や産学連携フォーラムの枠組みに組み入れて

展開できれば、学生に対する教育効果も教員の積極性も高まると期待できる。 

 大学教育において専門教育が第一義的であるのはたしかであり、とくに多くの大学教員が強く

それを意識しているので、キャリア教育や協働教育をそれと分離して独立に配置するのは得策で

はない。外科手術は対象疾病の専門医と麻酔医が揃ってはじめて執行できる。協働教育的なアプ

ローチが麻酔医のように機能するよう、個別の指導スキル開発と協調方策および専門教育教員の

意識改革をすすめなければならない。 

  

                                                   
4 今年度のインターンシップ参加者が少ない理由として、大学に申告しない自由応募のインターンシップに参加した学

生が増加したことが考えられる。 
5 他の必修授業と重なったことで前年度よりも少ない受講者数となったがその分きめ細かなサポートを行うことができ

た。来年度以降はより受講者数が多くなるような曜日・時限に配置できるよう検討する。 



２．大阪府立大学 

【３年間の取組内容と成果】 

取組みテーマⅠ「領域・規模別産業界ニーズをふまえた教育カリキュラム体系・内容の構築」 

 2012 年度のキャリア関連科目のシラバス収集、2013 年度 6 月のキャリア関連科目シラバスの

分析結果において、14大学全体でPBLをはじめとする企業／社会と連携を目指した科目の強化、

拡充の必要性が浮かび上がった。その後 2013 年度 12 月において行われたキャリア関連科目調査

において、本学ではキャリア教育を正課外教育として実施していること、該当科目が「自己の役

割とキャリア」のみであり、総じて「学びの要素」を提供できる機会が多くないということが明

らかになった。SPI や面接、履歴書など、就職活動の中で求められる具体的な事項を学ぶ機会を

設けていないことも本学の特徴であった。 

 2014 年度、本学の中でも大学内の組織間の有機的な連携を図ることを目的とした「アクティ

ブ・ラーニングおよびキャリアに関連する科目調査」を実施した。本学ではアクティブ・ラーニ

ング科目が計 31 科目実施されており、キャリアに関する科目は計 33 科目実施されていることが

わかった。キャリアに関する科目は部局独自で行っているものもある。科目の充実とともに、大

学内の連携の必要性などが明らかとなった。 

 

取組みテーマⅡ「人材のミスマッチの解消をめざす産官学地域協働」 

 産業界等との橋渡し役をキャリアサポート室が担い、取組みを進めてきた。産業界等の人材ニ

ーズについては従前より様々な調査がなされ、それらの結果が発表されてきているが、本事業の

主旨に最も適したものとして本学キャリアサポート室でトライアル実施したことのある日本経済

新聞社の ICP 人材力診断ツールを紹介し、調査の実施に至った。調査結果から、アクティブ・ラ

ーニングにつなげていく必要がある。 

 本事業を中心に展開している教育福祉学類においては、学生に現場の知の学びを提供できるよ

う、学類学生の希望進路に沿い、公務員を招いて職場について講演をしてもらう、福祉現場で働

く職員を招いて仕事の魅力について語ってもらうなどの場を設けている。 

 

取組みテーマⅢ「領域・規模別産業界ニーズをふまえた教育手法・手段の開発」 

 本学キャリアサポート室において、団体でのインターンシップ情報の提供や説明会の開催、事

前研修など（インターンシップに関する心得やマナーなど、正課外での学習機会提供）を行って

いる。また、他大学との合同インターンシップとして、学生が考えた課題を複数の業界において

どのように解決するかをプレゼンする取組みも行われた。 

 教育福祉学類においては、科目としての「教育福祉インターンシップ」や「海外インターンシ

ップ」を実施し、学生の大きな学びとなっている。「教育福祉インターンシップ」では、実際に社

会福祉や教育の現場における体験による学びによって産業界のニーズに対応した力、課題を見極

め、批判的に検討し、多様な場面に柔軟に対応あるいは協働する力を育成することを目的として

いる。受講した学生らは、自治体業務に関わったり、町おこしを行う、東北での震災ボランティ

アを行うなど、さまざまな体験を行っている。「海外インターンシップ」では教員がつながりのあ

る海外の教育・研究機関でのスタディツアーを実施する。毎年数カ所でのスタディツアーが行わ



れるが、それぞれ約 10 名の学生の参加があり、低年次生にも関心を持ってもらっている。また、

科目として「コラボレーション」を目的に、複数の専門の学生同士で同じ現場に行きディスカッ

ションを行うなど、先進的な教育手法を実現している。 

 

取組みテーマⅣ 

 大阪府立大学では、これまで授業アンケート（学生による授業評価）を実施していたが、それ

にかわる e ポートフォリオを導入し、活用を進めている。学生が授業科目ごとに学習目標を設定

し、それに基づいて学修自己評価を行い、それらの記録を蓄積して可視化できることで学生が学

習の PDCA サイクルを回すことができるシステムとなっている。 

 評価項目としては、授業内容の理解度や授業時間外の学習時間、満足度などが設けられ、６段

階で評価する。記述式で記入できる箇所も設けられている。蓄積されたデータは、特定の学類や

特定の授業受講生など、任意の集団を選択して閲覧することができる。 

授業アンケートを廃止しこのポートフォリオを導入したことで、学生自身の学びや成長に繋が

るだけでなく、授業担当教員にとっても自己改善支援となっている。 

 

全体を通して 

 ３年間を通じ、試みてきた取組みは総じて結実していると思われる。しかし、全取組みテーマ

について、本学においては、それぞれの取組みの独立した成果は上がっていると考えられる反面、

大学間連携や学内連携にはまだ十分とは言えない。今後、この点をクリアしていくことが一つの

課題であると考える。 

 

【今後への課題と展望】 

 本学においても、３年間にわたり実施してきた取組みやその成果が継続できるよう、取組みを

根付かせていく。 

 一つには、既に構想が描かれている“AICE”を活用してアクティブ・ラーニングを中心とする

教育手段の質が向上するよう、大学間連携、産業界との連携を図っていく必要がある。また、各

学域、各取り組みの力をより強く発揮するために、長いスパンで見て学内連携を促進すること、

そのための人材育成などに取組む必要がある。 

  



３．兵庫県立大学  学生の就業力の向上をめざして 

 

 兵庫県立大学は、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

B グループに所属し、学生の就業力の向上を目標に当事業の 4 つのテーマに対する取り組みを実

施した。3 年間の事業期間を通して主に取り組んだ内容と成果は以下のとおりである。 

 

【３年間の取組内容と成果】 

（１） 産業界ニーズを踏まえた教育カリキュラムの構築 

① キャリア関連単位科目の設置：１・２年生を対象とした 2 単位科目として「キャリアデ

ザイン基礎・入門」を設置した。 

⇒受講者数：177 人（平成 26 年度） 

② キャリア関連課目外授業の開講：3・4 年生を対象とした「就業力パワーアップ講座」を

開講した。 

⇒受講者数：平成 24 年度 963 人,平成 25 年度 1013 人,平成 26 年度 1200 人見込 

③ 講座テキストの作成：講座用テキストとして「職業人意識」・「社会人常識」・「ビジネス

マナー」・「プレゼンテーション」・「キャリアライフ」を作成し配布した。 

（２） 人材ミスマッチの解消を目指す産官学協働 

① 産業界における人材ニーズ調査の実施：関連企業の管理者と学生を対象に人材力診断を

実施した。 

⇒実施人数：212 人 

② 人材力診断の結果に基づく進路相談：1 年生に対しては学生時代の目標設定、3 年生に対

しては将来の就職選定のための進路相談を実施した。 

⇒相談対応人数：476 人（平成 24 年～平成 26 年 9 月）  

③ 兵庫ものづくり企業との連携事業の実施：大学と産学連携協定を結んでいる地域企業と

共同研究を実施し、ものづくり講座の講師派遣を受けた。 

⇒「兵庫のものづくり講座」開講数：42 回 

④ 地域企業の工場見学：地域の企業を対象とした工場や研究所の見学を実施した。 

⇒工場見学回数：10 回 

⑤ 学生と先輩企業人との懇談会の実施：地域企業に勤務する卒業生と学生との交流会を実

施して学生の地域のものづくり企業に対する認識を深めた。 

⇒交流会開催回数：6 回 

（３） 産業界ニーズを踏まえた教育手法・手段の開発 

① インターンシップの支援：兵庫県経営者協会、兵庫県技術士協会等を通してインターン

シップの実施を支援した。 

⇒参加人数（工学部生）：平成 24 年度 32 人,平成 25 年度 23 人,平成 26 年度 38 人 

② エコヒューマンセンターでの PBL の支援：環境人間学部エコヒューマンセンターで PBL

事業を実施した。 

⇒設定テーマ数：16 グループ、参加学生 248 人（平成 25 年度） 



③ 産学連携機構での地域連携卒業研究の実施：産学連携機構を通して地域の企業と連携し

た卒業研究を進めた。 

⇒研究テーマ数：11 件（平成 25 年度） 

④ チームワークによるロボット製作実験の実施：工学部各学科でチームワークによる学生

実験を実施した。 

⑤ 「産業界ニーズ事業」合同イベントへの参画：産業界ニーズ事業の学生プロジェクトと

合同フォーラムに参加した。 

⇒参加人数：8 人 

（４） 評価体制づくりのための効果的な ICT の活用 

① ICP 日経人材力診断とフォローガイダンスの実施：ICP 日経人材力診断を学生の人材力

診断ツールとして使用しフォローガイダンスを実施した。 

⇒参加者数：212 人、ガイダンス実施回数：6 回 

② キャリア支援システムによるキャリア関連情報の提供：「キャリア支援システム」を開発

しキャリア関連情報を提供した。 

⇒アクセス数：4393 件（平成 25 年度） 

③ ホームページによるキャリア関連情報の提供：キャリアセンターのホームページを作成し

キャリア関連情報を提供した。 

 

【今後への課題と展望】 

当事業で目標とした学生の就業力の向上については前記したような実績を積み重ねることがで

きた。今後はアクティブラーニングの推進とキャリア教育体制の整備により更なる就業力の向上

に向けて尽力したい。 

１．アクティブラーニングの推進 

 （１）インターンシップの拡大と拡充 

    学生が就業力を向上させるうえで最も効果的な方策は企業での就業体験をすることであ

る。そのためには大学として「産業界ニーズ事業」テーマ B で取り上げられている事業

を推進ことが今後の最大の課題となる。そのために以下の事項を推進したい。 

① インターンシップ参加学生の拡大 

「産業界ニーズ事業」テーマ B で実施する和歌山県・大阪府内の企業との連携による

インターンシップ参加学生の拡大策により府県を超えた枠での企業を対象としてイン

ターンシップを支援する。 

② インターンシップ内容の充実 

インターンシッププログラムの改善等テーマ B で検討するインターンシップ内容の充

実策を取り入れる。 

（２）産学協働人材育成機構（AICE）への参画 

AICE 立ち上げの初年度となる平成 27 年度はテーマ B の事業推進と同期して事業を進め

ることになり、以下の事項を確実に実施したい。 

  ①平成 26 年度夏季休暇中に実施した PBL 合宿での取り組みテーマを引き続き初年度事業

として実施する。（大阪南地域の若者集客プロジェクト等の推進） 



  ②テーマ B によるインターンシップの拡充策を推進する。（和歌山県・大阪府・兵庫県地

域のインターンシップ先の連携策の推進等） 

２．キャリア教育体制の整備 

 （１）キャリア教育カリキュラムの整備 

    当事業の第 1 テーマ委員会で検討された結果をもとに大学におけるキャリア教育の在り

方を考察し、体系的なキャリア教育プログラムを整備する。 

①1 年次からのキャリア教育プランを整備する。 

②就業力パワーアップ講座を充実する。 

 （２）キャリアセンター組織の整備 

    本学におけるキャリア教育を遂行する組織としてキャリアセンターを位置づけ、組織的

な整備を進める。 

   ①キャリアセンターの人事組織を充実する。 

   ②キャリアセンター組織規程を整備する。 



４．大阪成蹊大学 

【３年間の取組内容と成果】 

大阪成蹊大学マネジメント学部では、主に以下の取組について実施した。 

 

1 学習プログラムの実施 

 産業界ニーズを反映した教育に関して、主に PBL（Project Based Learning）によるアクティ

ブラーニングを、産業界人材を外部講師として招聘し、テーマに関する体験や専門家としてのア

ドバイスを受けながら実施した。 

1.1 共通プログラム 

 共通プログラムでは、本学部で各学年に配当されているゼミ(1 回生は基礎演習、2 回生以降は

専門演習)の中で、特に 2・3 回生ゼミにおいて、複数のゼミからなる混成グループを組ませ、テ

ーマに関してのグループ討議を行うという基本方式により、知識や技術の実践だけではなくグル

ープ活動における様々な体験を行わせることでジェネリックスキルの醸成を目指した。共通プロ

グラムの特徴は、ゼミ混成で行うこと以外に、学期毎に実施し、周期的に行うことで、学生は卒

業するまでに 4 回参加するよう設計し、参加する毎に活動のふりかえりを実施し、次回参加に向

けての目的の再設定をするという PDCA サイクルを行うことで、ジェネリックスキルの定着と醸

成を図ることにある。 

 平成 24 年度は、学部内の 4 コースのうち情報キャリアコース(名称変更後はメディアビジネス

コース)で試験的に運用を始め、平成 25 年度にはスポーツビジネスコースを加えて 2 コースで、

平成 26 年度には経営コース・食ビジネスコースを加えた 4 コース全てで実施した。ゼミの編成は

基本的にはコース別にテーマ設定を行い実施をしているため、コース単位での編成となっている

が、一部ではコース混成での実施も行った。 

 共通プログラムでは、平成 24年度の約 40名の参加者が平成 26年度では約 300名に拡大され、

実施講座についても年間 4 講座から 15 講座に拡大された。 

1.2 産学連携ワークショップ 

 産学連携ワークショップでは、正課の科目で関心を持ったテーマや事柄について、より高度な

内容やより実践的な活動を正課科目の範囲を超えて実施することで、実社会で必要な知識の定着

に留まらず、より責任感のある行動を体験から学んでもらうことを目指した。 

 平成 24 年度は経営コースと情報キャリアコースの専門分野を対象としたテーマで各学期に 1

講座ずつ、平成 25 年度についてはスポーツビジネスコースの専門分野を対象とした講座を新たに

開講し、平成 26 年度については、全 4 コースの専門分野を対象とした講座を開講した。 

1.3 その他 

 その他の取組として、情報キャリア実践演習(平成 25 年度よりメディアビジネス実践演習)とい

う正課科目を設置し、実務家の外部講師を招聘し、実践的テーマに取り組む科目を開設した。当

該科目は、1 回生対象科目として開講し、大学入学当初からプレゼンテーションやグループ討議

について経験を積ませることで、2 回生以降でのアクティブラーニングや研究活動における足が

かりにすると同時に、産業界からも求められているジェネリックスキルの醸成を目指した。具体

的な内容は、講義前半でプレゼンテーションスキルの解説を行い、発表資料作成を経て個人発表



を行わせた。後半では、あらかじめ設定したテーマについてグループ討議及びグループでのコン

テンツ作成に取り組ませ、その活動全体に関してグループごとに発表させた。 

 これらの実践的活動を通して、2 回生以降の共通プログラムにおいて外部講師から、発表資料

作成や発表については社会人以上であるとの評価を得ている。 

 

2 産業界ニーズの把握 

 本事業の目標設定及び成果の評価において、大学独自の評価基準だけではなく、産業界の意見

を取り入れるために本学では、多くの社会人の方の意見を収集するための産業界ニーズ調査アン

ケートと、先進的な取組事例の調査活動を行ってきた。 

2.1 産業界ニーズ調査アンケート 

 産業界ニーズ調査アンケートでは、産業界における人材ニーズや本学が評価に用いているコンピテンシーディクショ

ナリーとルーブリックに関して、内容の妥当性や到達目標(社会人としての期待水準)についての調査を行った。 

 産業界における人材ニーズとしては、専門領域に対する専門知識よりも本事業での育成目標であるジェネリックスキ

ルに関する要望が高く、これまで輩出してきた人材に関して、専門的知識は期待水準を満たしているが、組織で活躍す

るための能力不足が指摘されたものと分析した。また、本学の評価指標については、設定した12のコンピテンシーはど

の項目についても必要であり、ルーブリックについても期待される水準を測定できるものとして設定されているとの結

論に至った。 

2.2 先進取組に関する聞き取り調査 

 本事業における大学独自取組及び連携活動への反映や、取組の実施に関する意見交換を目的と

して、先進的な取組を行っている大学での聞き取り調査を年に数校を目安に実施した。主にアク

ティブラーニングに関する取組を行っている大学に聞き取り調査を実施し、取組運営に関する知

見や問題点に関しての意見交換は非常に有意義なものであったと思われる。聞き取り調査の成果

に関しては、本学での取組や連携における委員会活動等で各校へのフィードバックを行った。 

 

3 活動評価と改善活動 

 本学の取組内容において、その成果の測定と改善活動に関しては、主に学生のジェネリックス

キルの経年変化を本学独自のコンピテンシーモデルを用いて実施することにより推進した。また、

活動に関して、産業界からの評価を聞くために外部有識者を交えて率直な意見交換を行う場とし

て、年に 2 回、検討評価委員会を実施した。 

3.1 学習成果の測定 

 本学独自のコンピテンシーモデルを使ったジェネリックスキルの測定については、学期毎に 2

回実施し、取組の効果による経年変化を観察した。また、平成 25 年度より連携取組で実施されて

いる評価システムとして日経人材力診断も併用し、客観的な評価測定の試みを実施した。学生へ

のフィードバックとしては、測定結果のｅポートフォリオでの閲覧やアクティブラーニングにお

けるふりかえり活動を通して、各自の課題の抽出と改善目標の設定を行うことで取り組んできた。

多くの参加学生からこうした取組に関して、「有意義であり効果を実感できた」との声を聴くこと

ができた。また、多くの参加学生についても、ジェネリックスキルの向上がみられた。 

3.2 産業界の評価 

 外部有識者を交えた検討評価委員会では、産業界から 3 名の方に委員として参加していただき、



本学教員との意見交換を実施した。委員は業界団体の理事など、産業界における深い知見をお持

ちの方にお願いし、大学における人材育成の成果として本学の取組に関する率直な意見を頂戴し

た。委員は、学生の目的意識や仕事に取り組む姿勢、グループでの活動における必要な技能など

多岐にわたって意見を頂き、また、実際の現場における人材育成に関する課題になどについても

意見を交わすことができた。本学の取組に関しては、「成果を期待できる試みであり、是非継続し

ていただきたい」との意見と合わせて、活動内容の改善に関するご提案もいただき、極めて有意

義な機会となった。 

 

4 連携活動への参加 

 大学独自取組については、その成果を連携活動への事例報告などにより、運用ノウハウや課題

などの情報共有を図ってきた。これ以外にも連携取組では、テーマⅣ委員会の委員長校としての

活動の他に、学生リーダー会への学生の送り出しと参加学生への支援、PBL モデルプログラムへ

の参加、合同フォーラムへの参加及び運営の補助などを行ってきた。 

 

5 成果の公開 

 活動成果の公開については、活動状況の報告も兼ねて Web での公開を行い、また取組における

様々な学問的な試みの成果については、改善のための知見を得ることや情報交換の意味も含めて

学会等での報告を実施した。 

 

6 取組成果 

 本学で実施してきた取組のせいかとしては、①共通プログラムを全学生対象に実施する体制を

整備できたこと、②本学の育成目標に挙げているジェネリックスキルが、産業界のニーズと合致

しており、その評価方法としてのコンピテンシーモデルの構築・運用を行うことができたこと、

③自律的な学びにつながることが期待できるポートフォリオの仕組みを構築できたこと、④連携

活動を通して、課題の共有化や対応における協力関係が築けたこと、が挙げられる。 

 

【今後への課題と展望】 

 ジェネリックスキルの評価方法として開発したコンピテンシーモデルについては、社会人アン

ケートにより、実際に社会人となった際に必要な能力と合致しており、また測定水準についても

満たしていることが確認できたが、これで本当に必要十分条件を満たしているかについては、今

後も継続的に検証していく必要がある。また、状況の変化により、必要とされる能力や測定水準

についても更新していく必要があると考えられる。 

 産業界にニーズについては、本学では主に①各種プログラムに招聘した外部講師の講評、②産

業界ニーズに関する取組の検討評価委員会での意見交換、③連携における他大学との意見交換、

④アンケート等による情報収集の４点によって、取組目標の設定に関する適切さや、修正の必要

性を判断し運用していく体制を構築できた。次年度以降については、一部の体制変更は必要であ

るが、基本的にはこれまで蓄積したノウハウと、外部からの適切な助言及び AICE による情報共

有・交換によって運用を行っていくことができると考えられる。特に AICE については、様々な

面での情報提供及び各種連携活動の実施が期待できる。 



５．追手門学院大学   

本事業においては、14 大学連携による成果を学内に還元する形で、本学独自の取組みを推進し

てきた。学生の大学教育プログラムに対する学習意欲を高め、大学生活への適応度・満足度を向

上させ、社会的、職業的自立及び社会化を支援するため、本事業の取組みにより種々の教育改革

を進めることとなった。また、連携の取組みにおいては、取組み全体及び参画した各テーマ委員

会において、中心的な役割を担うことが出来たと自負している。 

【３年間の取組み内容と成果】 

■キャリア教育改革推進の学内体制整備 

本事業の採択を契機に、学内に専務理事・副学長を座長とした「キャリア教育プロジェクト会

議」を発足。キャリア教育全般の改革を、スピード感を持って主導・決定していく場とした。こ

の報告書を執筆中の 2015 年 1 月末現在までで、計 16 回の開催を数えている。この機動性の高さ

が、事業の推進にとって非常に効果的であったことを記しておきたい。 

■実務家の確保 

本事業の補助金により、キャリア教育・インターンシップの専門人材 2 名を職員として雇用。

その経験とノウハウを元に取り組みの具体化に携わった。 

■産業界のニーズの理解を深め、それを教育内容に反映する取組み 

 ・フォーラムの開催 

 産業界のニーズを知るための機会として、学内において「経営力革新フォーラム」の毎年開催

を計画していたが、連携事業において毎年合同フォーラムを開催することとなり、趣旨も合致し

たため、平成 25 年度からはそちらの運営に注力した。この運営には各大学から選抜された「学生

リーダー会」のメンバーとして本学の学生も参加。特に平成 26 年度には本学の学生が“リーダー

会のリーダー”を担うこととなった。彼らはフォーラム終了後も、少しでも何かに一歩踏み出せ

る学生を増やしたいとの意図で、学内においてリーダー会メンバー以外の学生・教職員に呼びか

け、教員・職員・学生の交流を図るランチタイムミーティングを開催するなど、精力的な活動を

見せた。 

 ・企業への人材ニーズ調査 

 また、本学独自、及び連携事業として、産業界への人材ニーズ調査を実施。独自の調査におい

ては企業・団体約 700 社に対し、大学教育においてどのような力を身に付けるべきかを調査する

アンケートの回答を依頼し、約 200 社からの回答を得た。連携事業の調査においては、社会で活

躍する優秀な若手人材の思考行動特性や、マネジメント層が求める人材像を調査。これら 2 回に

わたる調査を経て、産業界の人材ニーズを分析した。結果、「主体性」や「コミュニケーション能

力」の育成要求の高さや、「分析・解釈力」や「適応・対処力」について学生と社会人とのギャッ

プが大きいということが分かった。また、業種・職種によって異なる人材ニーズがあることもあ

らためて確認された。 

 ・産業界のニーズの教育内容への反映：『追大キャリア形成支援プログラム』の構築 

 以上の調査等で得られた産業界の人材ニーズ情報に基づき、ヒューマンスキルを高めると同時

に、学生自身が、社会でどのような力が必要とされているのかを実感を伴って知ることの出来る



機会を教育内容に取り込むべく、キャリア教育の再構築、科目の整理体系化に着手。平成 26 年度

より、刷新した『追大キャリア形成支援プログラム』の運用を開始した。これまで、対象学年等

を明確にせずに実施されていたキャリア教育科目について、それぞれの対象学年を限定し、段階

的な履修を前提としたこと、それに伴って教育内容を再検討し、入学前教育から卒業後までの教

育・支援を系統立てた点がポイントである。 

 ・インターンシップの拡充 

 また、インターンシップ制度の改革を実施。参加機会を増やし、参加率の向上を図るために、

これまで 3 年生のみとしていた対象学年を平成 26 年度には 2 年生に拡大。参加者数は平成 25 年

度の 201 名から平成 26 年度には 221 名に増加した。さらに平成 27 年度からは対象学年を全学年

に拡大する。これは連携大学である和歌山大学の制度を参考にした制度改正で、低学年から繰り

返し参加することによって、自己と社会への理解を深めると同時に、大学での学びの意義への認

識を深め、学習意欲を高める狙いがある。また、プログラム内容についても、『追大実践型インタ

ーンシップ』と銘打った中長期実践型のインターンシップを開発、平成 26 年度より実施している。

これは受入事業所の事業を推進するリアルな課題や業務に取り組むプログラムを大学主導で構築

するもので、実際に仕事をする際に求められる力や考え方を実感をもって知り、社会人として成

長することを目的としたものである。リアルな課題に対して成果をあげるためには、実際に社会

人に求められる力が必要とされるため、産業界のニーズに対応した教育プログラムとしては最適

なものであろう。 

 ・PBL 科目「プロジェクト」の設置 

あわせて、平成 26 年度より、新科目「プロジェクト」を設置。これは、地域社会や企業・大学

等多様なステークホルダーと連携した協働プロジェクトを通じ、実社会で求められる課題発見・

企画立案能力、プロジェクト推進力などの総合力を養うことを目的とした科目である。平成 26

年度には八つのプロジェクトが発足。履修生からは、これらのスキルが身についたほか、『自分の

非力を痛感した』『大学が好きになった』『自ら働きかければ支援してくれる人がいることが分か

った』などの声が聞かれた。 

【今後への課題と展望】 

 次年度以降については、開発した各科目やプログラムの更なる改善に取り組んでいくことなる。

短期間に多数の開発・改革を行なったため、細部について質を向上させる余地が大きく残されて

いる。特にインターンシップとプロジェクトの質の向上と拡大に重点的に取り組み、産官域学の

協働による教育プログラムへの参加率を、2018 年度の卒業時点で 50％に引き上げることを目指

す。評価指標の改善も重点課題となっており、福岡工業大学グループが開発したメタルーブリッ

ク等を参考としながら開発を進めたい。 

また、連携事業からの発展的取組みである「産学協働人材育成機構」（AICE）の設立、展開に

参画し、そこで開発されたプログラムを学内へと展開していく予定である。 

なお、本事業で雇用した専門人材のノウハウは未だ学内で継承・浸透にまでは至っていない。

次年度についても継続雇用し、仕組み化や OJT を通じて学内に浸透させていく。 

  



６．大阪音楽大学　　「自立する音楽人」育成プログラム

【取組趣旨】

　本学の卒業生は演奏家を目指す者がもっとも多く、次いで音楽教室の講師、中高の教員

や企業等への就職がそれに続く。全員がいわゆる新卒・正社員としての就職を目指すわけ

ではなく、多様な働き方を視野に入れて、学生たちは自立の道を模索している。

　そこで本取組では、学生たちが身につけた音楽の可能性を、社会で働くことにおいてど

のように実現できるか、一人一人が考え、気づくことを目指した。体験型のプロジェクト

や質を向上させたインターンシップにより、自分の強みを知り、「自立した音楽人」にな

るためにはどのような社会的スキルが必要かを考え、試行させるようにした。

【３年間の取組内容と成果】

①質の向上：音楽関連機関におけるインターンシップ

　本学では夏期と春期の 2回、コンサートホールや楽器店など、音楽関連機関に絞ったイ

ンターンシップを実施している。本事業をきっかけに、事前研修および実習後の報告会の

充実をはかった。

②体験プロジェクト：演奏インターンシップと「有馬温泉ゆけむり大学」

　企業や自治体等にご協力いただき、「音楽の仕事情報館」（平成 21 年度 文部科学省「大

学教育・学生支援推進事業【テーマ B】」採択）のコーディネートのもと、学生が企画者・

演奏者として音楽の仕事現場を体験するプロジェクト。本事業をきっかけにプログラムを

改善し、アルバイトやボランティアではなく学修の場としてプロジェクトを進めた。

事前研修 実習日誌の書き方講座、名刺の作成とマナー、メールの書き方

指導、企業研究講座などを盛り込んだ。

事後報告 ふり返り会と報告会の両方を実施した。ふり返り会は実習生同

士で学びを深め、成果を共有することが目的。報告会は次期の

インターンシップ応募を検討する学生に向けて行い、意欲や目

的意識を高めるように工夫した。

演奏インターンシップ 年間 30 ～ 50 件。演奏依頼を受ける、機材や選曲の準備をする、

実際にステージをこなすという一連の流れを経験する。実習日

誌の提出や企業等からの評価シートも導入した。

年間 1件。平成 24 年度は 28 名、25 年度は 35 名が参加。（一社）

有馬温泉観光協会・近畿大学・武庫川女子大学・神戸芸術工科

大学と連携。平成 25 年度は企画立案に力を入れ、3ヶ月間の準

備で音楽イベントを実施した。

有馬温泉ゆけむり大学



《学生の気づき》

③フリーマガジン制作プロジェクト

　学生記者を募集し、毎号 3ヶ月程度の集中プログラムでフリーマガジンを制作するもの。

「日本語ライティング支援室」（平成 22 年度 文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」

採択）がサポートを行い、平成 25 ～ 26 年度でのべ 18 名が活動した。目的は、音楽とは

異なる自己表現を経験し、コミュニケーション力を育成することである。また取材を通じ

て社会人の話を聞くこと、メールや電話のマナー、きちんとした文章の書き方、パラグラ

フライティング、画像などの著作権に注意することなど、社会に出る際に必要なスキルを

身につけるようにした。

《学生の気づき》

【今後への課題と展望】

　課題は学内外の連携である。まず学内では、インターンシップ、体験プロジェクトのど

ちらも課外活動であり、関わっている教員の数が少ないという問題がある。音楽の専門性

を活かしつつ社会で自立していくためには、できるだけ授業と連携し、より多くの教員が

プロジェクトに関わっていく必要がある。本事業の成果をふまえ、来年度以降は授業に組

み込んだ産学連携の PBL 教育を展開していく予定である。

　また学内の連携を確立した上で、学外との連携も継続していきたい。本事業をもとに設

立された「産学協働人材育成機構（AICE）」に参画し、より連携を深めていく予定である。

リーダースキル

コミュニケーション

音大生の強み

伝える面白さ

インタビュー記事では、どうすれば面白い答えを引き出せるか悩んだ。

またおすすめスポットの紹介では、どのように書けば興味を持って

もらえるか悩んだ。でも先生方のサポートで、いろんな試行錯誤が

でき、文章を書く力が身についた。伝えることが楽しくなった。

       （2 年・音楽学）

集団で動くとき、モチベーションの差が生まれてくるのが大変だった。

自分は統括リーダーをつとめたが、リーダーが一人で頑張るのでは

なく、複数のリーダーを配置して、いろんな人の長所を生かすよう

にできればよかった。（3年・声楽）

これまで自分に自信がなかったが、他大学との連携で音楽イベント

を提案すると、とても驚かれ、喜ばれた。音大生には当たり前でも、

社会に役立てられることがたくさんあると気づいた。（2年・管楽器）

お客様とふれあう機会が多く、お客様の反応が肌で感じられた。

どう伝えたらうまく伝わるかを考えながらやっていたが、やはり難

しい。これから音楽活動や社会に出た時に、伝える力は必要になっ

てくると思う。（2年・管楽器）



７．大阪工業大学  

 

【３年間の取組内容と成果】 

 

１．授業科目名：「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」、 

        「デザイン・エンジニアリング・サイエンス探求演習（ＰＢＬ）」 

 

２．対   象：工学部 

 

３．概   要：「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」ならびに「デザイン・エンジニ

アリング・サイエンス探求演習（ＰＢＬ）」の科目は、本学の技術系学部生を教

育理念である「社会・産業界において時代の要請に応じて活躍できる専門職業

人」として育成するキャリア教育プログラムにおける正課カリキュラム科目で

ある。 

        技術者教育にふさわしい内容のキャリア形成科目として、体系的に編成してい

る。技術者としての企業経験が長い人材がキャリア教育専門講師として専門学

科教員と協働で授業を担当している。 

 

４．成   果：キャリアデザイン授業担当者が、学生リーダー会に参加させていただくなど積

極的に本事業に参入することにより、他大学の取組についても参考にしながら

「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」の授業改善を継続的に実施することができた。ま

た、2014年度から、新たにＰＢＬ科目を開設するなど、本学の教育改善を進め

ることができた。 

 

５．その他取組 

 （１）ＯＢ企業人講演の実施 

        14大学グループの取組テーマである「人材のミスマッチをめざす産官学地域協

働」の一環として、本学独自にキャリア教育において、OBを中心とした企業人

の講演を行うに至った。 

（２）技術系学部におけるインターンシップの取組とＰＢＬの実施 

  実験，実習や PBL 科目など，実践教育を体系的に取り入れたカリキュラムにお

いて、インターンシップは労働への意欲や態度を高め、必要とされる専門的知

識や技能、職場に関する理解度を深めるとともに、具体的な進路を検討する機

会としても効果的に実施している。 

また、2014年度入学生から１年次に原則として工学部全学生を履修対象とする

ＰＢＬ科目を導入することで、キャリア形成にかかる体系的カリキュラムの強

化を図ることができた。 

 



 

 

【今後への課題と展望】 

 

キャリア形成にかかる体系的なカリキュラムについて、継続的に改善を図る。また、「キャリア

デザインⅠ・Ⅱ」の授業において、ＯＢに協力を得るなどした独自のキャリア教育を実施してい

く。 

ＰＢＬ科目については、初年時を対象に実施するに至ったが、今後は上位年次にも全学生を対

象として実施できるように準備を進めている。 

１年次ＰＢＬは課題解決、上位年次ＰＢＬは課題発見と解決に主眼をおくことで、体系的な教

育課程を構築しで、効果的に知識と技術の定着を図る教育の取組みを進めていく。 

今後の課題としては、本学で実施する「キャリア形成」において、どのような成果が出ている

のかを可視化し、新たな取組みや具体的な改善を継続的に実施することである。 

また、本事業においては、キャリア授業担当教員が他大学の取組みを知る機会があり、授業改

善に繋げることができたものの、今後どのようにしてこのような機会を維持していくのかという

点が課題である。 

  



８．関西外国語大学 

【３年間の取組内容と成果】 

１．就業力育成の体制構築 

従来から本学で実施してきた取組とも連携し、入学時から年次が進むごとに一年一年、

就業力を着実に積み上げる体制を構築した。 

 

  （なお、国際言語学部を平成２６年度から英語国際学部へ改組転換したことに伴い、１

年次の２科目を統合再編し、春学期にフレッシュマン・スキルズ、秋学期にフレッシュ

マン・プロジェクトの授業科目を設定した。） 

 

２．学修ナビゲーションシステム（Gaidai Uni-Navi）の構築 

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、個々人の４年間の成長成果

を毎学期ごとにまとめていく「学修ナビゲーションシステム（Gaidai Uni-Navi）」を構築し

た。コンピテンシーの評価、学修成績、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できる。 

キャリア・ディベロップメント・アドバイザー（ＣＤＡ）が、個々人の達成度や目標など

を把握した上で、カウンセリングを実施、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った。 

また就職活動とのリンクを図るため、キャリアセンターへ提出する「就職活動登録カード」

をこのシステムの中で作成提出できるようにシステム改修を行った。 

 

３．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、個々人の視野を広げ、意識を高めた。１年次の必



修科目である「キャリアデザイン」（現在は、フレッシュマン・スキルズ、フレッシュマン・

プロジェクトの授業の中へ吸収している）を２年次には「キャリアデザイン発展研究（産学

連携リレー講義）」としてさらに深化発展させた。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。特色は、産業

界、地域などから外部講師を招きリレー方式により授業を進めるというスタイル。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」を実感させ職業観の育成に繋げた。 

 

４．ＰＢＬ（プロジェクト・ベースド・ラーニング） 

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。就業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た。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策を検討し提案する。 

全プロセスを担当教員と外部講師が協力して指導し、より実践的なビジネスプロセスや実

社会、実際の企業を体験させることにより就業力を育成した。 

また３年次の通年授業として、就職活動に最も適したタイミングで実施し、その効果を最

大限に高めた。平成２４年度は４チーム４０人で試行、２５年度から７チーム１４０人と本

格展開、２６年度も同様の体制で進めた。 

３年間のノウハウの蓄積で、課題解決に向けての学生たちのスキルは向上し、就業力も着

実にレベルアップしてきた。 

 

【今後への課題と展望】 

１．学修ナビゲーションシステム（Gaidai Uni-Navi）の利用は、基本的に学生の自主性に任

せているため、１００％利用とはなっておらず、活用度も学生によってバラつきがある。

１年次の必修科目「フレッシュマン・スキルズ」「フレッシュマン・プロジェクト」で利

用を促しているが十分ではない。今後は、さらに有効活用されるよう施策を講じていく。 

２．キャリアデザイン発展研究は、業界・職種の研究と同時に外部講師の講義を受けるが、

どちらかといえば受け身型の授業となっている。今後は、グループワークの導入や企業

現場の見学会など、個々人がより能動的に授業に参加できる仕組みを取り入れていく。 

３．ＰＢＬについて、今後は、３年間蓄積したノウハウを全学へ拡大していく。 

 

  



９．摂南大学 

【３年間の取組内容と成果】 

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・充実体制事業」において、

本学が取り組んだ事案は教養特別講義「ＰＢＬプロジェクト」の強化である。 

本学の「ＰＢＬプロジェクト」は平成２２年度より本格的にスタートした。今回の取組みでは、

「ＰＢＬプロジェクト」の強化策として、①学内外に発信するためのウェブサイトの構築、②導

入教育のための施策、に取り組んだ。①に関しては WordPress を活用したシステムを構築し、

各プロジェクトが日々の活動履歴を記録・紹介をできるようにした。それにより自分たちの活

動の振り返りを行うと共に、学内でプロジェクトの活動状況の共有、学外に対しての情報発信

を行えるようにした。②に関しては「コンビニエンスストア経営シミュレーションソフトを活

用したグループワーク」を取り入れ、「ＰＢＬプロジェクト」の導入教育として活用することと

した。 
 

＜ＰＢＬプロジェクト＞ 
 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

プロジェクト数 11 プロジェクト 14 プロジェクト 12 プロジェクト 

学生履修者数 147 人 279 人 178 人 

 

（１）コンビニエンスストア経営シミュレーションソフトの内容 

実際のコンビニエンスストア経営に必要な出店場所、資金、仕入れ、棚割り、パートの採

用と訓練、広告出稿の有無などを検討し、要素を入力すると業績が出力される。 

コンビエンスストアを題材にすることの利点は、学生は消費者としてある程度コンビニエ

ンスストアを知っているので考えやすいことである。 

 

（２）シミュレーションソフトを活用したグループワークのねらい 

入力情報をグループで検討するにあたっては、情報の読み取りと活用方法を考えることが

必要になる。さらに、トライ＆エラー、視点を変える（消費者としてではなく経営者の視点

で考える）、タイムマネジメント、合意形成、議論の拡散と収斂、プレゼンテーションの方法

を学びことがねらいである。 

 

（３）当初の計画と実行内容 

当初の計画は以下の通りである。 

① キャリア担当教員が講習を受けて、講義で運用できるためのトレーナー資格を得る。 

② 実際に授業運営ができるだけでなく、学内の教員向けのインストラクターになるための  

資格講習を受講し、インストラクターになる。 

③ ＰＢＬ各プロジェクトの教員にレクチャーし、「チームで物事を進める」ための導入教育と

して普及させる。 

※②③は未実施 

 



＜導入スケジュール＞ 

平成２４年２月 キャリア教育担当教員が外部講師による研修を受講（シミュレーションソ

フトを活用した講義の全体のねらいとソフトの性質の理解）。 

平成２４年３月 キャリア教育担当教員が外部講師の実施した模擬講義を見学（実際の講義

の進行ポイントの理解）。 

平成２５年２月 キャリア教育担当教員が外部講師による研修を受講（アウトプット事例や

振り返りシートをどのように評価に活かすかの理解）。 

平成２５年３月 キャリア教育担当講師が模擬授業を実施（トレーナー資格を取得）。 

平成２６年４月 教養特別講義「チームビルディング」の講義の一部で実施。 

 

＜活用事例＞ 

本学の「ＰＢＬプロジェクト」は２年次より履修可能となる。そのため、一年次向けに「ＰＢ

Ｌプロジェクト」の導入教育及びＰＢＬ広報的位置づけとして「チームビルディング」を開講

し、その講義の一部でシミュレーションソフトを活用したグループワークを取り入れること

とした。 

講義での進行方法は、①ＰＣ上から情報を読み取り、グループで「売上の最大化（２回目以

降は利益の最大化）」のために議論する、②施策と結果をポスターにまとめる、③教室全体を

使ってポスターセッションを行う、④最後に振り返りシートを記入する、である。 

受講学生に見られた効果としては、当初のねらいであった情報の読み取りと活用、合意形

成の手法などを学んだように見受けられた。 

 

【今後への課題と展望】 

教育リソースの一つとして、キャリア教育教員間でこの教案を共有してゆく。 

学内においては正課の授業のみにとどまらず、チームで物事をすすめる場面が多々あるので

活用できるシーンを増やすこととしたい。しかし、シミュレーションソフトというアイテムの

性質上、複数回にわたって受講すると「入力と出力の相関」が見えてしまい、ソフトへの対策

ができてしまうという問題がある。それでは当初のねらいを達成することができなくなり、PBL

プロジェクトへの導入教育としては意味がなくなってしまう。今後は、ソフトの活用のみに限

定することなく、導入教育としての教育コンテンツの開発、教育リソースの開拓を更に進めて

ゆきたいと考える。 

 

 

  



１０．帝塚山学院大学 

【３年間の取組内容と成果】 

本学の全体目標を以下の３点に定めて３年にわたって事業への取組みをおこなった。 

①人材育成に係る効果的な手法を探る。 

②各大学の共通課題や個別課題を抽出・共有する。 

③教育内容・教育方法の改善や授業協力など産学協働支援体制整備の充実 

取組テーマⅠ、Ⅲのグループに所属し、産業界のニーズを踏まえた教育カリキュラム体系の構

築および PBL やインターンシップをはじめとする教育手法・手段、ICT 活用による教育手法・手

段の工夫、成果の検証のために、各大学の取組を参考にするとともに、本学の取組についても他

大学に事例レポートにて提供し共有している。 

◆平成２４年度【取組内容】 

最終目標を①の人材育成に係る効果的な手法を探ることとし、まずは、③の教育内容・教育方

法の改善や授業協力など産学協働支援体制整備の充実に取組んだ。 

・全学的な取組となるよう学内に「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業

プロジェクト委員会」を立ち上げ各学科および職員からなる委員会を設置 

・教員のICT活用に関するアンケート調査(教員のICT活用指導力のチェックリスト)を実施 

・教育内容・教育方法の改善のために、C-learningシステムを導入 

・C-learningシステム講習会の実施 

・C-learningを効果的に活用するためにiPadを教員に配布し、ICT活用能力をめざす 

・iPadの講習会を実施 

・学内の情報共有がスムーズに行なえるよう、また学生への指導のためにTV会議システムを

導入 

・C-learningを効果的に活用している教員の授業事例報告会を開催 

・PBL型教育を取入れるために授業科目の中に産業界の方による授業を実施 

・プロジェクト型インターンシッププログラムの充実 

・「チームで働く力」を学生に身につけるために授業でのグループワークを行う研修会を実施 

【成果】 

・自学以外のプログラム(他大学、連携)に参加することで、社会で求められている能力につ

いて意識し、今大学で学ぶべきことが理解できるようになった。 

・大学の課題や成果を連携取組へ提供できた。 

・教員の授業への ICT活用が進んだ。 

・学生への個別指導や各授業への評価に ICTを活用し学生の主体的な学びが推進できた。 

◆平成２５年度【取組内容】 

２年目は、１年目の③教育内容・教育方法の改善や授業協力など産学協働支援体制整備の充実

とともに、②各大学の共通課題や個別課題を抽出・共有に重点をおいた。 

・１年目に導入した C-learningの活用を推進するために、数回にわたる講習会を実施。 

・学生リーダー会への参加 

・「ICTを活用した教育改善研究会」を開催し、本学の事例に加えて、他大学の教員にも事例

発表をしていただき、ICTを授業に活かす方法について情報提供した。 

・平成 24年度導入した TV会議システムをタブレット端末でも利用できるようにした 

・プロジェクト型インターンシップを６６名１１チームで実施した。 

・「インターンシップ・PBLグランプリ２０１３」に参加し合同フォーラムで発表した。 



・合同フォーラム「みんなでつくろう明日の人材」に参加し、産業界のニーズへの理解、各

大学の事業への取組例への理解を深めた。 

・個別事例を踏まえて C-learning講習会を開催した。 

・産業界から講師を招いて、本学主催の産業界連携セミナー「社会人基礎力育成のためのシ

ンポジウム」を開催した。 

【成果】 

  ・学生リーダー会では、当学学生がリーダー会のリーダー的役割を担うことができ、当該学

生の大きな成長を果たすことができた。 

・取組成果が大学の教育改善及び体制整備につなげることができた。 

・連携取組によって、継続的な大学間連携、産業界との連携を維持、強化することができた。 

・教員の授業への ICT活用がさらに進んだ。 

・学生への個別指導や各授業への評価に ICT を活用し学生の主体的な学びを推進することで

きた。 

◆平成２６年度【取組内容】 

・プロジェクト型インターンシップの参加希望者に動機・期待する成果等を事前課題として

課し、面談したうえで人数を絞り２２人３チームで実施した。 

・学生リーダー会への参加。 

・C-learning講習会を「初級編」「中級編」「上級編」にわけて実施した。 

・合同フォーラム「みんなでつくろう明日の人材」参加。 

・学生リーダー会の報告から本学でも活用を検討。 

【成果】 

・プロジェクト型インターンシップでは、かなり濃い内容の取り組み・成果を発揮した。（例：

化粧品企画では、企画～実売まで担当し大学ブランドの発売も検討中） 

・学生リーダー会に参加し、合同フォーラムの企画運営に関った学生がリーダーシップを学

内で発揮できるようになった。 

・C-Learningを活用する教員が増え、利用率が５０％を超えた。 

・連携取組によって、継続的な大学間連携、産業界との連携を維持、強化することができた。 

・学生への個別指導や各授業への評価に ICT を活用し学生の主体的な学びを推進することで

きた。 

・他大学のキャリア教育の状況、学生の取り組み状況を理解する上で、合同フォーラムが非

常に有効であった。 

【今後への課題と展望】 

①の人材育成に係る効果的な手法を探るという目標については、当事業であらたに提案された

産学協働人材育成プラットフォーム「産学協働人材育成機構(AICE)」に参画し、継続して「人材

育成に係る効果的な手法を探る」という目標に取り組んでいく。 

②各大学の共通課題や個別課題を抽出・共有するとした目標については、他大学の取組を参考

にして、本学でのキャリア教育プログラムの見直しを始めている。 

③教育内容・教育方法の改善や授業協力など産学協働支援体制整備の充実としてあげた ICT 活

用については、推進できたが、ICT 活用者の利用度は伸びているが、まだ、ICT を十分活用でき

ていない教員がいる。さらなる、基礎からの ICT に関する研修会を開催し、全学的に ICT 活用が

進むように工夫する。 

  



１１．芦屋大学 

【３年間の取組内容と成果】 

＜取組みの背景とねらい＞ 

従来の大学の授業が知識注入型に傾き、産業界のニーズに応える仕事力のある人材を育成でき

ないという問題意識から、学生たちが将来の社会生活において仕事力を付けられるようにする講

義を開講した。 

本学では取組みの中で仕事力を「基礎能力」「共通能力」「専門

能力」の 3 つに定義した。 

・「基礎能力」…一般教養や読み書きそろばんといった基    

礎学力 

・「共通能力」…「対人能力」「対情報能力」「対自己能力」   

から成り立つ能力 

・「専門能力」…専門知識や技能、各企業固有のスキルなど 

 

＜取組み内容＞ 

■平成 24 年度 

○「仕事力育成講座」（後期 15 コマ・2 単位） 

対象：全学年 

ねらい： 

① 情報活用に必要な論理力、数理力の力を具体的に理解させる 

② データーベースなどの情報の活用力、ビジュアルな表現力な ど

を学ぶ 

③ 主として口答によるプレゼンテーションの実践訓練を行う 

■平成 25 年度 

○「情報力基礎講座」（後期 15 コマ・2 単位） 

対象：全学年 

ねらい： 

① 意図に合わせた情報の収集、整理、編集、発信に至る基礎的 な

力を学ぶ 

② 社会人参加型の授業を行い、産業界のニーズを理解させる 

③ あえて「気の合わない組み合わせの人たち」でグループを作 り、

異なる考え方をどのようにまとめ実行するのかについて学ぶ 

○「企業入門講座」（後期 15 コマ・2 単位） 

対象：全学年 

ねらい： 

（平成 24 年度 

 学内プレゼン大会） 

（平成 25 年度 

     社会人との交流会） 

（平成 25 年度 

バーチャルカンパニー設立 

プレゼンテーション） 



① 会社の組織や仕事のやり方、組織内での人間関係などを学ぶ 

② チームごとにバーチャルな会社を作り、その会社の人材募集の 方

針を決定するプロセスを体験的に学ぶ 

■平成 26 年度 

○「企画力育成講座」（後期 15 コマ・2 単位） 

対象：全学年 

ねらい： 

① 情報を「収集し」「編集し」「新情報として発信する」というこ

とを知識としてだけなく、体験させることを狙いとする 

○「企業基礎講座」（後期 15 コマ・2 単位） 

対象：全学年 

ねらい： 

① 企業を知識として学ぶだけでなく、バーチャルな企業をグループごとに作成させる 

② 社長の方針から、使命、目的、戦略、戦術まで考えさせる 

 

【今後への課題と展望】 

“取組成果を学内の教育手法とキャリア教育カリキュラムの改善へ” 

 この事業開始前の平成 22 年 4 月に、大阪キャンパスでは「建学の精神」と「キャリア教育の導

入」を目的としたテスト的授業改善に取り組んでいた。一方的に知識を教え込むのでなく、気づ

かせ、考えさせる授業を志向していた。議論させ、共同で作業する工夫も取り入れた。そこにこ

の事業が始まり拍車がかかった。 

 学習成果をどう評価するかに議論は残っているが、学生たちが毎授業後に記録する自己成長レ

ポートとそれに対する指導教員のコメントは、学生たちに気づきと自信を与える手法として評価

でき、これを今後とも進めてゆきたい。 

 本事業の後押しのおかげで、平成 27 年度から全学でのキャリア教育見直しと授業の内容及び方

法論の見直しへつなげることができた。ポイントは学生たちが社会に出るときに、知識だけでな

く産業界が求める能力が持てるように、次のような訓練を加えることにある。 

① 自分と異なる人々と誰とでもコミュニケーションがおこなえる 

② 自分の意見を適切な機会に発表できるようにする 

③ 自分自身の意見を持ち発表できるようにする 

④ 知識を生かすことができるようにする 

 学内で教える側にこれをどう浸透させてゆくかが今後の課題であるが、本事業の取組は大きな

力になったといえる。 

 

  

（平成 26 年度 

グループワーク） 



１２．大手前大学 

【３年間の取組内容と成果】 

Ⅰ．申請大学グループとしての成果 

 (1)大手前大学では申請グループ大学で構成する大学連携会議に参加し、また、テーマⅢ「キャ

リア教育委員会」に所属し、同じ課題を抱えるグループ内の他の大学と意見交換をしていく中で、

大学教育改善・充実へ活かす具体案やヒントを共に検討し、大学に持ち帰ることができた。 

(2)また具体的な成果として大学グループ間でのＰＢＬ授業プログラムへのオープン参加、また

本学授業へのゲスト・他大学学生の参加の実現により、切磋琢磨の機会、刺激を与えることがで

きた。 

 

Ⅱ．大手前大学独自の成果 

「4 年間にわたるリベラルアーツ型教育のグランドデザイン」を、全学を挙げて中長期に実施

していく体制を確立し、活動してきた。とりわけ産業界のニーズである就業力については、

「C-PLATS 育成」により「卒業生の質を保証していくこと」を掲げ推進してきたが、以下の点で

極めて大きな成果があった。 

 

１．学生が社会・学外者との繋がりを増やす機会の増加 

（1）現実に社会で活躍しており、現実社会の視点からアドバイスができる教育ボランティア（外

部協力者）などが平成 23 年度から教員とは別に授業に参画し、社会人の視点からのアドバイスを

実施してきた。既に 340 名の方が登録され、25、26 年度はそれぞれ延べ人数 200 名以上の方が

実際に参加された。特に学生のキャリア・プランに関する社会の目からの具体的なアドバイスは、

教員では出来ない場面も多い。質量ともに大きな成果を挙げ、大学の特徴までくることができた。 

（2）知識偏重から、行動・問題解決重視へと切り替えていくためにも、外部の方からの実践的な

課題提供を受け、課題解決を考えるというＰＢＬ授業の機会を増やすことができた。 

（3）2 年次の早い時期（就職活動が始まる前の段階）でのインターンシップなどの経験を行わせ

ることができた。（学生は異年代・異領域などの間のコミュニケーション力が大きく欠けているた

め、社会人・学外者との関係を持つことは有効である。） 

 

これらの活動を通じて総合的実践力を高め、就業意欲や就職活動の増強を図り、就職率を大幅向

上させることができた。 

 

２．Ｃ-ＰＬＡＴＳによる授業改革の推進 

（1）本学独自のＦＤとして、「C-PLATS」の定着化のための項目別ファカルティ Competency 

Faculty を 6 分科会に分け、原則月 1 回開催してきた。（24～26 年度）この 

活動を継続発展させる中で、26 年度までに本学の実情に合わせて C-PLATS の定義・到達基準の

内容の改定を行った。また育成のための教育メソッドの開発、教員間の共有化を推進した。 

この結果、企業や外部組織との連携を前提とする卒業までの一貫した就業力育成教育を行う

Problem 及び Project Based Learning（PBL）方式問題解決型学習を強化し、就職率向上につな



げた。 

 

３．映像ポートフォリオ・システムの活用推進 

（1）就業力育成の効果を測定するために、学生の実際に授業で行ったプレゼンテーションなどの

パフォーマンス映像を記録・蓄積する映像ポートフォリオのシステムを構築した。 

（2）さらに実際のプレゼンテーション映像を撮影・蓄積し、学習過程の記録と併せ、自己評価・

学生相互の評価はもとより、科目担当教員および教育ボランティアによる評価のフィードバ

ックを受けるデータとして、蓄積・活用を行ってきた。 

大学生活における個人の成長記録になり、完成年度を迎えた。（24～26 年度） 

 

【今後への課題と展望】 

（1）C-PLATS の導入、教育ボランティアの確保と授業その他のプログラムへの導入、映像ポー

トフォリオの el-Campus への蓄積など、外形は目に見える形で構築が進んできたが、学生

また担任教員の活用が十分に進んだとは言えない。 

（2）今後は、これらの仕組みが目的通りに活用、成果を挙げていくように、しっかりと学生・担

任教員の中で定着させていくことが重要である。まだ監視、援助などの実施が欠かせない。

早期の自立化を目指す。 

（3）学生の進路希望などをデータ把握し、キャリア意識の深化、具体化などの教育効果を数値上

可視化する。 

（4）さらに本学の強み、特長としてこの取り組みの学外アピールを強化していく。 

  



１３．神戸学院大学 

【３年間の取組内容と成果】 

本学独自の取組として、学生が初年次より学年に応じた高めるべき就業力を身につけることが

できるような体系的カリキュラムの設置をおこない、その継続、定着及び拡大を図った。また、

連携取組事業として実施した「企業が求める人材像調査」や本学が独自におこなった「継続求人

調査」の中で人事担当者からいただいた声など、社会ニーズを把握した上で、教育内容の充実・

改善にも繋げてきた。 

具体的には、全ての在学生が「就業力」を身につけられるように、全学共通の共通教育科目（選

択科目）として以下の 5 科目を開講した。 

 

１．就業力講座Ⅰ（対象：1 年次生／配当：前期 2 単位／定員：150 名/ｸﾗｽ） 

グループでの体験学習やキャリアデザインマップ作成等を通じて、自己理解を深め、社会への

関心を高め、学生生活における目標と行動計画を設定させた。体験学習では、コンビニ経営シュ

ミレーションゲームを使用し、情報活用や合意形成を体験するとともに問題意識・課題意識を持

って取り組むことの重要性を学ばせた。（履修者総数：845 名） 

 

２．就業力講座Ⅱ（対象：2 年次生／配当：前期 2 単位／定員：150 名/ｸﾗｽ） 

これまでの学生生活を振り返り、目標と行動計画の見直しをおこなった。将来を具体的にイメ

ージするために、業界や職種についての理解を深めるとともに、いま自分は何をすべきか考えさ

せた。また、グループワークやプレゼンテーションの機会を多く設けた。（履修者総数：524 名） 

 

３．就業体験講座（対象：２年次生以上／配当：通年１単位／定員：50 名/ｸﾗｽ） 

キャンパスを社会の場と捉え、さまざまな学内イベントへ参加。主な学内イベントは、学生支

援グループ担当の東日本大震災東北ボランティアバスや東北応援物産展、図書館事務グループ担

当のライブラリーツアーや情報探索講座、入学事務グループ担当のオープンキャンパス。単にス

タッフとしてかかわるのではなく、就業体験を通じて、社会の仕組みや具体的にその業務を理解

し、企画・運営等に携わることで実践力を高めた。（履修者総数：23 名） 

 

４．就業力講座Ⅲ（対象：3 年次生以上／配当：前期 2 単位／定員：40 名/ｸﾗｽ） 

企業から事業や CSR に関する諸活動において抱えている課題を提供していただき、その解決に

向けた企画を作成・提案、企業から直接評価を受けることを通じて実践力を高めた。本プログラ

ムは、1 チーム 4～5 名で形成し、地元神戸に拠点を持つ企業 6 社に協力いただき、「若者をいか

に顧客にしていくか」「ホテルサービスのユニバーサル化にどう取り組むべきか」等の課題に取り

組んだ。課題説明と成果発表会の際には、各企業の担当者から学生に直接説明やフィードバック

をいただくことが出来た。（履修者総数：76 名） 

 

５．産業界等連携講座（対象：3 年次生以上／配当：前期 2 単位／定員：200 名） 

社会で活躍する方を講師として招き、企業・業界等の現状、講師自身の経験・職業観・労働観



について講演いただくことで、職業や実際の企業活動への理解を深めた。本プログラムの実施に

は、地元兵庫県内の 9 企業（製造・卸売・流通・サービス・金融）2 行政に協力いただいた。業

界説明だけではなく、これまでの成功体験・失敗談や社会人として後輩に伝えておきたい思い等

についても語っていただいた。（履修者総数：175 名） 

 

3 年間の取組の中で、学生が進路を具体的にイメージする機会を増やし、「学んだことが社会と

どう関わるのか」「社会人として求められていることは何か」「社会ではどのような人材が求めら

れているのか」を積極的に考えていくよう促した。また、より実践的な就業力育成に注力するた

め、企業等で活躍する方から生の声を聴く機会や、実際の企業活動や課題の中から学ぶ機会を多

く設けるなど、産官学地域協働の学びを展開することが出来た。 

 

 

【今後への課題と展望】 

社会的・職業的自立を目的とした本事業プログラムについて、自ら考え、学び、行動できるよ

うな学生に成長させることで、卒業後を見据えて学生生活を過ごし、本学で修める専門教育課程

を地域社会で活かしていくことができると考えている。今後更に産業界および地域社会との連携

強化を図り、プログラムのより良い改善に繋げることと、社会が求める人材育成に役立てていき

たいと考える。社会ニーズに応え続けることが、取組維持・発展の課題でもあり、地域機関とし

て存続し続けるための課題でもあると認識している。 

  



１４．大阪音楽大学短期大学部　　「音楽起業家」育成プログラム

【取組趣旨】

　本学学生には、演奏家・パフォーマーや音楽関連の指導者を目指す者が多い。そこで一

般企業における就職活動とは異なる準備が必要となるが、何をすればよいのかわからない、

社会に出るイメージを持つことができないといった悩みを持つ学生が少なくない。 

　この状況をふまえ、本取組ではさまざまな進路モデルを学生に伝え、スキルアップを促

すための場をいくつも設けるようにした。スキルは特定の進路に限らず、社会に音楽を伝

えるために必要なコミュニケーションスキルの育成を目指した。

【3年間の取組内容と成果】

①教員へのヒアリングと卒業生によるトークイベント

《学生の気づき》

②スキルアップ講座

　学内の部署と連携し、学生が自身の進路にあったスキルアップを促すための講座を実施

した。スキルアップ講座は、さまざまな場面で音楽を伝えるために必要となるコミュニケー

ションスキルの育成を意図したものである。実施した講座は、名刺講座や敬語講座のほか、

機材の使い方を学ぶＰＡ講座や、人前やステージで話す力を身につけるＭＣ講座、ＰＶ（プ

ロモーション・ビデオ）作成講座である。講座は自由に開放し、学生は自身の活動や興味

にあわせてこれらの講座を受けることができるようにした。

　平成 24 年度に教員に対して、「音大生のキャリアとキャリア教育」に関するヒアリング

調査を実施した。それらのヒアリング調査から、「進路モデルの提示不足」が問題点とし

て挙げられた。そこで、本学の学生の身近な進路である音楽講師として活躍する卒業生を

招き、トークイベントを開催した。本学の特徴である多彩なコースを意識し、さまざまな

楽器や音楽のジャンル、雇用形態にある音楽講師を呼び、シリーズ開催とすることで、学

生が多様な進路モデルのイメージを持つための

きっかけとした。平成25年度は4回実施し、ヴォー

カル、ピアノ、電子オルガン、チェロの音楽講師

を招いた。平成 26 年度はヴォーカル、ユーフォニ

アム、チェロの音楽講師によるトークイベントを 3

回実施した。

人とのつながり

トークイベントに参加して、在学中から将来につながる活動をして

おくことの大切さがわかった。人とのつながりを大切にし、他人と

コミュニケーションをとっていきたい。（2年・声楽）



《学生の気づき》

【今後への課題と展望】

　今後の課題はさらなる学内連携と継続するための体制作りである。スキルアップ講座、

トークイベントは学生や教員からの一定の認知度は得られてはいるものの、参加者が多い

とは言えない。今後、さらに教員と連携し、積極的に告知していくことで参加を促してい

きたい。また、授業や本学の他部署とも連携し、適切な時期に学生に対し、進路モデルの

提示やスキルアップの場の提供が行えるよう体勢を整える必要がある。

　大学の取り組みとの連携も重要である。本事業の成果をふまえ、大学同様、来年度以降

は授業に組み込んだ PBL 教育を展開していく予定である。大学の取り組みで得られた知見

を短大の取り組みへと取り入れていきたい。

基本的なことから

アイデアを増やす

座学だけでは

身につかない

情報の重要性

名刺講座に参加して、渡す目的や用途に応じて必要な情報を選ぶこ

とを知った。作った名刺はたくさん配っていきたい。（1年・ピアノ）

講座に参加してみて、敬語は聞くだけでは身につかないことがわかっ

たので、今後積極的に敬語を使うようにしたいと思う。（2年・管楽器）

自分の専攻と関連が深いので、ＰＡ機材の使い方を知りたいと前から

思っていた。講座はとても勉強になった。まずは基本的なことから

覚えていきたいと思う。（1年・電子オルガン）

参加者でブレーンストーミングをしている時に、さまざまな考え方、

ものの見方があってとても新鮮に感じた。今後、映画やＰＶをたく

さん見て、アイデアや演出を考えていきたい。 （2年・電子オルガン）

ＭＣ講座 演奏の曲と曲の合間で行う曲紹介や短いトーク（ＭＣ）につい

て学ぶ。講座は基礎編・実践編の 2回を実施した。

ＰＡ講座 音楽の演奏において欠かせないマイクやスピーカー、アンプな

どのＰＡ機器の使い方やセッティング方法を学ぶ講座。

敬語講座 敬語の使い方をロールプレイを通じて学ぶ講座。講座の成果を

『キャンパス・コンシェルジュのための敬語集』にまとめた。

名刺講座 名刺の目的や掲載する情報の取り扱いなどを説明し、自分の用

途にあった名刺を作成する。渡すときのマナーも指導。月 1回

開催し、平成 26 年度は 11 回開催した。

ＰＶ作成講座 音楽と映像を組み合わせた発信ツールであるＰＶ（プロモーショ

ン・ビデオ）の撮影・編集の方法を学ぶ講座。講師の指導のもと、

学生たちが撮影、編集を行う。3回～ 4回の連続講座として、

平成 25 年度〜平成 26 年度に半期ごとに開催した。


