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午後１時 30 分　開会

開会のことば
磯辺　武雄
（ＦＤ推進室長）

磯辺　皆さんこんにちは。ただ今紹介いただきましたＦＤ推進室長の磯辺武雄でございます。
本日は学年暦での冬季休暇直前でもあり、また年末の押し詰まった時期ということもございまして、

何かと大変にお忙しい中にもかかわらず学内関係者のみならず、学外からも多くのご参加を頂きました
ことを、心から御礼申し上げます。
ご存じのように大学設置基準の一部改正によりまして、社会的及び職業的自立を図るために必要な

能力を養成するということが大学教育の一環として取り込まれることになりました。こうした動向の背
景には、大学進学率が既に 50％を超えるという状況の中で、最近の大学卒業生の就職状況が非常に低
迷化している、あるいは悪化しているというのでしょうかね、そういうことが今回こういった一部改正
の要因にもなっているのではないかなと思っております。
今や各大学では、就業力や社会人基礎力を育成するということも含めて、さまざまなキャリア教育

というのが行われております。しかしながら、このキャリア教育というもの自体、どういうものをキャ
リア教育と言うのかという、最も基本的な認識というのが、必ずしも共有されていない点もあり、それ
だけにやはり私たち教育に携わる者として、この基本認識を共有しておくことが非常に大事なことかな
と思っております。
そういう意味でも、本日のシンポジウムは、こうした点を踏まえて、京都産業大学教学センター長

ならびにキャリア教育研究推進センター長でもあります、若松正志先生をお招きいたしまして、ご講演
をしていただくということになっております。先生には、年末の大変お忙しい中、ご講演を快くお引き
受けくださったことに対しまして、心よりお礼申し上げます。なお、先生のご経歴につきましては、後
ほど担当者よりご紹介があるかと思いますので、詳しくはそちらに譲るということにしまして、わたく
しのほうからは一つだけご紹介をさせていただきたいと思います。
若松先生の本務校であります京都産業大学では、「きめ細やかな教育体制の推進」及び「多様な学生

への学修・修学支援の充実」ということで、具体的な「アクションプラン」というものを構築されてい
まして、このアクションプランに基づいた修学支援やキャリア教育について、他の大学に先行して斬新
的な取り組みによって、大きな成果をあげていることで知られておりますが、若松先生は、このアクシ
ョンプランの中核的な存在として、現在取り組んでいらっしゃる方でございます。
従いまして、本日は先生の本務校であります京都産業大学での修学支援とキャリア教育の取り組み

の実践例等を中心とした、お話をもとに、本学でのキャリア教育及び修学支援の取り組みについて、今
後何か、参考となればとも期待をしているところでございます。
また、本日のＦＤシンポジウムが、このご講演及びパネルディスカッション等を通じて、社会的、職

業的自立に向けたキャリア教育を考えるよい機会となればと願っております。
なお、ご講演及びパネルディスカッション後、場所を変えまして、この隣の１号館の地下１階の食

堂で、軽食を用意した懇親会も兼ねた意見交換会を設けてございます。参加費は無料でございますので、
時間の許す方はぜひそちらのほうにもご参加していただければと思っております。
それでは、本日のＦＤシンポジウムが意義あるものとなりますことを願いまして、開会のことばと

させていただきます。それでは今日半日、よろしくお願い申し上げます。（拍手）
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挨　　　拶

朝倉　正昭
（国士舘大学学長）

朝倉　皆さま、改めましてこんにちは！本日は第５回のＦＤシンポジウムを「就学支援とキャリア教育

の取り組み」ということで開催しました。開催場所ですが、適切なる場所はどこもふさがっているとい

うことで、この場所になりました。大変余裕はあるのですが、講師の先生、あるいはパネラーの方には

やりにくい面もあるかと思います。心からまずはお詫びを申し上げたいと思います。

ところで最近私立大学協会のいろんな催しでは、必ずと言っていいほどキャリア教育の話題になっ

ております。ここについ一昨日ですか、着きました千葉県の新聞がありますが、この中身を見ますと裏

表キャリア教育の行われた内容紹介が出ています。その中で、本日の大学の質保証ということとあいま

って、情報公開の義務付けが報告されております。その中の就業力育成にかかるカリキュラムの設定と

いうことも、次年度の４月から義務付けられているわけでございます。

このような中で私ども国士舘大学においても、各学部一生懸命取り組んでおられます。各学部には

来年の４月スタートということを学部長会を通してお願いをしているところでございます。今年の就職

の内定率 57.6%ということが、最近新聞のいろんな面で出されています。本学もキャリア育成支援セン

ターで学生の対応を一生懸命指導しているわけであります。また、各学部においても就職指導員も含め、

先生方が学生の就職に、ゼミ、その他を活用されて学生の就職にお世話をしているところでございます。

昨今キャリア教育ということが社会から求められる大変大きな柱になってきています。また中教審

の中でもそれは取り上げられて、大学部会、また大学部会でもそういうことが最近話題になってきてい

ます。そういう面で就活と大学の在り方そのものも問われている状況にあるのだと思います。

数年前は就職の問題が大きな話題になっておりましたが、今日は、広く教養教育プラス就職のため

の課題提起を取り扱う、キャリア教育という時代になってきていると思います。本来の大学教育を見失

わないように、いかに４年間の中で、「短期の就活と一生涯の人生設計」のテーマ指導を取り上げてい

くかということが今日の課題でもあるわけであります。

本学では先ほど申し上げましたように各学部でキャリア教育プログラムの指導内容をまとめをして

いる段階、来年の４月からキャリア教育の立ち上がりの中で、どういう方向性と指導項目・内容を最終
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的にまとめるかが課題と思われます。

そういう点で本日の講師の京都産業大学の若松正志先生は、今日のテーマ等に対する本当の専門家

でもございます。京産大の実践のご報告をいただきながら、私どもとして、それをアレンジできるのか。

また、参考にしながら、どういうふうに捉えていけばいいのか、等を今日お聞き取りいただければ、今

日の講演会開催が意義あるものになる…と、かように思っているところでございます。

若松先生、お忙しいところお越しいただきまして、誠にありがとうございます。また、今日のパネ

ルディスカッションのパネラーの理工学部の小崎先生、それから法学部の高野先生、また司会をしてい

ただきます西浦先生、誠にありがとうございます。どうぞ活発な討議をよろしくお願い申しあげまして

挨拶に代えます。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。終わります。（拍手）
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司会　ここで講師の若松先生をご紹介させていただきます。

昭和 38 年石川県金沢市生まれでございます。東北大学文学部同大学院で日本史を学ばれ、東北大学

助手を経られまして、平成５年、京都産業大学教養部講師に着任されました。京都産業大学経済学部講

師・助教授と文化学部助教授を経られまして、平成 16 年より文化学部教授をなされております。そし

て平成 20 年 10 月、京都産業大学教学センター長及びキャリア業務研究開発センター長を兼務なされて

おります。ご専門は、日本近世史。主な研究テーマは、近世の長崎、京都の朝廷、寺社、産業など。授

業では幅広く日本文化、日本社会全般を担当されております。また、大学の教育改革やキャリア教育に

いろいろと関係なされており、その活動の一端をまとめられた「京都産業大学の就学支援とキャリア教

育～きめ細やかな教育体制推進のための人と情報」（『大学教育の情報』18 － 4、私情協、2010）がござ

います。それでは若松先生、よろしくお願いします。
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基　調　講　演

「今の大学に必要な修学支援とキャリア教育
－京都産業大学の実践から－」

講　師：若 松　正 志　氏
（京都産業大学　教学センター長／キャリア教育研究開発センター長）
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基調講演　講師

若
わか

…松
まつ

　正
まさ

…志
し

　氏　　　略…歴

昭和 38（1963）年… 石川県金沢市生まれ

昭和 61（1986）年… 東北大学文学部卒業

昭和 63（1988）年… 東北大学大学院文学研究科博士前期課程修了　　

平成……2……（1990）年… 同後期課程中退、東北大学文学部助手

平成……5……（1993）年… 京都産業大学教養部講師

京都産業大学経済学部講師・助教授、同文化学部助教授を経て、

平成 16（2004）年… 京都産業大学文化学部教授

平成 20（2008）年 10 月より教学センター長、キャリア教育研究開発センター長　

専門は日本近世史。主な研究テーマは、近世の長崎、京都の朝廷・寺社・産業など。授業では、日本文化・

日本社会全般を担当。

2008 年まで、大学の教育・研究・運営に関しては、大学史編纂、学部のカリキュラム・教務・教職

等の委員、大学のグランドデザイン策定の部会に関わる。
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若松　皆さま、こんにちは。京都産業大学の若松でございます。本日は

お招きいただきましてありがとうございました。今進行の方からお話が

ございましたように、『大学教育と情報』という私情協の雑誌に本学（京

都産業大学）の修学支援とキャリア教育の文章を書かせていただきまし

た。これが、こちらのＦＤの先生方のお目に留まり、今回こういう場を

与えていただいたということでございます。

本日お話させていただくのは、「今の大学に必要な修学支援とキャリ

ア教育」ということで、京都産業大学の実践をいくらかお話していきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）

はじめに

最初に今日お話する内容の概要です。まず簡単に自己紹介と講演のポ

イントをお話いたします。そのあとこちら（スライド２ページ）にあり

ますように、現在の大学をめぐる環境、それから京都産業大学における修学支援とキャリア教育という

ことで、大学の紹介、修学支援、キャリア教育、それぞれについてお話していくことにしたいと思いま

す。本日のパワーポイントの資料は、皆さんのお手元に基本的にはあります。ただいくつかは、ちょっ

とこちら（スクリーン）に出すのはいいんだけれども、手元に残るのはちょっとという資料もあります。

併せていろいろ議論をしていただければと思います。

では、次に行きます。わたくし、ご紹介がございましたように、経歴はこういう感じです（スライド

３ページ）。最初の学長先生からのご紹介では、キャリアの専門家というようにお話いただいたのですが、

実はここにありますように、2008 年に教学センター長、キャリア教育研究開発センター長となりまし

てから、直接こういう業務に関わるようになりました。教学センター長に関しては、こちらのほうにも

書いておりますように、学部のカリキュラムであるとか、教務委員でありますとか、教職関係のことで

ありますとか、そういうのはずっとやっておりましたので、教学の部分についてはそれ以前からずいぶ

ん関わっていたんですけれども、キャリア教育に関わりだしたのは実はそんなに長くはありません。前

学長から、2008年10月から教学センター長をやってくれという電話がありまして、「はい、わかりました」

と言ったら、キャリア教育研究開発センター長も兼ねるということを後で知りました。キャリア教育に

関しては、それまで全然よく分かっていなかったものですから、大変心配しておりました。ただ幸いな

ことに、本学ではそういうキャリア教育を推進している、先頭に立って進めておられる先生が三、四人

おりましたので、そういう先生がおられますのでなんとかやっていけるという、そういう状況でありま

した。このほか、大学史の編纂とか、大学のグランドデザイン策定などに関わるというようなことも、

一応経験している、そういうことになります。

続きまして、行きます（スライド４ページ）。今日のお話のポイントです。一つは現在の大学をめぐ

る環境ということで、わたくし以上にお詳しい先生方もおられるかもしれませんが、最近の大学をめぐ

る環境について、キーワード、制度、求められているもの、こういうことを少しお話していきたいと思

います。二つ目は、京都産業大学における修学支援とキャリア教育ということで、具体的な実例の紹介

ですね。それから、特にキャリア教育は全国的に見ても京都産業大学は進んでいるというふうに言われ

ていますけども、実はやはりいろいろ問題点、苦労話もありますので、このあたりはいろいろフランク

にお話をしていきたいと思っております。そして、そういうものもふまえまして、率直な意見交換・情

報交換などができまして、参考にしていただく点が少なからずあれば幸いだと思っております。
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１．現在の大学をめぐる環境

では、先に進めます（スライド５ページ）。まず現在の大学をめぐる環境ということです。今大学は

どういう立場に置かれているかということなんですが、いろいろキーワードを挙げさせていただきまし

た。グローバル化。これはやはり留学、国際交流、このあたりは前からもちろんあるわけなんですけれ

ども、特に就職・キャリアということになりますと、国際競争であるとかグローバル人材の輩出である

とか、そういうことが今求められています。それからユニバーサル化。こちらは従来の本当に大学に進

むのがごく一部の時代におきましては、エリート型の大学、エリート型の人材養成ということでよかっ

たわけですが、それが大学の拡大でマス型、そして現在 50％以上の進学率ということになりユニバー

サル化しています。ですから、本当に大学にいろんな人が入学してきます。実際にどんな学生が入って

くるか。入ってきた学生がどういう層か、そのあたりに合わせた対応が必要になってくるだろうと思い

ます。これは多分現場の先生方はよくお分かりだと思うのですけれども、難しい話をすると、いわゆる

レベルの高い学生の満足度は高い。だが、レベルのちょっと低い学生にとっては全然ついていけなくて

大変で、逆にレベルを下げて教えると、上のほうの学生が今度はつまらないかもしれない。こういうこ

とになりますので、そういう多様な層の学生にいかに対応していくかということは、非常に大きな問題

だろうと思います。このほか、いくつか最近のキーワードを挙げておきました。最後のキャリア不安と

いうのは、キャリア教育と関わる部分では非常に重要な問題になっていくと思います。

次、行きます（スライド６ページ）。こういう大学をめぐる環境について、大学に対する制度とか政

策はどういうふうに変わってきているか、主要なものだけ挙げておきました。大学の歴史を考えますと、

やはり平成３年＝ 1991 年の大学設置基準の大綱化、これがやはり大きな画期と言っていいと思います。

例えば新しい学部や学科をつくる場合、従来は文部省の厳しい審査による認可があったわけですが、そ

れが比較的緩やかになって、近年では大学で自己点検・自己評価をやって、それに対して大学基準協会

などが認証をする、勧告などの意見を述べると。こういう形で、それぞれの大学の自己責任という形で、

政策的に進められていると、言うことができると思います。

それから 1998 年の大学審議会では、「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」ということで、

特に下線を引きました「競争的環境の中で個性が輝く大学」ということが強調されています。特に私立

大学の場合には、それぞれの大学がどういうスタンスで行くのか、建学の精神等を含めて個性化という

ことが求められています。

そして 2005 年、中央教育審議会は、「我が国の高等教育の将来像」として、大学の機能別分化という

ことを打ち出しました。それぞれの大学がどういう大学を目指すのかということで、1. 世界的研究・教

育拠点を目指す大学、2. 高度専門職業人を養成する大学。次の「3.」がスライドでは抜けているようで、

すいません、足しておいてください。3. 幅広い職業人を養成する大学、4. 総合的教養教育を目指す大学、

5. 特定の専門的分野を目指す、これに比重を置く大学。で、6. 地域の生涯学習機会の拠点、7. 社会貢献

等に重点を置く。これらの７つの機能別分化というのを打ち出しました。これは、必ずしもどれか一つ

に絞るということではありませんが、あなたの大学はどの部分に比重を置いていきますか、どこを目指

しますかという、こういうことが今言われています。特に文部科学省は、そういう点で、競争的資金、

GPとか、そういうものも使って、どの方面に行きますかということを進めていくような形の方針を今

取っていると言えるかと思います。

それから、2008 年には中央教育審議会から「学士課程教育の構築に向けて」ということで、いわゆ

る学士力の質の保証ということが求められています。そこでも、第１章で「グローバル化、ユニバーサ

ル化段階等をめぐる認識と改革の基本方向」。これは先ほどのキーワードの中に出てきたものでありま
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す。それから、第２章で「学士課程教育における方針の明確化」ですね。それから第３章で「学内教職

員の職能開発」であるとか、そして第４章で「質保証の仕組み」、こういうものがあります。

さらに 2010 年には、日本学術会議が「大学教育の分野別質保証の在り方について」（スライドに脱字

あり）が出て、「分野別の質保証の枠組み」や「教養教育」、そしてさらに「大学と職業との接続」とい

うことも打ち出してきており、今後どういうふうに大学が、それぞれの個性を発揮しながら、「質の保証」

と「社会への接続」を行うかということが、期待され問われているということになります。

２．京都産業大学における修学支援とキャリア教育

　（１）京都産業大学の紹介

このような状況の中で、本学もさまざまな形で改革に取り組んでいます。ここ（スライド７ページ）

にありますのは、本学の歴史でございます。本学は昭和 40 年＝ 1965 年に創立ということになります。

当初は理学部・経済学部と２学部でしたが、その後経営学部・法学部・外国語学部、そして工学部、そ

して 2000 年にはわたくしが現在おります文化学部ができまして、さらにコンピュータ理工学部、総合

生命科学部などができて、現在工学部が総合生命科学部に再編されていますので、８（９）学部 21 学科、

６大学院研究科、１つロースクールがございまして、あと通信制の大学院も１つもっているということ

になります。このへんはこちらの国士舘大学さんと比較した場合に、規模の上では大体学生数が 13000

人、１学年約 3000 人ですからほぼ同じぐらいだというふうに思います。教員数、職員数等も挙げてお

きました。それから、「建学の精神」の特徴としては（スライド８ページ）、「将来の社会を担って立つ

人材の育成」ということで、大学名に産業が付いていることからもわかりますように、初期の段階から、

先ほどの分類で言うと、多様な（幅広い）「職業人の養成」、そちらのほうに重点を置いていたと言って

いいのではないかと思います。それから、キャンパスは京都市北区上賀茂の一拠点であります（スライ

ド９ページ）。ここはこちらの国士舘大学さんとは違う所でありまして、複数キャンパスを持たれてい

る所のメリットとデメリットがあるだろうと思います。我々にとってみますと、一拠点ですので、あと

でも述べますけれども共通教育、全学共通教育が一つの場所でできますので、そこにいろんな学部の学
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生さんが授業を取りに来るということが可能になっております。そこは多分あとで議論になるかと思い

ますが、キャリア教育も、本学の場合は全学共通教育として、教養教育の一つとして進めておりますの

で、それに全学部の学生さんが関わってこれるという点で、非常にやりやすいと言えるのではないかと

思います。大学の紹介としては、基本的にはここに述べましたように「将来の社会を担って立つ人材の

育成」と「一拠点」がポイントになります。

それから次に、どういう形で大学として意思決定をするかということについて、少しここ（スライ

ド 10 ページ）でまとめておきます。すなわち実際にカリキュラム等をやっていく上で、プログラムな

どを作っていく上で、大学全体で取り組むべきことと、それぞれの学部が取り組むべきこと。その場合、

あるいは組織や体制、あるいは関係ということが重要になってきます。３つのポリシー（アドミッショ

ンポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー）などの問題もございます。これはちょっと

うちの大学は少し遅れておりまして、まだちょっと固まっていないという状況にあります。それから、

入学前教育、共通教育、修学支援、キャリア教育、進路相談、あるいは FD・SD。こちらは基本的には

全学的に進めているというふうな要素が強いものであります。また、本学の場合は、学長のリーダーシ

ップのもと、各学部の学部長や教学センターなどのセンター長が集まる部局長会という場がございまし

て、そこで多くの意思決定がなされます。

そして本学は 2015 年に創立 50 周年を迎えます。ですから、こちらの国士舘大学さんと比べてみまし

た場合、本学は半分ぐらいしか歴史がないのですけれども、50 周年を目指して 40 年のときにグランド

デザインを策定いたしました。このときにはやはり、学部の先生方、職員の方、それぞれ混じっていく

つかの分科会をつくりまして、例えば研究の部会、そういう所で議論を行いました。今後どういうこと

をやっていけばいいのだろうという中長期プランについて、こういう会議をやることによって、大学の

教職員の間の意識共有がなされるようになり、このへんは良かったと言えると思います。現在新しい学

長になりまして、藤岡学長は共創、共に創るということをひとつのスローガンに掲げてやっております。

ちょっと長くなりますけれども、学部の専門教育と共通教育の関係というのは非常に難しいと思いま

すので、そこの部分の意思決定について、次に一通り話をします（スライド 11 ページ）。本学では、カ

リキュラムに関しては、全学共通カリキュラム委員会というのが一番上の意思決定の組織です。これは

学長、各学部長、教学センター長、全学共通教育センター長が加わる会議です。申し遅れましたが、教

学センター長というのはどういう立場かと言いますと、普通の所で言うと教務部長にあたります。全学

共通教育センターは全学共通教育のセンターということになります。この全学共通カリキュラム委員会

が意思決定機関になるわけなんですが、その下に実際に審議・議論する場としてあるのが、全学共通カ

リキュラム推進委員会という所で、これは副学長が議長になりまして、各学部のカリキュラム委員長、

すなわち各学部のカリキュラムを一番よく知っている方、そういう方に出てきてもらって議論をすると

いうことです。ここの場（全学共通カリキュラム推進委員会）に、本学の共通教育には、人間科学・英語・

外国語（英語以外）・体育・キャリア、の５つの教育カリキュラム委員会というのがございまして、そ

このカリキュラム委員長が一緒に入って議論をします。ですから例えば、英語教育をうちの学部ではこ

ういうふうにしてほしいという要望というのがここ（全学共通カリキュラム推進委員会）で議論される

わけです。大学によっては、各学部がそれぞれ教養教育や英語教育をやる所もあると思うのですが、本

学では、もちろん各学部が語学教育にあたる部分もあるんですけれども（外書講読など）、全学共通教

育として進めている部分についてはここで議論することができる。あるいはその意見を持ち帰って、こ

の下の教育カリキュラムで議論すると、そういうふうになっています。そして、全学共通教育の改革に

ついても、学部のニーズや科目の性格などを考え、今非常に数が膨らんでいますので、適切な基準で科
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目の削減をすることを考えています。

それともう１個本学が力を入れておりますのは、フレキシブルカリキュラムの推進ということです。

これは、学部の垣根を低くしてほかの学部の科目も取れるようにし、それを卒業要件単位として認める

という、そういうことを進めています。ただ、どうしてもそうしますと、つまみ食いになってしまいま

す。ですから、体系的なプログラムを作ることにしています。例えば法学部の科目と外国語学部の科目、

これを組み合わせて、特に外国人の人権とか、外国人の犯罪とか、そういうことに対して、司法外国語

プログラムというものを作ります。そうするとそれは、法学部・外国語学部の学生だけでなく、ほかの

学部の学生さんも、それに非常に関心のある学生さんは、プログラム登録して取りに来るということを

やっています。大学によりましては、こういうことで一つの学科を立ち上げるとか、あるいは学部をつ

くるとかということもあるかと思うのですが、本学の場合には、あまり学部とか学科はいじらずに、こ

ういうプログラムで対応できるようなことは進める、そう考えています。ということで、今この学部融

合のプログラムは、司法外国語と知財エキスパートと人事・労務、それからあと学芸員・司書・司書教

諭・外国語ステップアップというテーマプログラムなどを作って進めているところであります。　

（２）修学支援

次に学生に対する支援というところになりますが（スライド 12 ページ）、基本的には修学支援、こ

れは教学センター、わたくしのいる部署が中心となります。それから学生生活に関わる部分については、

課外活動であったりボランティアであったりアルバイト・寮・奨学金ですね。こういうのは学生部とい

う所が担当しております。それから、後でも出てきますが、本学の場合、進路については進路センター

というのがございます。進路センターというのは昔の就職部です。わたくしがおりますキャリア教育研

究開発センターは、キャリア教育をする所であります。キャリア教育の企画を立てたり、カリキュラム

を考えたり、あるいは外部（インターンシップ先など）と交渉したりするのがキャリア教育研究開発セ

ンターという所で、直接的な進路指導にあたるのは進路センターです。キャリアセンターというのはい

ろんな大学にあるんですけども、進路指導あるいは就職部の機能を果たしている所が多いようで、こち

ら（国士舘大学）もそうだというふうに伺いましたけれども、扱っている内容は、本学のキャリア教育

研究開発センターはキャリア教育です。キャリアセンターという名称でも、やっている業務が違うこと

があることに、気をつける必要があると思います。

それでは続きまして、修学支援の具体的な話を少ししていきたいと思います（スライド 13 ページ）。

これにつきましては、皆さんのお手元の長いA3 表裏の表、ございますでしょうか。こちらの「つなぎ

プロジェクト」の図もご参照いただければと思います。

私のいる教学センターが設置されたのは 2007 年の 10 月でございます。これは従来教務部というふう

に言っていたのですけれども、学生の教学関係の窓口を一本化するということで、一つの建物の中にそ

ういう関係の職員さんを集めました。当然そうすることによって事務の効率化が図れます。こういうこ

とで、学部の事務室というのは存在はしているんですけども、そちらは基本的には教員対応の窓口とい

うことで、履修指導とかそういうのは教学センターでまとめてやろうということになりました。

こちらのほう（つなぎプロジェクトの図）を見ます。最初に入学が決まりますと、入学前教育とい

うのがございます。これを従来は学部単位でやっていたものを今は全学的に、例えば英語のｅラーニン

グをやるとか、そういうことで進めています。それから、図の下のほうになります。教学DVDという

のは、いわゆる入学してくる学生の不安感の解消とか、保護者への安心感の提供ということで、京都産

業大学の魅力を打ち出すようなものを作っております。それからオリエンテーションがあります。「自

己発見レポート」は、あとでキャリアのところでも述べますけれども、実際にいろいろな問題や性格の
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検査というか、検査と言うと変ですね、アンケートなどを通して自分の知識や性格の弱みとか強みが分

かるということで、これがキャリア教育の一つの入口になってきます。

それから、出席状況について、出席確認システムというものを３年ぐらい前に入れました。IC チッ

プ入りの学生証を教室の入り口の端末にタッチするというものです。特に今重点を置いているのは、１

年次生であります。入学当初のつまずきを防止するということですね。最近はこれを成績評価に使いた

いという先生もおられて提供はしているんですけれども、元々はやはり学校に来ない、あるいはちょっ

と学校に足を運びにくい、そういう学生さんのつまずき防止ということが主因で導入されました。また、

京都産業大学は「京都産業大学DAY」として、毎年全国の 10 カ所ぐらいで保護者懇談会をやります。

そういう場で「おたくのお子さんの出席状況はこういう感じです」ということが、出席確認システムの

導入で分かるようになりました。それまでは、例えば少人数のゼミとかであれば、先生に出席状況を確

認し、データを収集していたのですが、これを導入することによって、学生の出席状況が初めて全体的

に分かるようになりました。親御さんから、自分の子供とちょっと連絡が取れないのだけれど心配だと

かという問い合わせが大学にあったりした場合も、今日はこれとこれの授業に出ているみたいですとい

うような情報が提供でき、親御さんも安心されます。そういう形での活用もなされています。

それから「学びのポートフォリオ」というもの。これはいわゆる学生カルテであります。ここで学

生の諸情報を管理しております。それから低単位指導ですね。やはりなかなか単位が取れない学生さん

は、こちらは教員ももちろん関わってはいるんですけれども、教学センターの職員さんがここに大きく

関わっています。特にベテランの職員さん。本学の場合は 60 歳で役職定年がございます。そういう方

をシニアアドバイザーと呼んでおりますが、そういう方が積極的に学生に電話をかけて、「顔出せ」と

かいう形でコミュニケーションをとりながら低単位指導などをやっていると、そういう感じであります。

また、学生による学生のための修学支援。学生目線で新入生に対する履修相談などをやっていくピ

ア・サポーターという制度もスタートいたしまして、今そういう修学支援も進めているところでござい

ます。
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　（３）キャリア教育

続きまして、キャリア教育のほうに話を進めていきたいと思います（スライド 14 ページ）。先ほど

学長先生のご紹介にもありましたように、今キャリア教育に関する大学設置基準の改正というのが出て

きております。これは、ここにありますように、「大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、

学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実

施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を

整えるものとする」ということですが、もう少しこれを具体的に見ていきますと、中教審の大学分科会

「大学における社会的・職業的自立に関する指導等（キャリアガイダンスの実施について）」という、こ

れの審議経過概要というのがあります。

そこでは、まずキャリア教育とは何かということで、次の定義、「社会的・職業的自立に向け必要な

知識、技能、態度を育む教育」、より詳しくは、「一人ひとりのキャリア発達を支援し、それぞれにふさ

わしいキャリアを形成していくために必要な知識、技能、態度をはぐくむ教育」がございます。

それから「社会的・職業的自立に関する指導等」ということでは、これは「各大学の実情に応じて

社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培うために、教育課程の内外」、内外というのが一つの

ポイントになりますが、そこを「通じて行われる指導又は支援。具体的には、教育方法の改善を通じた

各種の取組のほか、履修指導、相談・助言、情報提供等」ということでありまして、これは広い意味で

は修学支援とも関わる。履修指導だからそうですね。そういうふうなことになります。

さらにもう少し具体的にこの審議経過概要では、取組例を示しています。そこでは「（１）教育課程

内での取組」といたしまして、「1. 専門教育や一般教育におけるキャリア形成支援。2. 幅広い職業意識

の形成等を目的とする授業科目の実施。3. インターシップの実施」という、３つの内容が書かれていま

す。また、「（２）教育課程外での取組」としまして、「1. 求人情報の提供及び求職申込みの受理。2. オ

リエンテーション及び履修指導。3. 適性試験に基づく相談、就職に関する個別カウンセリング及び就職

相談会の実施。4. ビジネスマナー講座、プレゼンテーション能力養成講座、種々の資格取得講座の開設。

5. ホームページ、大学独自の就職情報誌・パンフレット、メーリングシステム等を通じた学生への情報

提供」がございます。

要するに（２）の部分（教育課程外）はどちらかと言うと京都産業大学で言いますといわゆる進路

センター（旧就職部）が扱うような内容でありまして、上のほうの部分（（１）教育課程内）は、キャ

リア教育研究開発センターが扱う内容というふうなことになるんですけれども、おそらくどこの大学で

も、この就職課あるいは就職部のような所では、この（２）のほうの活動はやっていて、（１）のほう

の部分についてもいくらかはやっているという所だろうと思います。ただ、それではやはりまだまだ足

りないし、学生の将来に関しては、どこの大学でもやはり良い所に就職させてあげたいと思いますので、

単に上のほうからやりなさいということだけではなくて、より優れた取り組みが必要で、京都産業大学

としてもキャリア教育にしっかり取り組むということになります。

次に、京都産業大学のキャリア教育について説明します（スライド 16 ページ）。先ほど申しあげま

したように、本学では直接的な就職支援というのは、旧就職部にあたる進路センターがやっております。

現在は、大学３年次生の春ぐらいからガイダンスをやっております。それから教育との関係で、授業の

中で就職につながる力を育成するのが、私のおりますキャリア教育研究開発センターになります。2005

年に教務部の教学企画課という所から独立しました。具体的な契機といいますのは、インターンシップ

ですね。企業に例えば１週間とか、２週間とか、そういう形でインターンシップ、そういうところに力

を入れようとすると、なかなかちょっとマンパワーが足りないということがありまして、そこを積極的
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に進めていこうということで、キャリア教育研究開発センターを独立させました。これについては、時

期尚早という反対意見もあったようなのですけども、当時の教務部長が私とは違いまして、ブルドーザ

ーのように強力に物事を進める人でありまして、断固やるということで実現させた、そういう経緯がご

ざいます。

キャリア教育の基本的な考え方としては、学生一人一人の個性とニーズに応じて最適のキャリア教

育を展開していきたいというふうに考えています。その際、学生本人の自覚が重要なので、彼らの「気

づき」をベースに、そしてヒューマンスキル、コンセプチャルスキル、テクニカルスキルを獲得した「根

幹的実力」を養成したいと考えています。なお、キャリア教育のセンターが学内で認知されるためには、

やっぱりそれなりに活動をして成果をあげないと認めてもらえないわけで、その意味では、競争的資金

の獲得がやっぱり大きいだろうと思います。

例えば、「日本型コーオプ教育－オン・キャンパスの学習と就業体験との融合による「多層サンドウ

ィッチ方式」の展開」。これは、もう今はほぼ終わったものですが、簡単に言いますと、１年生の秋学

期から授業（教室の中での授業）を始めまして、１年の春休みに３日間ぐらいのインターンシップをや

ります、つまり学生を外に出します。２年生の春に今度はまた大学に戻ってきて、大学の中で授業を受

けていく。今度は２年の夏休みにインターンシップ。というふうに、オン・キャンパス（授業。座学）

とオフ・キャンパス（外）でのインターンシップ、こういうのをサンドイッチ方式でやります。特に厳

しかったのは、最初からインターンシップ先が決まっているわけではないんですね。学生にインターン

シップ先を見つけてこいという、そういうことをやらせました。ですからこのへんでかなり鍛えられて

いきます。一番つらかったのは１年生の春休みの段階で、何件電話をかけてもインターンシップ先がな

かなか決まらない。「じゃあもう 20 件かけなさい」という先生のアドバイスを受けやっていき、学生が

成長していくというものでした。

それから、こちらの 2008 年度の学生支援 GP（「京産大初ファシリテータマインドの風～ファシリテ

ーションによる学生支援改革」）。今大学の授業でも、こちら（教員）が一方的にしゃべるということで

はなくて、先生と学生との対話ですね。あるいはゼミなどでイメージしていただきますと分かりやすい

かと思うのですが、先生がもう直接的にコメントをするというよりは、学生にゼミの司会とか運営とか

もさせていって、先生は単にアドバイスというかちょっとコメントを入れる程度で、むしろ観察者とい

う立場に立って、「ああ、君のあの発言良かったよ」とかそういう形のコメントをすることによって、

学生の力を引き出していく、こういうファシリテーションという手法がありますが、そういうことに力

を入れています。あと、社会人基礎力についても、こちらは経産省のものですけども、そちらでもいろ

いろ活動しております。

あらためて、本学のキャリア形成支援教育のコンセプトです（スライド 17 ページ）。先ほども言いま

したように、高校生と社会人の間に大学生があるわけです。大学で、それから将来のライフプラン、あ

るいは社会人としてのキャリアプラン、これらを大学生の間に付けていきます。専門知識・スキル、そ

して教養科目などと関わらせてキャリア意識を付けていく。これが本学のキャリア形成支援教育の基本

的な考え方です。そして大学にいる間に根幹的実力を付けていって、社会に羽ばたいて活躍すると、こ

ういうことが考えられているわけであります。

その（科目の）内容をいくつか紹介しておきますと（スライド 18・19 ページ）、講義系、それから実

践系というふうに大きく分けることができます。講義系、こちらについては、例えば、先ほど文科省の

話で具体例が出ていましたけれども、例えば社会人、大学のOBも含めて、そういう方に来ていただき

リレーで講義をやってもらうとか、こういう授業があります。私、キャリア教育研究開発センター長に
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なったときに、センター長はこの科目を持ってくださいという科目を一つ与えられました。それが本学

の卒業生によるリレー講義でした。これは、もしやってくださいと言われても、多分そんなに専門のス

キルがいるわけではないので、むしろエントリー的な科目としてセンター長がやる科目と位置づけられ

ているんだと思います。それから、インターンシップは実践系ということになります。

それから PBL、こちらはお分かりでしょうか。プロジェクト・ベースド・ラーニングということで、

例えば企業からお題をいただいて、こういうことについて考えてください。それを受けて、クラスの中

のチームでいろいろ議論をして、その企業に解答を出します。例えば今年（2010 年）で言うと、大日

本印刷から外国人向けの観光案内に関するアイデアを考えてください、というお題をいただきました。

それに対して学生たちは彼らなりの視点でいろいろアイデアを出し合って答えを出していく。その過程、

チームを作っていろいろ議論をして解答を作っていくなかで、自らも成長をしていくと。経済産業省の

「社会人基礎力育成グランプリ」というイベントがあります。これは、その両者、つまり答えを出すこ

とと自分達の成長の軌跡をプレゼンしてください。こういうことで、この PBL チームが今回幸いにし

て近畿大会を通りまして、３月には決勝大会に行きます。

それから社会人基礎力に関しては、Ａ３用紙「つなぎプロジェクト」の裏面をごらんください。こ

ちらは多分時間がないと思いますが、これは私、１年次生の授業でちょっと使っている『クイズ！社会

人基礎力』（社会人基礎力向上委員会。一ツ橋書店）の一部をコピーしたものです。講義だけだと面白

くないものですから、学生にこういう小さなワークをさせていくのも重要なことだろうと思います。ど

れを答えたかによって、一番良い答えは５点、あと２点とか３点とか１点とか。違う答えを書いた場合

は０点とか、そういう感じで、どれぐらいになりますでしょうかという感じでやっています。ちょっと

後でもし時間があれば、一応答えはこうですというのがあるんですけれども、やってみてください。

それから一番下にあります文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」。これは採択されて今全学

的に取り組んでおります。ところが仕分けにあってしまいまして「大丈夫か」というふうな話があるん

ですけど、なんとかそのあたりについてもやはり進めていく必要があるということで取り組んでおりま

す。

では、あらためて本学のキャリア形成支援科目をここに挙げます（スライド 19 ページ）。本学のキャ

リア教育というのは、全学共通教育の中で進めています。経営学部のゼミが商店街の活性化をやるとか、

文化学部のゼミが万葉集を使った町起こしをやるとか、そういう学部のゼミで意識してキャリア教育に

取り組んでいるところはございますが、それとは別に、全学共通教育科目として、教養教育の一つの柱

としてキャリア教育というのが本学にはあって、こういう科目・プログラムが作られているということ

であります。

はい、次行きます（スライド 20 ページ）。「自己発見レポート」というのを、こちらでも法学部さん

などが実施しているというふうに聞いておりますけれども、これはベネッセさんと本学が共同開発した

もので、新入生が問題やアンケートに回答していく中で、自分の能力や性格・興味・関心などを客観的

に捉えた結果が出てまいります。これを一つの導きといたしまして、学生さんに学びや将来の進路選択

を考えさせる、こういうことをやっております。

これ（スライド 21 ページ）は「自己発見レポート」の内容ですが、ここは省略したいと思います。

効果なんですけれども（スライド 22 ページ）、学生にとっては、これまで意識してこなかった自分像が

発見されたり、なりたい自分を探すきっかけとなったりします。少人数のゼミなどでこういうのをやっ

ていきますと、先生が学生にこの「自己発見レポート」のデータを見ながら、あなたはこういう点がと

いうふうに、比較的コミュニケーションが取りやすい、そういう題材の一つとして使っているというこ
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ともあります。また、大学にとっての効果ですが、データの蓄積により入学者の経年変化を把握して、

それを踏まえていろんな取り組みに使うことができます。また、学生カルテに組み込んでそれを修学支

援や就職支援などに活用することも可能です。キャリア教育の中でももちろん使えます。

こういうことについて、いくつか参考までに紹介していきます（スライド 23 ページ）。例えば、本学

のキャリア形成支援科目の中に、「自己発見と大学生活」という１年次生向けの科目があります。この

科目は、自己認識と客観データとをふまえ、キャリアデザインを考えさせるということをやっています。

例えば、学生が「何とかという職業になりたい」と言うと、「なんでなりたいの？」と問い、「それはこ

うです」と学生が答えると、「じゃあその仕事って実際はどんなんだろう」と。こういう対話をしてい

くことによって、調べさせることによって、将来のキャリア、あるいは職業というのを考えさせる、そ

ういうひとつのきっかけとしていく、というようなことであります。

これは手元の資料には載っておりません（スライド 24 ～ 28 ページ。投影のみ）。例えば「自己発見

レポート」はこんな結果が出ますという話で、学力のほうで言うと、この学生の英語力はどれくらいだ

とか、社会で求められる力はどの程度あるか、というのが出ます。さらに、進路に関する意識の強弱と

かも出てきます。

さらに、こういうのもあります。これはうちの外国語学部のデータなんですけども、青いところは優

れている、赤いところはちょっと劣っているというところで、たまたまこの年はということになるのか

もしれないんですが、ちょっとこの学科はこれが低いなとか、そういうのが見えるんですね。また、理

系の学部の学生さんはコミュニケーション能力がちょっと弱いとか、国際性に関するところが弱い、こ

ういうデータが割とはっきり出ますと、逆にその学部はコミュニケーション能力などを育てる授業をし

なくちゃいけないと、こういうことがよく分かってくるわけであります。

それから、基礎学力の経年変化なども出ます。新入生の学力が、今年はちょっと低いんじゃないか

というのが、数字として出てくるわけですね。これが例えば関西の場合ですといわゆる関関同立という

のが上位４校でありまして、その下に産近甲龍というのがあるんですけれども、じゃあ上の４校はどう

なっているんだというようなデータがあったりすると、対応をどうしていくかというのを、あらためて

考えるきっかけになります。

それからキャリア教育のほうでもう少し話をしていきますが、一つ力を入れている部分に社会人基

礎力ということがあります。先ほどの配付資料にもありましたように、前に踏み出す力＝アクション、

それから考え抜く力＝シンキング、そしてチームで働く力＝チームワーク。これが、経済産業省が、い

ろんな企業から、企業が求めている人材を聞き、それをベースに作った３つの要素です。京都産業大学

では、そういうふうに何々できる、例えば前に一歩踏み出す力がある・できるということだけではなく

て、そのできる力と合わせて内面の問題を考えなくちゃいけないんじゃないかというふうなことで、い

くつかそういう研究を進めています。社会人基礎力について（スライド 30 ページ）は、こういう感じで、

基礎学力や専門知識、それらと関わらせて社会人基礎力というのを考えてております。次はこちら（ス

ライド 31 ページ）。社会人基礎力の 3つの能力と 12 の要素です。これは経産省の資料です。

それから、社会人基礎力を伸ばすためには、精神的なタフネスとか、頭の働かせ方とか、こういう

内面の問題も重要で、検査によりデータを出してやっていくということが重要になってくるということ

であります（スライド 32 ページ）。もう少し話を続けますと（スライド 33 ～ 36。配付は 34 のみ）、こ

れはうちの経営学部の後藤文彦先生が調査しているところなんですけれども、従来の伝統的な教育、教

師が一方的に教えるというやり方では、なかなか学生は育ってこないと。見える部分では大人になって

いるんだけども、内面的な成長というのは見られないと。ですから、本学では PBL などを通して、企



17

業からの課題に取り組むということを通して、根幹的な力を付けていって、そして離職率の少ない、離

職率を下げるような形につながる「根幹的実力」の養成というのをやっていこうとしています。「大学

は最後の砦」と書いてあるのは、こういう意味合いがあります。例えばこれは、1年次生と３年次生と

新入社員でデータをとっています。１年次生と３年次生と社会人、当然人間・社会関係の広がりなどに

よって成長する部分がございます。O/OCF（オンオフキャンパスフュージョン）-PBL という教育をや

ったところ、グラフで、事前の青から事後のピンクに移っています。どういうことが言えるかというと、

ここ（自己表現・自信の評価が低い象限。Ｄゾーン）の青（事前）が少なくなってきて、ピンク（事後）

はこっち（自己表現・自信の評価が高い象限。Ａゾーン）が増えているということで、倍増したＡゾー

ン、Ｄゾーンは激減と。要するにこういうふうに、１学期間 15 回の授業で、企業からの課題にチーム

を作って答えさせるような授業をやった結果、これだけ成長しましたよと、こういうデータをとってい

るんですね。ところが、これを新社会人に同じ教育をやってみました。これは商工会議所とかの協力を

得てやったんですけど、結果から言うとあんまり変わらない（成長が見られない）んですね。これはや

っぱり社会に出てしまう、企業の中に入ってしまうと、なかなかそういう短期間の研修では成長できな

い。だから大学にいる間にそれをやらないといけないというのがここでの考察で、より一層その重要性

が確認されたということであります。

それからもう一度、ファシリテーションというもの、さっきも少し出てきましたものについて（ス

ライド 37 ページ）。低単位・低意欲の学生向けの授業というのをうちでは作っています。これは、キャ

リア・Re- デザインⅠという授業です。これは、キャリアを Re ＝再度デザインするという意味なんで

すけども、合宿とか、社会人インタビューなどを行います。その様子を、ファシリテーターが観察して

コメントします。例えば、社会人が授業に来て、学生が 10 人ぐらい周りを囲んで、いろいろインタビ

ュー、質問などをしていきます。それで、それが一段落した後で、振り返りをします。そのときに、イ

ンタビューの一歩外にファシリテーターというのがいまして、その人が例えば、「君のあの発言は、結

構議論を引っ張っていったんじゃない。リーダーシップがあるね」とかですね、そういうことを指摘す

るわけです。それは学生にとって「気づき」なわけです。無意識にやっていたことに、そこで気づくわ
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けです。そういうことをやることによって、学生自身が「俺ってなかなか捨てたものじゃないんじゃな

いか」というような自己肯定があり、そこから前向きな自己像を獲得していく。そして、じゃあ将来ど

んなことをやろうかという前向きの姿が出てきます。例えばこういうケースもあります。不本意入学と

言いますか、もうワンランク上の大学に合格しなかったので京都産業大学に来ましたという学生さんな

んかも、やっぱりこういうことをやることによって、ああ、うちに来てよかったというふうな気持ちに

なってもらえるような、そういうこともあるんです。そしてこのファシリテーションという手法の有効

性を、もっと広げていこうということです。

それで、文部科学省から現代 GPに採択され、Ｆ工房という場を作りまして、そこでさまざまな活動

をしています。例えば、新入生に対するスターティングセミナーで、いわゆる初対面同士がなかなか緊

張が解けない、緊張がある中で、気持ちを和らげるアイスブレイクとか、そういうこと（ノウハウ）な

んかも、このＦ工房がいろんなアイデアを出してくれていますし、ゼミや寮の班長研修とか、高大連携

プログラムなどにも活用しています。

今のＦ工房、ファシリテーションはこういう感じです（スライド 37・38 ページ）。グループによる問

題解決やアイデア創造、合意形成、様々な知識創造活動を促進したり、時に舵取りをしたりすることを

ファシリテーションといい、そういう役割を担う人がファシリテータです。自己表現や自己理解などを

促す働きかけをすることもあります。本学では、ファシリテーションの導入によって学生支援の取り組

みの改善や教職員の能力開発、ここをＦ工房が担い、全学的に普及、定着することで学生の活動が活性

化するということで、こっちは望ましい形ですね。話す、聞く、尋ねる、それでこういうふうに議論が

なされて最終的に合意に達すると。ところが、なんかみんなの意思疎通がバラバラだと、話が全然広が

らなかったり、バラバラになったりする。こういう状況に対応するためにいろいろ工夫をしていく。例

えばファシリテーショングラフィック、あるいは対話のテクニック、意見集約の方法、最後に満足度の

高い合意を得るクロージング。こういう手法というのを身につけていけば、会議も非常に良くなるんじ

ゃないかなと、こういうことであります。

今回、本学では「大学生の就業力育成支援事業」が採択されました（スライド 39 ページ）。ここでは、

コーオプ教育（社会や企業と連携した教育）ということで、専門教育とキャリア教育をつなげようとし

ています。先ほどから申しあげておりますように、京都産業大学のキャリア教育というのは、従来は基

本的には全学教育、共通教育の一つとして進めてきましたので、それを学部の専門教育と絡めてやって

いこうというのは、もうちょっと展開が必要です。今回この就業力育成支援事業に採択されたことをひ

とつのきっかけにして、これをさらに全学的に広げていこうということで、組織をつくり体制的にコー

オプ教育を進めているところであります。

おわりに

以上、わたくしの説明は大体これくらいということになりますが（スライド 40 ページ）、キャリア教

育につきましては、全学展開、それからやっぱり企業との連携がすごく重要な問題だと考えておりまし

て、そのあたりについても中心となる先生がお一人おられます。大変熱心な先生で、その方が例えば外

国での事例なども把握しながらやっております。

あと、もう一つ重要なことは、やっぱり修学支援も含めてなんですけども、大学全体、うちで言い

ますと「オール産大」という体制作り、これがやはり重要だろうと思っております。それをどういうふ

うに作っていくかというのは、やっぱり学長のリーダーシップをはじめ、それから中心となる、率先し

て進めていくような先生方、このあたりがやはり鍵になると思うのですけども、やはりそれだけでは限

界があるので、実質的な成果を上げていくことと、大学をあげてのそういうバックアップ・体制という
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ことが重要になるのではと思います。

以上でわたくしの今日のご報告を終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。（拍手）

◆質疑応答

司会　ありがとうございました。ここで質疑応答に入らさせていただきます。

質問者１　ご講演ありがとうございました。二点お伺いします。ファシリテーターは誰が行うのか。そ

してトレーニングはあるとすればどういうものをやっているのか。もう一点は、ポートフォリオという

言葉が出てきましたが、これは学生の成果を入れているのでしょうか。そうだとするとその活用方法。

何を蓄積していて、どういうふうに活用しているのかについて少しお話を伺いたいと。

若松　ありがとうございます。一点目のファシリテーションですけれども、これは、今Ｆ工房という所

で主に進めております。これは、やっぱりボランティアとかでファシリテーションの経験のある方です

ね。その方が今お一人、それから教員で一人それを積極的に進めておられる方がおります。また、繰り

返しになりますけれども、学生支援 GPの獲得・F工房の設置を契機に雇った方もいます。

それから、学生ファシリテーターというのもおります。これは、キャリア・Re- デザインという授業

を受けていた学生が、今度（次年度）はボランティアという形で、一歩後ろに下がる形で観察をしてい

て、後輩たちのためにボランティアのような形でファシリテーションをやっているということですね。

ファシリテーション研修も、Ｆ工房が中心になり、大体３月と９月、年２回本学の中で行っています。

それには関心のある教員も出ることができますし、職員さんについても、本学の場合、キャリア・Re-

デザインの授業に職員さんを割り当て関わってもらうという形ですので、そういう方もその場に出て、

トレーニングと研修を受けるような形になります。

それから二つ目ですが、本学の「学びのポートフォリオ」は、学内の電子システムの中に作られて

います。項目につきましては、これは、先ほど申しあげましたこの『大学教育と情報』18-4 に載ってい

るのですけれども、SIGEL さんという外部の業者さんに業務委託して作成・運用しています。実はた

またまなのですが、この号（18-4）に SIGEL さんのうちのポートフォリオの例もございます。どうい

う内容が入っているかと言いますと、学生の基本的な情報、学籍移動、連絡先、クラブ活動、出身高校、

入試種別、そういう基本的なところ、それからどういう科目を取っているという履修情報、それから成

績、単位集計の結果、それから、取得している資格とか奨学金とか、学費の納入状況とか希望進路とか、

そういうかなりいろいろ入っています。使える人は、これは誰でも見られると個人情報の流出になりま

すので、教務いわゆる教学センターのそういう修学支援担当の人に限られています。とりあえずそんな

ところで。

質問者１　そうすると成果物をそうやっていろいろ貯めていくわけではないんですね？

若松　え、何の成果？

質問者１　レポートとか。（若松：ああ。）提出物なんかをそこで貯めていくというシステムではないわ

けですね。

若松　成果物については、別に科目ごとにムードルというシステムがありますので、そちらのほうを使

っています。学びのポートフォリオでまだ十分活用できていない部分もございまして、例えば、もう少し

きめ細やかなということになりますと、学生の進路に合わせて、じゃあこの科目を取ったら、そういうア

ドバイスがちゃんとできるといいんですけども、まだちょっとそこまではできていないのが実状です。

質問者１　分かりました。ありがとうございました。

司会　ほかにございますか？　どうぞ。
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質問者２　懇切丁寧なご講演ありがとうございました。

一点だけ。これだけきめ細やかなカリキュラムといいますか、キャリア教育の講座を設けまして、

１万４千の学生数となりますと、具体的なそういうキャリア教育のコマのサイズとか、それから担当教

員の負担の部分なんですが、そのへんはどうなのでしょうか？　私どもの国士舘大学で、例えば僕らの

場合ですと入門教育が半期とかですね、２年生への対応がというような話でやっていきますと、結局４

年間クラスといいますか、ある一定の規模の学生をそういう入門とか、キャリア教育、あるいはリカレ

ントも含めて教育の中でコマ数を持つことになりますと、それだけで年間４コマ担当する。それ以外に

自分の専門科目とか、講義科目ということになるんですか？そのへんの負担のバランスなどはどんなよ

うな感じでとっておられるのでしょうか？

若松　ご質問ありがとうございます。これは、なかなか難しい問題であります。本学のキャリア教育と

いうのは、進め方としては、本当にキャリア教育に熱心な先生が主体的にやってきているというふうな

ことで、例えば学部によりましては、先生方の担当は、春５コマ・秋５コマと数を決めている場合があ

ります。うちで言えば、経済学部がそうです。そうすると、こちらからお願いした場合には、経済学部

のほう、あるいは他の共通教育科目で、科目を何か減らしてもらいバランスを取る、そういう学部もご

ざいます。

それから逆に、経営学部の場合ですと、むしろ積極的に本人がやりたいというのであればコマ数は

増えるけれど、それには関知しない（個々の教員に任せる）という学部もございます。ですから、その

あたりについてはなかなか難しいのですけども、ただ組織的な話で言いますと、やはり個人交渉もそう

（大事）なんですけども、やはり学部長の了解を得ることが大事でありまして、わたくしセンター長と

事務長が各学部のほうに回りまして、こういうふうな形でぜひ法学部の先生方を二人出していただきた

いとか、そういう形でお願いをするということになります。

また、同じ先生がずっとやっているということもあるのですけれども、例えば今就業力支援の事業

が通りましたので、これはもう少しそれを量的に拡大したい、クラスをもっと増やしたいということで、

これはＦＤにもなるので、ぜひお願いしたいということでやっています。ただやはり、海外インターン

シップといった科目を担当できる先生というのは限られますし、そういう場合そのような方の中で回し

ていくとかいう形が必要になってくるかと思います。

じゃあ実際にどれくらい学生が取っているのかという履修者数を申しあげますと、大体１年間で３千

人です。その中には大講義の授業もあれば、大講義と言っても 200、300 ですけれども、そういう授業

もあれば、インターンシップはいろんな所に行きますので、トータルで 100 人ぐらいにはなりますけど、

複数クラスで開講（だいたい 20 人以下）。PBL ですと、チームでやりますのであまり大きく膨らませ

るわけにもいかないし、企業からお題をもらうのもたくさんもらってこなきゃいけないということにな

ります。履修者の多い科目と少ない科目があり、ならすと１年間で受講している学生は３千人。ですか

ら、ちょうど１学年分になるんですね。１年、２年、３年、４年と、平均すると１科目くらいは取って

卒業しているという計算になるんですが、当然のことながら熱心な学生はたくさん取っています。そう

でない学生はまったく取らずにいるというふうなところもありますので、ここもやっぱり入学してきた

ところで、しっかりそういうのをやっていこうという形で、今意思統一を図っているところです。

質問者２　どうもありがとうございました。

司会　ほかにございますでしょうか？　それではここで休憩に入りたいと思います。15 時 20 分より次

のパネルディスカッションに入りたいと思います。（拍手）

午後 3時 10 分　休憩
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パネルディスカッション

「修学支援とキャリア教育の取組」

コーディネーター　ＦＤ委員会委員第４WG座長

　　　　　　イラク古代文化研究所　教授　　西浦　忠輝

パネリスト　　　　理工学部　　　　　　　教授　　小崎　充

　　　　　　法学部　　　　　　　　教授　　高野……敏春
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午後 3時 20 分　再開

◆事例報告　理工学部

小崎　理工学部教務主任の小崎です。今日は「修学支援とキャリア教育」というテーマでの FDシンポ

ジウムということで、理工学部の事例報告をさせていただきます。

ご存じの通り、理工学部は平成 19 年に前身の工学部 4学科を 1つの学科にまとめ、その中に 6つの

学系を配置するという形でスタートしました。その組織改革の際に、カリキュラムにも大幅に修正を加

えたわけでございますが、特に修学支援とキャリア教育に関しましては、いくつかの新機軸を打ち出し

ました。

まず、修学支援に関しましては、「フレッシュマンセミナー」、「アカデミックアドバイザー制度」の

導入、「学習支援室」の設置、ICTの活用と共に、「フレキシブル入試制度」を取り入れております。特

に今日は修学支援の観点から「フレキシブル入試」を中心に現況を報告させていただきたいと思います。

また、キャリア教育に関しましては「キャリアデザイン特別講義A」および「キャリアデザイン特

別講義 B」という科目の設置、そこからの流れとしての「ステップキャリア講座」、また「ものづくり

基礎A・B」や「インターンシップ」などを開講しております。

まず「フレッシュマンセミナー」ですが、これは入学時点での導入教育として、学部入学式から履

修登録までの流れの中でさまざまな指導を行っていこうというものです。特にこのセミナーでは学系ご

とに学外研修を取り入れ、専門分野への導入だけではなく、学系教員とのコミュニケーションや友達づ

くりなども目的として行っております。この「フレッシュマンセミナー」に対する学生の感想例を示し

ますが、概ね好評のようで、特に、友達づくりの面では効果をあげているように思われます。

理工学部は今年度で完成年度を迎え、カリキュラムの一部変更を予定しておりますが、次年度から

は「フレッシュマンセミナー」を科目としては廃止する予定です。学生の評価の高い科目を廃止すると

いう一見矛盾した変更の根拠は、科目として設置していることによる制約を避けたいということと、成

績評価が困難であるということであります。科目としての束縛を逃れることで、入学直後の一連のイベ

ントに柔軟性を持たせることができ、学外研修の時期変更や履修指導の時間的余裕が可能となります。

次に「アカデミックアドバイザー制度」でございますが、これは専任教員 1名が 8 ～ 10 名の学生を

担当し、各学系の「理工学基礎演習」科目を担当することで、学生と教員の親密度を高めようという趣

旨の制度です。工学部時代からの学年担任制度では、1名の教員が 80 名以上の学生の対応をするとい

う形で、必ずしも十分なコミュニケーションがとれていたとは言えない点に対する反省から導入された

制度です。この制度については、それなりの効果をあげていると考えておりますが、さらに学生と教員

の密な関係を築けるような運用方法を検討している最中でございます。

「学習支援室」につきましては、2007 年度、2008 年度については試験期間中に特定教室に教員が待機

する形で実施しましたものの、利用者が極端に少ない状況でございましたので、その後は学部事務室に

受付窓口を設置し、随時学習指導に対応できるような体制に変更しました。しかしながら、利用者増は

見られず、今後の運用方法の検討を急がねばならないと考えております。

教育環境における ICTの利用については、Jenzabar の活用や出席管理システムの導入が挙げられま

すが、Jenzabar は特にグループ別授業やオムニバス形式の授業において学生の学習状況に関する教員

間での情報の共有に役立っております。また出席管理システムについては、特に父母懇談会において保

護者の方に学生の出席状況をご確認いただけた点はずいぶんと好評でございました。

続きまして、本日の事例報告におきまして理工学部の新しい取り組みの目玉としてお話ししたいの

が「フレキシブル入試制度」でございます。ご存じの通り、理工学部は 1学科の中に 6つの学系を置き、
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学生はそのいずれかの学系に所属することとなります。入学試験段階でどの学系への入学を希望するか

が決まっている学生は問題ないのですが、実際には受験生の中に、理工学部に進学したいのだけれども、

具体的にどのような専門を学びたいのかが明確になっていない者たちがおります。そのような受験生に、

理工学部に入っていろいろな学系の学びの特徴を知ってから、専門を決めていけるように時間的猶予を

与えようという意図で導入されたのがこの制度です。1年間かけて希望する学系を検討し、2年次に進

級する段階で所属する学系を決定しようというものです。

この「フレキシブル」で入学した学生数の推移を見ますと、2007 年には 64 名おりましたが、それぞ

れの学系にこのような形で進んでおります。64、65、54、本年度 37 名と若干少なくなっていますが、

40 ～ 60 くらいの人数の学生たちがフレキシブルで入ってきて、その中でフレキシブルから 2年次の学

系が決まらないうちに、退学ですとか、休学ですとか、あるいは場合によっては他に転部が一部含まれ

ていますが、理工学部を離れていった学生の数というのが、2名、2名、3、2 プラス 1ですね。で、現

段階ではここは 1名という、こういう数になっております。

64 名中の 2名、あるいは 65 名中の 2名、こういう数字が多いかどうかというのは、微妙なところだ

とは思いますが、ただ何をやったら良いかが分からない。特にはっきり分からない学生の比率が高いフ

レキシブルという制度において、この程度の人数でおさまっていることが、やはり評価できるのではな

いかというふうに考えます。

その、学系が決まるまでには、どういう指導を行っているかというところなのですが、まず入学時

に希望調査をします。第 2回、第 3回、第 4回の最後に自身が決定するというような形で 4回の流れを

とっております。4回の流れの中で、まず当然ながら第 1回進路希望調査をするわけですけれども、第

一希望を優先させるようにと指導します。その時に「理工学基礎演習」、その第一希望の基礎科目を必

ずとって、その学系の担当教員と直接コンタクトをとれる形をとりましょうと。ただ第二希望の可能性、

第二希望を強く考えている学生もおりますので、その時の指導がかなり難しいという形になります。

第一希望がある程度明確な学生は、積極的に学外研修にも参加させ、学系のカリキュラムに沿った

履修指導、そしてセレクティブタイプの学生と同等のレベルでの交流という形に進んでいけるのですが、
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第一希望がはっきりしない学生、迷っている学生、この学生たちに対してはさらに指導を続ける必要が

あります。7月の段階で第 2回の進路希望調査を行って、学習状況を聞き取り、希望の変更があるかど

うかを確認して、変更があった場合には、秋期の履修科目を、特に専門科目について変更可能であると

いう状況にしております。特にこの時期の指導、第 1回の聞き取り調査から第 2回にかけての流れの中

で、学生たちがどういう学問をしたいのか、どういう勉強をしたいのかというところを明確にしていく

ために、「学系ガイダンス」という科目を置いております。

この「学系ガイダンス」の科目は、学生主任を中心に、教務主任と各学系にフレキシブルの担当者

をお願いして、チームで対応しております。1つのフレキシブルクラスのホームルームのような形で授

業を行おうと、毎週 1回集まりをもって、学生たちの様子を見ながら対応しようという形で進めており

ます。

学系ガイダンスがどのような流れで進んでいくかというと、初回ガイダンスを行って、各学系の紹介

をします。特にフレキシブルで入ってきている学生は、どういう学系があるのかも知らない学生がいた

りしますので、その辺の紹介を簡潔に行っていくと。そこで、ある程度希望が絞り込まれてきたら、特

に自分の関心のある学系の模擬授業を受けようと。各学系 3回連続の授業を 2セット行うことになりま

す。学生は異なる 2学系の、3回連続の授業を受けることができる。その中で進路がだんだんと絞られ

てきて、夏を迎えるという形になります。

　さらに 1月には進路を決定して、特にここで注意をしているのは、最終意思を確認した上で、学系配

属の申請書を書かせます。そこに署名をさせるということによって、その学系で勉強をするのだという

動機をもう一度確認させよう。学習意欲の強化に繋げたいというふうに考えています。この「学系ガイ

ダンス」につきましても、平成 23 年度以降のカリキュラムでは、科目としては廃止します。これも先

程のフレッシュマンセミナーと同じように、曜日や時限の固定、担当教員の固定、授業回数の制限とい

った、様々な制約があるために科目としては廃止をしますが、指導を止めるわけではなく、指導は継続

します。

特に問題だったのは、早い段階に学生が、もう決まっちゃった、学系が決まっちゃたという学生に、

同じことを繰り返しやっても効果が上がらない。逆にマイナス効果になってしまうという点。それから

決まった学生に対応するために、逆に決まっていない学生の指導が不十分になっている点があるという

認識に至ったからであります。この点を柔軟にするためには、曜日や時限、あるいは教員、授業回数と

いう制限を超える、制限から解放されるということだろうと考えたわけです。

大分時間が足りなくなってきましたけれども、キャリア教育について繋げていかなければいけない

ところがありますが、残念ながらまだキャリア教育というのが、就職の準備だというふうな短絡的な結

びつけ方がなされているのではないかと考えています。日本語で「キャリア、キャリア」と言っていま

すが、この音が英語の音とは全然違うところからも「キャリア」が理解されていないのではないかと思

いますけれども。もっと広い意味で人生設計の能力を作っていかなくてはいけないと、当然ながら大学

生としての基礎力をつけ、社会人としての適応力をつけなければいけないのですが、ここに大きなギャ

ップがあるわけですね。この 2つの間に大きなギャップがあって、そこをどう埋めてやるかが大学での

キャリア教育、大学ができるキャリア教育ではないかというふうに考えています。

その中で我々は、キャリアデザインの特別講義A、特別講義 B、そして 3年生としてのキャリアはこ

うだという流れを作って 4年間やってきましたが、特に外部委託の 10 回と、各学系で担当するプログ

ラム、Aも Bも同じですけれども、ここの間の有機的な連携に不足があるのではないかというふうに

考えています。それによって相互の意思疎通ができないために、思ったような効果があげられていない
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と考えております。例えば外部委託ではこのような内容をやり、一方で学系の担当部分では、専門教育

との連携は当然やらなければいけない部分と、職業意識との結びつけと、少しアンバランスな形になっ

ていて、先程お話にもありましたけれども、自己発見レポート、理工学部でも利用していますが、例え

ばその結果を学生にうまくフィードバックできていない、などというようなマイナスも出てきています。

そこで 23 年度からは、3年間の連続性をもったカリキュラム編成を再度検討しようという形で、「キ

ャリアデザインA」については、まず科目名ですが、特別講義という名称を取っ払って、キャリアデ

ザインはそのままやるのだ。特別でも何でもない。必ず受けるもので、まずAについては外部に委託

をして、授業回数を増やそうと。この内容については今後詳細を検討していかなくてはいけませんが、

それに対して学系担当の部分が減ったのをどうするか。明確に「理工学基礎演習」で担当していた科目

の内容の延長として、理工学基礎科目群で各学系が行う授業の中に取り組んでいっていただこうと。そ

こに各学系のキャリアに関する意識を詰めていただきたい、と考えております。

一方、2年生で、秋期に行うキャリアデザイン Bについては、学系によって温度差がございまして、

自分たちの学系できちっと指導するという学系と、いや外部に基本的には委託した上で、職業の部分、

特に専門部分との結びつきは他の科目でやりますという学系がでてきています。この辺の調整、バラン

スをうまくとりながら、学部全体のキャリア教育が 3年次のレベルにうまく結びついていけば良いのか

なというふうに考えております。

「キャリアデザイン C」というのは、従来の「ステップキャリア講座」で、これはキャリア形成支援

センターで開講されている就職講座を利用させていただいて、支援センターの方で基本的に行っていた

だいているという形なのですが。これを今までは、理工学部におきましては、3年次の総合教育科目の

一つとして位置付けておりました。ところが総合教育科目ですと、3年次になったら、なった段階でほ

とんどの学生は単位を履修し終えていますので、もう履修しなくなってしまうのですね。さらに「キャ

リアデザイン」という名称が、就職と直結するという意識が低いために、なかなか履修してくれない…。

一つの解決策として、総合教育ではなく、専門科目に移行することによって、学部の専門科目である、

自分たちの専門を意識しながら自分たちの職業に繋げていける科目だという位置づけに変更します。そ

れによって履修数、参加数が増加するようなことを考えていきたい。ただそれだけでは、やはり効果も
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出づらいと思いますので、より密接にキャリア形成支援センターと連携をして、情報交換を上手くやり

ながら、よりたくさんの学生が履修して、より就職活動が円滑に進むような流れを作っていきたいと考

えています。

ものづくり教育につきましては、このような内容のことをやっておりますけれども、特にキャリア

デザインで学習した内容を実体験することで、技能と職業意識の基盤を構築するための科目なのですが、

その辺がまだ不足しているところだと思います。キャリアデザインにおいて PDCAサイクルなどを学

習したりしても、実際にものを作るというプロジェクト、PBL 教育において、その学習のサイクルと

いうのを意識できなければ効果が上がりづらいと思っておりますので、その辺がうまく意識できるよう

な、ものづくり教育というのをよく考えていきたいと思っています。

さらにインターンシップにつきましても、理工学部では 3つのパターンでインターンシップの可能性

があります。まずはキャリア形成支援センターが紹介してくれるインターンシップ、それから学系の教

員が特定の企業とのマッチングを行うもの。さらに学生本人が自分で、例えばインターネットなどで見

つけてくるもの。こういう 3つのパターンがありまして、この 3つの間に統一性が見られない部分があ

ります。例えばキャリアではマッチングが非常に困難なので、うまく理工学部の学生が求めるようなも

のが見つからないという問題もありますし、また学系教員が指導するものでは、企業の、例えばOBが

いる企業などと結び付けをしたりしますけれども、期間があいまいであったりするというような問題も

あります。学生本人が見つけてくるものも、業務内容が不明だったりするなどという問題がありますの

で、この辺の条件統一が、今後求められるのではないかというふうに思っております。

いずれにしましても、様々なものを導入して、様々な仕組みを導入して学生への修学支援とキャリ

ア教育というのを意識して 4年間続けてまいりましたが、特に本学理工学部の学生に言えることは、こ

れまでの人生の中での成功体験の不足が、大きく影響しているのではないかと考えています。我々が与

えることができるのは、大学における成功体験というのを強く意識させることであります。それによっ

て彼らは、学生たちは、自信を持って社会に出ていけるのではないかと。その時には例えば科目の単位

の取得で進級するですとか、卒業研究を上手く完成させて卒業するだとか、就職先をちゃんと決めて就

職できるだとか、という成功体験がこんなにたくさんあるんだよということを、様々な形で経験させて

いきたい。入学時のフレッシュマンセミナーで友達ができたという体験ですとか、学系が決まったとい

う体験ですとか、そのようなところを強く認識させることも大切ではないかと考えて、今後この 2つの

テーマについて、より積極的に取り組んでいきたいと考えております。

以上でございます、ご清聴ありがとうございました。

司会：小崎先生、どうもありがとうございました。質問と討議は高野先生の発表が終わってもらってか

らまとめてということで、続きまして高野先生お願いいたします。

◆事例報告　法学部

高野：どうもお待たせしました、法学部の高野でございます。

法学部の修学支援とキャリア教育について、非常に自分も興味があるところですので、ちょっとず

れているかも知れませんが、ご報告したいと思います。

基本的に法学教育というのは、我々がずっと学んできたものを、いわゆる法科学の法的リテラシー

討議とか、リーガルマインドをもった人間を育ててくれというふうなことが、元々あるわけですが、国

士舘大学の法学部が昭和 41 年に法学部を作った折りも、このようなことが言われてきました。ところ

が 1990 年代の今から 20 年ちょっと前か、前後の辺りから、いわゆるそういうものも大事だけれども、
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直接的に自分の子どもの状況に合うものをと、波があるのだということで、多数の希望が複雑化しまし

て、法学部はそれに合わせるごとく、色々な大学の法学部が頑張ってきたというふうに思われます。

そういう意味では、本日私がここでお話する法学部の修学支援とキャリア教育というのは、法学部

という文科系学部のキャリア修学支援とキャリア教育ではないかというふうに思っております。

本当は、先生方の法学部 37 名の、または先生方のことをずっと考えるならば、本当は学生に教えた

いのは、勉強とはどういうことだとか、その色々な社会の現象とかに対して、法的な考え方をどうする

のだと、何故だということを追求しなければならない。条文を通して、丁寧に考える力を持たせなけれ

ばならない。そういうことをやりたい。しかしながら現実は、私たちの目の前にある現実は、どうもそ

うではございませんで、この法的リテラシーとか、リーガルマインドされた人材と、そして法学教育の

二つの柱は、法学研究者と法曹実務家、学部と大学院ということですが、作って世に、社会に送るとい

うことなのです。

それは 41 年の時に法学部を作ったおり、創立者の柴田德次郎先生や、中村宗雄先生は、ここに書い

ているようなことを法学部のみんなに書かれました。世界的に日本の男子練成場と、日本の民主政治の

養成とか、学徳兼備の大学教授とか、養成とか、堅実なる会社銀行員の養成とか、見識たっぴ、新聞法

曹記者とか優秀なる公務員の養成とか、模範的中堅産業技術者の養成という、社会人規則をもった常識

的な社会のために頑張っていける人間を育てるというのが、この大学の根本的な考え方ではなかろうか

と思われます。

　この便覧は、昭和 49 年まで、この便覧でしたが、50 年の時に、今のここの部分は全部消えまして、

下のようなものだけが残った。この上の部分と下の部分は、一緒に出来ていたものなのですけれども、

少人数の法学演習、専門科目を１年次から、また院号相続とか親族相続憲法というものも、１年次のと

きからやっていました。法律討論会とか模擬裁判という、いわゆる討論会、リベート、ディスカッショ

ンということを、非常にいわれておりまして、論文や報告書もそういうものを作成させております。当

時私が配置された時に、法権指導は最初からあったのですが、その一番最初が現在教員になっている弁

理士の三澤さんが１期生になります。法権指導という授業の外で、先生方と学生が一緒に勉強するとい

うのを 43 年間続けているということが言えると思います。

面白いと思ったのは、法学部の学生だけれども簿記会計講座、国際情報英語講座というのもおいて、国

際人の養成のために頑張ろうと、創立者はそういう感じではなかろうか、というふうに慮るわけですが、

それもこれも日本という国もありますが、同時にやはり何と言っても我々が今学生を思う気持ちと同じ

で、学生の自己ブランド力の向上を目指したいと思っていたのであろうと考えます。

そこで本大学の就職率は、この 2010 年の７月 14 日のとこでいきますと、2008 年には 170 位から、

2009 年が 197、10 年は 217、読売新聞社発行の就職に強い大学というところからとったわけであります。

20 位ずつ毎回落ちていると、このことは何を意味するのかと、他校も、同じ状態の生徒が入学してる

から、修学支援とキャリア教育をやる必要があり先程の法律の研究といいますか、実務的なものだけで

はなくて、本当は法学部の学生さんには研究や、勉強することが大事だということを教えなければなら

ないにも関わらず、就業力をつけましょうという時代になっています。

まず、学生自身の受講向上が図れるようなキャンパス作りをして、大学教授の話を聞ける環境をと

とのえることが、就業力アップに非常に良いのではないかと。そして総合教育とか専門科目の講義とか

ゼミ等々で、実際に一緒に学生と色々やっていくことで、もっと時間をとってやって頂けるような形に

しなければいけないのではないだろうかと考えます。学生のところに我々が近づいて何かしなければい

けないのかなと思っています。
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さて法学部におけるキャリア教育というのは、どういうのかといいますと、昭和 50 年以降、恐らく

33 年間ですが、この法学演習によるところの少人数教育をおこなっていて、法律討論会と模擬裁判、

法権指導、そしてその他色々とやっているわけですが、法学部のカリキュラムがほとんど公務員試験と

か、各種試験とか、色々なものの受験科目になっており、ここでいうキャリア教育とは違いますけれど

も、職業に繋がっているのです。最近この延長線上に、知的財産の知財の研修室も新たに作り、学生を

時間内に指導しているわけであります。今後はビジネスフォームに関する研修室も作って、いわゆる多

様なニーズの学生の状態に応えなくてはいけないなと思っております。

そして、この今までの状態と違うところはこれからですが、この２～３年のうちに実施したのは、こ

の入学前教育、ポートフォリオ２年前に導入しまして、AO入試とか、推薦入試の受験生で、合格した

方を対象に、大体長い人では８回に及んで、色々と課題を出してそれを報告してもらう。現状としては、

課題のやりとりと情報を紙媒体のときとは一味違っておこなわれています。今後はやはり４年間のデー

タの蓄積をやって、連絡を徹底したり、学生と教員間のアクションを、もっと色々とやって、この入学

前教育というものを、もうちょっと進めるようにできればと思っております。

そしてもう一つは、この４年前にできました。初年次教育という、プレゼミ、入門ゼミというのが、

フレッシュマン教育としてございまして。現在はテキスト、専任の先生方が、プレゼミの場合は専任の

先生がテキストを作りまして、それを 15 回にわたってやると。そして後期も 15 回やると、そこに司法

書士会の方からの講演会を入れたり、ADAの実習を入れたり、単なる講義だけではなく、実体験に合

わせたようにしています。そのテキストの中に文章力アップとか、読解力、ノートの取り方、レポート

作成等々、答案の書き方等に関する項目があり、初年次教育と入学前教育が一緒の委員会で、検討して、

問題やテキストを作り、そして発信するというようなことをやっています。目標値を立てて各項目を個

別化するなり、またはもう少しばらけるなり、何かしなければいけないのだろうと考えていますが、さ

らに検討しなければいけないというところだと思います、発展途上というところですね。

　キャリア教育関係でいうと、OB・OG による、11 月の学園祭の時に「何でも相談」をしています。

どうしていいか分からない人たちに、司法書士になった方とか、裁判官、弁護士になった方や、公務員

になった方に来てもらい、面談を通して、こういう勉強をしたらどうだというような話をしております。

これは非常に人気があります。

キャリア支援課の方々とも連携をとって、ゼミとか演習で、こういうキャリア教育のところを行っ

ていきたいと個人的に考えています。例えば学生さんの名簿をキチンとした上で、どこに就職したいと

いう話から始まって、そういう会話が出来たらこれはかなり違うのではないかなと。授業は 30 回ある

わけですが、その内の５回か４回を行えたらと思うのですけれど、ただやはり先生方はそのために入っ

てきたわけではないものですから、この辺がちょっと法学部としては、今まで踏み切れないところだと

いうところです。

そして去年から、先程も話題になっておりました両報告者から、ベネッセの自己発見というのを法

学部でもやりました、２度目で。今年はかなり丁寧な分析をしていただきまして、その結果学校平均の

平均偏差を上げたわけですね。そうしたらお陰さまで受験生が多く来た、こういうわけであります。な

るべくそういうものから始めて、色々なものにやっていきたいなと思っております。

あと、先程も前に言いました、模擬裁判、法律討論会というのをやり、今年の 11 月３日、４日の２

日間のキャリアガイダンスに実際に来た 146 名の学生ですが、文学部や、政経学部、21 世紀アジア学

部も入り、非常に資格等々に対しての要望が強かったということが、データで出ております。

それでその結果私たちは、ちょっと文科省の就業力の育成支援のところに応募した経緯もあり、学
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長からの学部内で、そういう委員会を立ち上げてくれ、という指示が全学部にいきましたので、学部に

就業力育成委員会というのを設置しました。これは元々平成 20 年に辰野先生と和田先生が、ＦＤで報

告していますが、学部内で、もうちょっとフレキシブルに、そして大胆にやるべきじゃないのかと言わ

れながら、やれないでいながら２年経って、ここで７月 13 日にこの１回目の委員会を開いて委員を決

定し、そして 10 月 12 日になったのは、これが結果が出た後なんですが、その時に今後の日程を決めま

した。第３回目ではいわゆる３Ｐですね、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー、アドミッショ

ンポリシーをここでかなり検討したりしました。

私は９月１日、２日と、先程ご報告があった経済産業省の社会人基礎力研修会に行ってきました。

何が求められているのかということについて、諸先生方と会合をもって検討している。また、キャリア

形成支援センターの部長や課長とも会合を持ち、学生のブランド力、自己ブランド力を上げて、「ああ、

この学校に来て良かったな」というふうに考えております。

他大学では、キャリア教育修学支援は 79 ～ 82、初年次教育はほとんどの大学がやっているというこ

とですね。そしてどういうことをやっているかというレポートを云々とかここにありますが、キャリア

教育も 93％の大学ではやっているというデータが出ておりまして、そしてこの 11 月の、2011 年の４月

には単位化がされて、今年の暮れに可視化に対しての、色々な規定が通るということを、研修会で言っ

ておりました。要するに、もっときちんと、やるべきことはやって、統計化してやらないと駄目だとい

うようなお話でございました。

それで結論は先程言いました、本当に法学、法的リテラシーとかリーガルマインドを備えた人物を

育てなければいけないけれども、それ以前に基本力というか、人間力といいますか、そういう、それは

言い方を変えると次世代の主権者、日本国民を育てるという状態に来ている。そして、もうちょっと言

うと、次世代の後継者をきちんと育てなければいけないのではないか。私たち大学の教員がやっている

研究というのは、非常に個人的なこともあって、非常に先進性が高くて理解されないものが多い。しか

し一方教育というのは、一度決めたら同じことをずっと言っている、保守的で伝統的なところがござい

ますが、その両方に調和したような状態で、何とか出来ればなと。一応法学部ではそれらしいものを、

やっているのです。そして最後に先程言いましたように、本日申し上げたい事は、何といっても大学が

主導をとってですね、キャリア教育とかそういうものを、もうちょっとやっていただけないだろうかと、

こういうふうに思うわけであります。

そして各学部でも、ある程度やれるのでしょうが、中々ここのところは統一した教育が必要と思っ

ているわけであります。そしてもう一つは、私たち教員がやはり自分の授業の中で、丁寧に講義をする、

色々と勉強し、お互いに交渉を持つといいますか、やはり刺激を与えないと向こうも伸びないのですよ

ね。ただ単に黙ってそこに座ってノートを取ったり、まぁノートを取ればいいのですけれど、六法全書

は持ってこないし、本はないしというところでこの話をやっていると、ここだけが空転しますので、そ

んな状態もやはりキャリア教育ということ、修学支援ということを考えているというのが、法学部のご

報告でございます。どうもありがとうございました。

司会　高野先生、どうもありがとうございました。

◆質疑応答

司会　それではディスカッションに入りたいと思います。時間もあまりございませんけれども、特にテ

ーマは、内容ですね、限定いたしません。どんなご意見でも、質問でも結構でございますので、会場の

方からお願いしたいと思います、いかがでしょうか。今のお二人の先生の発表に関しまして、若松先生
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何か、ございますでしょうか、ご質問でも。

若松　はい、色々工夫をされているという点が、よく分かりました。最後の高野先生がなかなか苦労し

ているという、全学的に進めるところの難しさというのは、京都産業大学の場合には、共通教育の中で

ガーンと、そういうことに積極的な先生、これは本来は各学部に所属している先生なんですけれども、

そういった教育に非常に熱心な先生が何名かおられまして、その人たちが中心になってやるという形で

進めたというところが実情であります。もちろんそれぞれの学部でゼミを通じて、例えば商店街の活性

化に取り組むとか、そういった方もおられます。ウチのやり方が必ずしもベストかどうかは分かりませ

んが、全学的にやるという点で参考になる例かと思います。

もうひとつ、小崎先生の話しの中で、初年次教育のところで色々セミナーとか、やめられてしまう

というのは、勿体ないような気がします。私がやっている科目の中では文化学部入門リレー講義という

のがあります。文化学部は国際文化学科というひとつの学科で、文化学がテーマですので、例えば日本

のことだけ知っていればいいとか、アメリカのことだけ知っていればいいということではないので、そ

の文化学という大きな枠組みの中で、オムニバス方式のリレーで、今週は日本文化の話、来週はアジア

文化の話というような形で進めています。授業の受け方など、ガイダンス的な話を最初の５回やった後、

残りの 10 回ぐらいについては各専門の地域と分野の入門的な話ということでやっていまして。それだ

とちょっと問題なんかも作りやすいので、それで点数を付けるという形でやっています。また実際には、

学系の独立性が強いかどうかによっても、やり方が変わってくるかと思います。

またちょっと色々と後で意見交換できればと思います、ありがとうございました。

司会　ありがとうございました。えーと、何かございますか？小崎先生、国士舘では理系というのは理

工学部だけなのですけれども、フレキシブルを導入して、入ってから色々なことをしてから選べる、こ

れは非常に良いことだと思うのですよね。高校生がそこまで分からないことが多いのですけれど、私な

んかもその理系ですけど、初めから建築とか何とかというのは、中々思っている人の方が少なくて、た

だ理系をやりたいという人が多いと思うのですね。それはメリットがあると思うのですけれど、その逆

にデメリットもあるというお話でしたけど、逆にそのそういうキャリア教育もそうですけど、メリット

の方というのはどういう点。

小崎　フレシキブルというのを採ったことによるメリットというのは、やはりもうお分かりだとは思う

のですけれども、学系を決めて入学したのだけれど、入ってみたらやはり違った、このままだと学部が

違うのではなくて、学校が違うのだとしてしまう可能性が多いわけですよね。そこでフレキシブルとい

うのを、非常に緩やかに捉えて、「とりあえず理工系に興味があるのだったら入ってごらん。その中で

やりたいことはきっと見つかるはずだから」と。それから今日の話では出来ませんでしたが、フレキシ

ブルの学生ではなくて、セレクティブで特定の学系を選択して入学しても、今は 1学科制をとっていま

すので、別の学系に移る転学系というのがかなり緩やかに出来る形になっていますので、専門が違った

＝学校が違った、という形にはならないというのが、大きなメリットではないかと思いますけれども。

司会　いずれにしろ、選ばなくてはいけないですよね。その時に選べない学生というのが出てくるとい

うことですね。その理由はどういうことなのでしょう。

小崎　選べない学生がいるので、選べるような手助けをしているということなのですけど、本当に決ま

らない学生の中には、最初から決めようとしていない学生がいるのですね。何故彼らは入学してしまっ

たか？周りの、親の願いがあったのかも知れません。あるいは友達が大学へ行くから自分も、と思って

しまったということなのかもしれませんが。選ぼうと最初から思っていないというのが若干名いまして、

そういう学生は 9月過ぎ、夏休みが終わって秋を過ぎても決めようとしない。そこのタイミングを終わ
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る時に、主たる指導を行う学生主任もかなり頭を悩ませるところで、それをどうやって面と向かって考

えるように仕向けるかという時に、ひとつ効果が上がったのは、これは私が直接指導した学生ですけれ

ども、全然国士舘大学の理工学部を知らないのに来ているのですね。なので、とりあえず学系を決める

にあたって、受験生が見に来るオープンキャンパスに来てみなさい。君たちは学校が休みなのだけれど

も、１日頑張って来て、オープンキャンパス見て、全部の学系を回ってごらん。どんな事をやっている

か、そこを見る、それがたまたま、その学生にとっては効果があったみたいで。一通り見たら「ここが

いいです」というふうに決めてくれたので、僕としても一安心しましたけれど。

司会　なるほど、加藤先生何かございませんか。

加藤　理工学部そして法学部、キャリア教育の芸術性というものについて、理工学部の小崎先生から実

態について、そして高野先生には法学部が掲げる、崇高な理念といいますか、そういうものを混ぜてお

話していただいて、非常に私も意を強くするといいますか、新たにしたところなのですけれども。まず

理工学部の方から、アカデミックアドバイザー制度を、私これはこの火は消すべきではないと考えるわ

けで、法学部も高野先生、必要ですよね、こういう制度は。という意味で、出来れば全学的にこの理論を、

この BC以降、期間にですね、全学的なそういう仕組みを考える、ということのきっかけにして頂きた

いし、今日の特に最初のご講演の先生も、基本的には最後の結びは全学的な組織が必要なのだというと

ころになったと思うのですね。それともう１点、キャリア教育というと、やはりその背後にあるところ

は、高野先生、我らが国士舘の生え抜きということもあって、強調されておられましたけれども、やは

り建学の精神なんだという部分があって。そしてその部分を我々がどういった形で常に考えているかと

いうと、法学部の場合ですとリーガルマインドの本質の部分で、他の科学一般ですと、学者ですと、一

人がそれぞれの理念といいますか、科学者倫理、技術者倫理、職業倫理という中で、働く者、社会で働

く者の…倫理という部分で、私は「知の侍」を国士舘の出身者は目指すのだなというような言葉を申し

上げているわけですけれども。そういう具体的な、何ていうのでしょう、キャリア教育の実践の中にも、

社会的な倫理、例えば現代ビジネス法学科ですと、私はソーシャルビジネスとか、社会的起業というよ

うな、社会的貢献、国家の礎になれということですから、社会にとって必要なもの、それをビジネスと

は違った形で、お金儲けとは無縁なところで、生き方の問題とか、そういうような問題で、一人一人が

社会の一員になっていく時に、心の片隅にしっかり松明として掲げるのだ、みたいなものを言えるよう
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な仕掛けがお二人のパネリストの声を聞いていて、私が強く感じたので、一言意見として述べさせてい

ただきました。

司会　ありがとうございました。小崎先生からの、はい小崎さん。まだ時間が若干ございます。

小崎　あの一つ付け加えていいですか？

司会　はい、どうぞ。

小崎　先程、事例報告させていただいた中で、一つ言い忘れたことがありまして。修学支援のところで、

入り口で初年次教育が非常に重視されると、理工学部でも重視していますが。それから 3年次になって

ゼミなどで、個別指導が入って卒業研究に繋がるという流れの中で、一つ目標としているのは 2年次の

段階の教育が、ちょっと理工学部にとっては手薄になっているかなという感じがします。特に先程のキ

ャリアの教育の中で、「キャリアデザイン B」というのが 2年次秋期にあるのですが、2年次の春期か

らその秋期に入れる「デザイン」に繋げていく流れが、うまく出来ていないというのがありますので、

その辺をちょっと、2年次を手厚くすれば、1年、それに続く 2年次がしっかりすると、あとは 3・4 年

次は割とスムーズにいくのではないかなと。ただ、まだベネッセさんには実際に見ていただいているわ

けではないですけれども。

高野　あの法学部も一緒で、２年次のあれが予算でも出してあります。どうなるか分かりませんが、私

の方は各学部でやるのは、ある程度、まぁいいとは思いますけれど、そこそこは。やはり大学全体で、

そのキャリアとか何とかというようなものが、本当に先程私が言った、法学部文科系学部です。だから

人の学部は言うわけにはいかないから、ともかくそういう感じですから、結局は法学部という特別に法

律に特化して何とかではやっているのですが、非常に受けている方の過半数以上の方が、そこのところ

に想いを持ってない人もいらっしゃって、その人をそのままほっといていいかというと、そうではない

ので、明確にその辺をやらなくてはいけないのではなかろうかと思います。

司会　はい、法学部に属している学生であるということであって。

高野　そうです。

司会　法学部は法学を勉強すれば済むということでは現状ない。

高野　昔は使わなくとも、六法全書を１年の時に買ったものですよ。先生の授業に合わせて、教科書を

買ったのです。今は、そういう人は少なくなってきた。

司会　ですから、それを踏まえた教育というものを、当然考えなくてはいけないのだけれども、それに

合ったカリキュラムを全学的に組んで、キャリア教育という考え方。

高野　キャリアでね。

司会　は、当然出てきますということになりますね。その日常の教員側、私も教員ですけれど、授業の

中で、その専門だけを教える。それは当然教えるのですけれど、その中で自分の人生体験とか、今社会

にある事との関連性とかという事を加えていくと、割と学生はよく聞きます。そういう中で、ある種の

人間教育じゃないのですけれど、というようなことも出来るのだろうな、というふうに思いますけれど、

それは当たり前の話なのですけれど、大学としてキャリア教育をどうしていく、勉学としていくんだと

いう、まず基本理念といいますか、姿勢をまず示されるべきであろうというのが、高野先生のお考えだ

ろうと思います。

高野　社会科というのは、結局はキャリア教育というのは、大人の教育ですよね。当然挨拶はするし、

そこから始まって、仕事やったら報告はするし、「報・連・相（報告・連絡・相談）」は当然やるのです

から、そこから始まって、もうちょっと今度は見えないところを見る、考えると、当然のことですよね。

ところが見ているところしか見ない、見たくないところは見ないと、これはちょっとどうかなと。
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司会　はい、時間も迫って参りましたけど、いかがでしょうか？

若松　２年次の教育のところでは、我々がいくつかやっている中では、やはりインターンシップですね。

これは２年生、３年生、４年生の中でやってきているというようなことで、その中でやはりマナー講座

みたいなものも、当然外部委託の方のお力を借りましてやっていくというのが、一つのやり方です。

それから今実際に教員が出来ることと、やはり出来ないこととがあります。それは一応検証したう

えで、ちゃんと外部の専門の業者であったり、そしてもっと卒業生の力を積極的に借りるような形でや

るのが、自分たちの身近な先輩が、どういうふうにやっているかというようなことになりますので、そ

ういう形で卒業生にどんどんゲスト講師として来てもらうということを、我々そういう意図でやってお

ります。

取りあえず気付いたことを述べさせていただきました。

司会　ありがとうございました。小崎先生の話の中で、自信を持たせるというのがございましたね。そ

れはすごく重要なことだと思うのですが、でも難しいといえば、難しいのですけど。

小崎　そうですね、確かに非常に難しいことだと思うのですが。かなりの数で、先程本日の話し中でも、

不本意入学という言葉が出ましたが、不本意までいかなくても、やはり満足していないという部分が、

色々なところで出てくる気が。ただ実際には色々な形で、上手くいってきているにも関わらず、何か上

手くいっていない、何か不満があるという捉え方をする学生が多いので。それはどこかテーマとして、

ここは上手くいっているのだと、君たちはこういう部分で上手くいっているのだということを、伝えて

あげるきっかけを与えることなのかなという感じがしますね。そして大体教える側で言うと、例えば成

績を付ける、試験をやって、これが出来ない、あれが出来ないと、どうして分からないのだというよう

なふうになりがちなのですが。そうではなくて、発想を転換して、ここは間違ったけど、こっちはちゃ

んと出来ているじゃないかというような捉え方、指導の仕方というのを入れていけば、学生たちの自信

も、もうちょっと高まるのではないかなという気がします。

司会　ありがとうございます。一応予定の時間になりますけれども、よろしいでしょうか。それではで

すね、パネルディスカッションの時間を終了とさせていただきます。先生、ありがとうございました。

（拍手）
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閉 会 挨 拶
吉川　吉衛
（教務部長）

吉川　熱い議論をありがとうございました。今日は、私は少し肌寒い感じがしておりましたのですけど、

先生方の議論を聞いておりますと、だんだん私も熱くなって参りました。

　本日は特に遠いところを、お出でいただきました京都産業大学の若松正志先生、ありがとうございま

した。また熱心なパネリストの小崎充先生、高野敏春先生、コーディネーターの西浦忠輝先生、それに

司会の諸先生、ありがとうございます。

私は、若松先生のお話をお聞きし、またお書きになられたものを読んでおりまして感じましたのは、

学生のサポーターや職員のシニアアドバイザーの存在、こういう方々に対する学生の信頼を強く感じま

した。

また、「気づき」ということが耳に残りました。「気づき」というのが大変重要なのだろうと。「気づき」

というのは、気づきの蝶々というものがございますそうで（本学に即していえば、雉救林火でございま

すが）、気づいた方が羽を震わせますと、これがその振動、いわゆる共振動というのでしょうか、それ

が周りに伝わって大きく振動を起こして、組織の自己改革・改善というものが始まるのではないだろう

かと思っております。

是非、我が国士舘大学が自己改革・改善を一層できるようなところまでいっていただきたい。私も

その中で、微力を尽くさせていただきたい。このように思う次第でございます。

本日は、どうもありがとうございました。

司会　この後、意見交換会が１号館教職員食堂で行われます。今からたくさんのご参加をお待ちしてお

ります。これで第５回ＦＤシンポジウムを終了いたします。

午後 5時 40 分　閉会
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