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はじめに 

 

  短期大学コンソーシアム九州は、日本で最初の短期大学だけのコンソーシアムです。１１年ほど前

の平成１４年（２０００年）、長崎短期大学の当時の学長安部直樹先生の呼びかけで、九州大学の吉本圭

一先生のご指導のもとに始まった「短期大学の将来構想に関する研究会（ＣＣ研）」、が基になっていま

す。まさに短期大学の危機感を抱く先生方が集まってできたエポック的な出来事でした。私も５０代に

なったばかりで、海外のコミュニティカレッジの現状など目新しい刺激的な情報に、毎回感動しながら

参加させていただきました。それが組織的な研究会として発展し、平成２１年（２００９年）に北部九

州９短期大学が連携する「短期大学コンソーシアム九州」となりました。国からの支援事業「戦略ＧＰ」

にも採択され、「地域人材養成フォーラム」や「短大フェア」の開催などこれまでいくつかの成果を上げ

てまいりました。 

 今年度からは、当コンソーシアムの中から７短大が参加して、平成２４年度の「大学間連携共同教育

推進事業」に採択された「短期大学士課程の職業・キャリア教育と共同教学ＩＲネットワーク」という

新たな取り組みが始まったところです。本冊子はこの取り組みの平成２４年度の活動報告を掲載してい

ます。 

 当事業は①短期大学にとって必要な職業・キャリア教育について②その職業・キャリア教育の実践と

しての高校訪問キャラバン隊や短大フェアなどの合同アクティビティの実施、そして③共同教学ＩＲネ

ットワークシステムの構築の３つの柱からなっています。これまでの課題とこれからの課題をどのよう

に解決していくかが問われます。安直な結果や結論を急がず、常に議論をしながら、思考し続けながら、

確かなエビデンスに基づいた改革・改善の手法を探っていかねばなりません。 

 明治の文豪森鴎外の漢詩の一説に「手を携えて風光を撫す」という言葉があります。自然という大い

なるものに生かされている私たちです。その当たり前を取り戻さなければ、本当のものは見えてきませ

ん。撫する。なでる。いたわる。テイクケアの心が大切です。私たちは「手を携えて」の深い意味を、

今こそくみ取らなければなりません。短期大学の連携事業の益々の発展を祈ります。 

 

 

    平成２５年３月 

 

       大学間連携共同教育推進事業  代表校  佐賀女子短期大学 学長 山田 直行 

 

 

付記 当事業は、日本私立短期大学協会と日本インターンシップ学会という２つのステークホルダーと

連携しての事業でもあります。両学協会からは年度末に様々な助言をいただくことになっておりますが、

残念ながら当報告書には掲載が間に合いませんでしたので、その内容については次年度報告書に掲載す

る予定です。 
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平成２４年度 取り組み状況報告 
 

（ｉ）職業・キャリア教育推進部会 
 平成２４年度に実施したのは、①母校訪問キャラバン隊（平成２４年度補助金対象外）、②短大フェア

実施計画の検討、③合同アクティビティ実施に向けた学生セッション立ち上げの準備、以上３点である。

①については、年度当初より計画を立て、ＧＰ採択決定前の８～９月にかけて、福岡の短大３校が連携

して、福岡の高等学校５校を訪問した。②については連携短大の学生のキャリア支援を目的として平成

２５年度に実施予定であるが、地域ステークホルダーを対象に、広く、短期大学生の学習成果を発表す

る時期としていつがふさわしいかを検討し、今のところ９月後半から１０月の実施で計画を進め、佐賀

市内の会場を仮押さえしているところである。内容・広報等、実施の詳細については、今後検討してゆ

くことになる。③については、当初、会場を設定して７短大の学生に集まってもらう計画であったが、

各短大の行事・試験日程等の調整がどうしてもつかず、当面はウエブを利用して進めるよう計画が変更

された。本格的なスタートは新年度を迎えてからになる。 
 

（ｉｉ）職業・キャリア教育成果検証部会 
 平成 24 年度は、二度（平成 24 年 10 月 20 日、平成 25 年 2 月 3 日）会議を開催した。第一回目の会

議では、JCCK 加盟の各短期大学に「特色あるキャリア・職業教育」について資料を持参し、発表して

いただいた。今回は 3 短期大学（香蘭女子短期大学・長崎女子短期大学・西九州大学短期大学部）の発

表となった。また、2 月 3 日の会議にて長崎短期大学が同様の発表を行った。 
 第二回目の会議では、「職業・キャリア教育成果検証部会」の今後の活動について、申請書の内容を基

に次の 3 点の確認を行った。まず、申請書（p.3）の A-1 に上記の内容が該当するかどうかを検討して

いただき、申請書の内容のとおりであるとの回答を得た。次に、申請書（p.3）A-1②について本年度実

施した WIL の発表（筑波大学 稲永先生）をカウントするかどうかで、カウントするとの合意を得た。

最後に、現時点での「職業・キャリア成果検証部会」の活動の具体的な中身を検討した。合意を得たの

は次の 4 点である。1)職業・キャリア教育推進部会（キャラバン隊、ブックレット、短大フェア）に関

する成果指標の作成。2)各校が取り組んでいる特色あるキャリア教育の評価方法についてとりまとめる。

3)国内外の WIL に関する事例を収集し、1)、2)の成果指標の作成に役立てる。4)学生調査を実施するた

めのアンケートの項目を研究センターとともに開発する。 
 

（ｉｉｉ）システム活用促進部会 
１．概要 

平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」として「短期大学士課程の職業・キャリア教育と共

同教学ＩＲネットワーク」が選定された。ここでは、本申請取り組みの柱の一つである「短期大学士

課程の汎用的質保証モデル」を目指す共同教学ＩＲネットワークシステム構築の取り組みについて報

告を行う。 
平成２４年度は、次の３つの取組を進めた。 

①「学生調査システム」の開発予備調査及びシステム開発： 各短期大学の個別システムと連携が薄く、

単独でも動作可能なため、学修支援システムに先行して実施。 
②各短期大学の個別状況の調査と、学修支援機能の機能範囲の検討：各短期大学の個別システムと濃

密な連携が必要なため、各短期大学の個別状況に共通して実現可能な範囲の検討を実施。 
③合同のＩＲネットワーク研修会及び希望短期大学での個別研修会の開催：システム活用を促進する

ためには、各短期大学単位で運用スキームを確立する必要があるため、まずは、システムへの理解を

深めるための勉強会を実施。 
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各取組状況につき、次の通り報告を行う。 
 
２．「学生調査システム」の開発予備調査及び、システム開発 

(1)開発予備調査 
 - ＰＣは、台数という面では整備が進んでいるものの、短期大学によっては最新のインターネット

エクスプローラーを動作させるには性能が不足する学校も見受けられた。 
- また、学生に調査回答用ＵＲＬを知らせるためには、学校配布のメールアドレスに単にメールを

送るだけではうまくいかないことも明確になった。 
■ＰＣの整備状況（母数 7） 

十分な新しさ 4

十分な台数 5

未確認 2

■メールアドレスの活用状況（母数 7） 
付与されたアドレスを活用している 2

付与していない or 活用されていない 5

 
(2)課題をクリアするための方策 

- 学校のＰＣ環境からの回答だけではなく、学生の所有する携帯端末（含スマートフォン）からの

回答も可能とすることで、回答に対するシステム制約を最小限にする必要性を改めて確認した。 
- 学校配布のメールアドレスを学生が活用していない場合には、調査メール送付タイミングの関連

講義で学生に指導をしたり、個人の携帯端末用メールアドレスを事前に収集したりするなど、短

期大学個別の対策が必要なことを確認した。 
 

(3)システム開発 
 次のスキームを実現可能とする方向で意見集約が進んだ。 
①調査項目の任意性の範囲 

次の２つの観点から、事務局から配布された共通項

目に、自校独自の調査項目を追加して、学生調査を実

施可能とする方向で意見集約が進んだ。 
- 中期経営計画など、個別指標の達成状況を調査可

能とするため。 
-短期大学個別の良さを浮き彫りにするための質問

項目は、各短期大学で検討を行い、情報収集を図

ることが妥当であるため。 
②調査実施時期の任意性の範囲 

各短期大学において任意項目のみを設定し、任意の

時期に個別に調査を実施可能とする方向で意見集約が

進んだ。これを通じて、各短期大学で行うエンロールメント・マネジメントのための情報収集へ

の活用も可能とする。 
③調査対象および状況のモニタリング範囲 

調査対象者は、各短期大学の担当者が任意に設定できることとし、その回答状況については、

次の通りの把握可能とする方向で意見集約が進んだ。 
- 各短期大学では、自校で設定した調査対象者個別の回答状況を確認可能とする。 
- 事務局では調査対象数と回答数をモニタリング可能とする。 

④回答率向上への方策 
回収状況はリアルタイム集計されることとし、各短期大学において未回答者に催促可能な仕組

みを提供する方向で意見集約が進んだ。 
⑤調査結果の参照範囲 
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 次の範囲とすることで、各短期大学の個人情報を守りつつ、ベンチマーク可能な仕組みとする

方向で、意見集約が進んだ。 
 

事務局の参照範囲 
個別短期大学の参照範囲 

他の短期大学分 自短期大学分 

共通調査_項目 見える 見える 見える 

共通調査_結果 短期大学単位での 
集計値 

短期大学全体での 
集計値 

自短期大学の個別回

答データ 

独自調査_項目 見える 見えない 見える 

独自調査_結果 集計値 見えない 自短期大学の個別回

答データ 
 
３．各短期大学の個別状況の調査と、学修支援機能の機能範囲の検討 

(1)調査結果 
各短期大学のシステム化状況を調査した結果、当

初想定していたシステムのみでは、データ連携が難

しい短期大学が 4 短期大学存在することが分かった。 
 

(2)課題 
当初想定していたシステムのみとする場合、4 短

期大学においては、卒業要件データをはじめ、各学

生の履修情報の整備などを csv データの直接メンテ

ナンスにより実施することとなる。このため、4 短

期大学においては、作業内容の煩雑さから、現実的

には学修支援機能の活用が困難になることが見込ま

れた。 
参加校の約 6 割が活用できない仕組であるということは、「短期大学士課程の汎用的質保障モデ

ル」として、コンソーシアム外の短期大学へも提供していくという目標は達成しえないことを意味

する。そのため、H25 年度の学修支援機能の開発においては、本課題への対策も追加的に実施する

方向を確認した。 
 
  (3)対策 

   具体的対策としては、下図の通り、学修支援システムで必要となる基礎情報を、クラウド上で 
 メンテナンスするための仕組みを構築することで対処を行う。 
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４．合同のＩＲネットワーク研修会及び希望短期大学での個別研修会の開催 
(1)合同のＩＲネットワーク研修会 
  合同のＩＲネットワーク研修会については、計 2 回、次のとおり開催し、本申請取り組みを各短期

大学において推進する起点づくりを行った。 
①第一回ＩＲネットワーク研修会 
 - 日 程 2012 年 12 月 17 日（月）15:00～17:00 
 - 場 所 佐賀女子短期大学 
 - 対 象 各短期大学のコンソーシアム担当者 
 - 目 的 本プロジェクトの内容・方向感を確認し、各短期大学で協力者を増やすための「ことば」

を共有する。 
 - 内 容  ＩＲシステムについての全体概要の説明 
 

 ②第二回ＩＲネットワーク研修会 
 - 日 程 2013 年 2 月 28 日（木）14:00～16:30 
 - 場 所 香蘭女子短期大学 
 - 対 象 各短期大学で本取り組みを推進する担当者 
 - 目 的 申請取り組みの内容および趣旨を共有し、今後の動きに向けた検討の起点をつくる。 
  - 内 容  ＩＲシステム（平成 24～25 年度に取り組む具体的内容）についての説明 

       評価指標とスケジュールについて 
       ワークショップ「課題の情報把握と目指すべき方向性の確認」 
 
(2)希望短期大学での個別研修会 
 個別研修会については、まず、精華女子短期大学において開催し、学校全体で取組内容の確認をおこ

なった。今後も、各短期大学の希望に合わせて、継続的に開催していきたい。 
 ①精華女子短期大学における研修会 
 - 日 程 2013 年 2 月 20 日（水） 
 - 場 所 精華女子短期大学 
 - 対 象 全ての教職員 
 - 目 的 申請取り組みの内容および趣旨を共有し、今後の動きに向けた検討の起点をつくる。 
  - 内 容  ＩＲシステム（平成 24～25 年度に取り組む具体的内容）についての説明 

        評価指標とスケジュールについて 
      ※第２回研修会の日程調整ができなかったため個別対応を行った。 

 
５．最後に 
 採択初年度の取り組みにおいては、参加校のシステム化状況の調査が大きく進んだ。想定していた

よりも、システム化が進んでいなかったことで、「短期大学士課程の汎用的質保証モデル」として共同

教学ＩＲネットワークシステムを構築することの意義の大きさが改めて確認できた。 
 参加校の知恵を集め、より多くの短期大学を支えうる基盤システムとなるよう、取組を進めていき

たい。 
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 第３章 会議並びに研究会記録 

 
１．GP７短大運営協議会の開催 
 
  日時 平成２４年１０月２９日（月） １４：００～１６：３０ 
  場所 佐賀女子短期大学 第１会議室 
  議題 １．ＧＰ事業の実施について 
     ２．運営体制及びスケジュールについて 
     ３．短期大学コンソーシアム九州連携校（９校）とＧＰ連携校（７校）の連携    
       について 
     ４．その他 
 
  日時 平成２５年３月２５日（月） １２：３０～１６：３０ 
  場所 佐賀女子短期大学 第１会議室 
  議題 １．平成２４年度活動報告及び収支決算について 
     ２．平成２５年度活動計画案及び予算案について 
     ３．その他 
 
 
２．事業推進会議の開催 
 
  日時 平成２４年度１０月２０日（土） １７：４５～２０：０５ 
  場所 九州大学箱崎キャンパス 文・教育・人環研究棟２階会議室 
  参加人数 ２０人 
  議題 １．今年度のコンソーシアムの運営方法について 
     ２．今年度の大学間連携 GP の運営体制及びタイムスケジュールについて 
     ３．その他 
 
  日時 平成２４年１２月１７日（月） １７：４５～２０：１０ 
  場所 佐賀女子短期大学 １号館２階１２１教室 
  参加人数 １３人 
  議題 １．今後の体制について 
     ２．IR について 
     ３．公開研究会について 
     ４．パンフレットについて 
     ５．その他 
 
  日時 平成２５年度２月３日（日） １７：４０～１９：２０ 
  場所 長崎女子短期大学 １号館２階会議室 
  参加人数 １６人 
  議題 １．ホームページについて 
     ２．パンフレットについて 
     ３．平成２５年度キャラバン隊について 
     ４．その他 
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  日時 平成２５年３月１０日（日） １７：４０～１９：２０ 
  場所 九州大学 教育学部大会議室 
  参加人数 １８人 
  議題 １．文部科学省 GP の実施調査と指摘事項 
       ３月２５日開催の運営協議会に関して 
     ２．母校訪問キャラバン隊実施時の学生交通費の支払方法について 
     ３．学生セッションウェブ会議について 
     ４．パンフレット、並びに報告書の作成について 
     ５．その他 
 
 
３．研究センター会議 

 

  日時 平成２４年１０月２０日(土）１４：００～１７：００ 

  場所 九州大学 文・教育・人環研究棟２階会議室 
  参加人数 １３人 
  議題 １．卒業生予備調査の進め方について 
     ２．GP 連携短大の特色あるキャリア・職業教育について 
     ３．研究紀要の発行について 
     ４．その他 
 
  日時 平成２４年１１月２３日（金・祝） １０：００～１２：００ 
  場所 西九州大学短期大学部 神園キャンパス ３号館４階３４０７教室 
  参加人数 １７人 
  議題 １．卒業生予備調査について 
     ２．紀要の編集について 
     ３．その他 
 
  日時 平成２４年１２月１５日（土）１３：００～１４：３０ 
  場所 九州大学 文・教育・人環研究棟２階会議室 
  参加人数 １１人 
  議題 １．卒業生予備調査について 
     ２．紀要の編集について 
     ３．その他 
 
  日時 平成２５年２月３日（日）１３：００～１７：２０ 
  場所 長崎女子短期大学 １号館２階会議室 
  参加人数 １７人 
  議題 １．研究センターVol.3 について 
     ２．GP キャリア報告について 
     ３．卒業生調査について 
     ４．その他 
 
  日時 平成２５年３月１０日（日）１７：００～１７：３０ 
  場所 九州大学 教育学部大会議室 
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  参加人数 １５人 
  議題 １．紀要の発行に関して 
     ２．在学生調査アンケート項目の検討 
     ３．その他 
 
 
４．事務担当者会議の開催 

 

  日時 平成２４年１２月１７日（月） １７：００～１７：４５ 

  場所 佐賀女子短期大学１号館２階１２１教室    

  議題 １．平成２４年度 GP 補助金分担金について 

     ２．報告書記載について 

     ３．決算報告書提出までのスケジュールについて 

     ４．今後の事業予定 

     ５．その他 

 

 

５．研究会の開催 

 

＜第３４回＞ 

  日時 平成２４年１１月２３日（金・祝） １３：３０～１６：００ 

  場所 西九州大学短期大学部 神園キャンパス ３号館３階３３１８教室 

  内容 報告 

     「短期大学コンソーシアム九州のこれまでー大学連携 GP の３年間を中心にー」 

                   講演 佐賀女子短期大学 教授 藪 敏晴 氏 

     研究発表 

     「Work Integrated Learning(WIL)とは何か」 

                      講演 筑波大学 講師 稲永 由紀 氏 
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