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はじめに

平成24年に文部科学省が公募した「大学間連携共同教育推進事業」通称連携GP（Good Practice）は、
地域や分野に応じて大学間が相互に連携し、社会の要請に応える共同の教育・質保証システムの構築を
財政的に支援し、教育の質の保証と向上、強みを活かした機能別分化を推進することを目的としていま
す。
この主旨に賛同した短期大学コンソーシアム九州の7短期大学が、「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」の取り組みを申請し、優れた大学間の連携事業として平成24年度
に採択されました。当事業は今年度で2年目を迎え、各部会の活動も本格的に始動し、今年度1年間で
ある程度の成果を得ることができました。本冊子は、この取り組みの平成25年度の活動と成果を報告す
るものです。
当事業は3つの部会から構成されており、今年度実施した主な取り組みは、①職業・キャリア教育推
進部会による高校訪問キャラバン隊および短大フェアへの参加、②職業・キャリア教育成果検証部会に
よるWIL（Work Integrated Learning、職業統合学習）先進校の視察および事例研究の実施、③システ
ム活用促進部会による IR（Institutional Research、組織調査）ネットワークシステムの在学生調査お
よび IRシステムのFD/SD研修会の実施などです。
近年、IQ（Intelligence Quotient、知能指数）、EQ（Emotional Quotient、感情指数）に加えて、NQ
（Network Quotient、共存指数）の重要性が唱えられています。これは、他者とのネットワークを作
り、まわりとの共存能力に「かしこさ」の本質をとらえたものです。従来の思考能力や分析能力・問題
解決能力などに加えて、経験による洞察力・創造性の涵養という部分と、状況をふまえた「かしこさ」
や知能の実践的活用という部分も重要になるということです。この連携GPも、1つの大学・短期大学
では実施が困難あるいは負担が大きい取り組みを、地域や分野で複数の大学・短期大学が連携し、独自
のネットワークを構築して、教育の改革・改善に取り組むものです。
「日々に新たにして、又、日に新たなり」これを肝に銘じ、現状に甘んずることなく改革に取り組み、
お互いに協働し、短期大学が地域において絶大なる評価を獲得し、人気校となるよう邁進してまいりた
いと存じます。

平成26年3月

長崎女子短期大学 学長 江副 功
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第1章

IRネットワークシステムによる
在学生調査について



共同教学 IR ネットワークシステムの構築状況について

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」

が採択された。ここでは、本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に関わって、平成25年度の取り組みについて報告を行う。

平成25年度に進めた取り組みは、次の5つである。

①「学生調査システム」の連携7短期大学への導入

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「学生調査システム」を活用した連携7短期大学による在学生調査の実施

これまで紙で実施してきた調査作業を、システムを活用して実施。

③在学生調査の実施を受けたシステム改善活動

共同で調査を実施してみてはじめて分かったシステム的課題に対して、一つ一つ改善を実施。

④「夢・目標設定セルフチェックシステム」及び「学生サポートメモ」の開発

短期大学における学びと、将来の夢目標の関係性を整理することで、学修意欲を引き出すための共通の仕組みを準備。

⑤合同のFD/SD（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

各短期大学における教育改善活動が促進されるよう、合同研修会に加え、希望短期大学において個別研修会を開催。

2．「学生調査システム」の連携7短期大学への導入
（1）整備した学生調査システムの特徴

本取り組みにおいて整備した学生調査システムは、連携短期大学共通調査だけでなく、各短期大学において日常的に調査

に活用し、教育における質保証のための PDCAサイクルを回すツールとして活用できるよう、また、単独での調査にも活

用可能にするために、次の5点の特徴を具えさせた。

①日常調査で活用するために、履修情報をセットアップした場合には、授業アンケートにも活用できる機能を備えた。

②複数年度にわたる同一内容調査によって、経年変化管理が可能になるため、調査票をテンプレート管理できるようにし

た。同一テンプレートで調査をした場合は、経年分析可能な集計データが生成されるよう設計した。

③学生の回答率向上をめざし、ボタン一つで未回答者への督促が可能な仕組みとした。また、希望校には既存Web ポー

タルと認証連携可能な仕組みとした。

④調査票は、Web 上で簡単に作成することができ、回答者へ集計結果を公開するか否かも選択可能とした。

⑤集計結果はリアルタイムで参照でき、必要に応じて結果データを csv ダウンロードできるようにした。

（2）初期導入対象校の選定

初期導入対象校は、短期大学合同の研修会で現場担当者を集め、改めて機能説明を行ったうえで、初期導入希望校を募る

という段取りで進めた。結果、全短期大学が導入を希望したため、7短期大学同時にシステム整備を行った。

（3）システム導入に必要な情報

学生調査システムは、連携短期大学ごとのシステム整備状況に左右されず導入可能とすることを指向し、最低限のライン
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①
学生所属マスタ（学科・コースなどの組織構造の情報）

所属コード、所属名称

②
学生マスタ（卒業生を含む調査対象者になる可能性のある全学生の情報）

氏名、メールアドレス、学籍番号、卒業フラグ、所属コードなど

③
教職員マスタ（調査を行うもしくは、調査対象となる可能性のある全教職員のデータ）

氏名、メールアドレス、教職員コード、教職員区分、所属コードなど

④
教職員所属マスタ（教職員の所属する組織構造の情報）

所属コード、所属名称

として次の4つのマスタ情報を整備するのみで、利用可能な仕組みとした。尚、授業アンケートに活用する場合は、科目情

報及び、履修情報の登録が必要となる。

（4）成果

①連携短期大学の中には、教務システムの存在しない学校から、教務システムはもちろん、充実した学修支援Web シス

テムを整備する学校まで様々なタイプの学校が存在するが、今回の導入アプローチにおいては、足並みをそろえて導入

を行うことができた。

②準備に必要なデータは、各短期大学において基本情報としてすでに整備済みのものであったため、全体説明会を1回実

施した上で、データ作成依頼を行うのみで各短期大学の担当者のリテラシーに左右されることなく、調査環境を整える

ことができた。

3．在学生調査の実施を受けたシステム改善活動
（1）改善活動

在学生調査を実施したところ、システムの改善ポイントが多数明確になった。これに対して改善活動や、運用上の工夫を

行うことで、より充実した学生調査システムとなるよう取り組みを進めた。以下、主な改善事項および、今後の改善計画、

運用上の工夫等について整理を行う。

（2）改善事項

すでに改善を実施したものは、アンケート調査をスムーズに実施するために必要な機能群であり、主に「ａ．Web 画面

での表示体裁を調整するもの」、「ｂ．調査を行う上で必須となる操作改善」で構成される。これまでの改善事項の中から、

例示すると次のような事項である。

ａ．Web 画面での表示体裁を調整するもの

－スケール選択（グループ）機能の追加

－複数選択式の質問に対する最大選択数の設定

－自由記述式の質問に対する回答欄行数の設定

ｂ．調査を行う上で必須となる操作改善

－アンケート未回答者に対する督促メール機能

－パスワードリセット機能

－アンケートの一時保存機能
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（3）今後の改善計画

調査を実施した結果、各連携短期大学において、調査活動を定着させていくためには、以下のような機能改善が必要とな

ることが分かった。これらについては、今後、順次対応を行っていく計画である。

－学生への調査依頼メッセージの SMS対応

－学内での調査が蓄積されていった場合に必要となる過去調査票の検索及びフィルター機能

－学生が集計結果を参照した後は自分の回答結果を変更できないようにする機能

－教員が自分の授業履修者に対して調査を実施できるような権限整理

（4）運用上の工夫

調査を実施した結果、より信頼性の高い回答結果をWeb アンケートで得るためのノウハウを蓄積することができた。例

としてスケールによる連続質問形式の選択肢の在り方を挙げる。

①課題の前提

スケール選択形式の回答に、次のような選択肢を設定して調査を行う場合、システム上は一番左端の選択肢に選択アイ

コンが設定された状態で表示される。

②課題内容

回答者は、自分の選択したい内容が一番左端の選択肢の場合、選択操作をせずに次の設問に移る可能性があり、未回答

者との見分けを付けることができない。

③運用回避策

設問作成時に、一番左端に「未回答」という項目を設定するようにすることで、未回答者と、意識的に一番左を選択し

た回答者を見分けられるようにする。

尚、今回の調査においては、全ての項目に「未回答」であった者を未回答として集計対象外とし、それ以外は意識的選択

として集計を行った。

―5―



4．「夢・目標設定セルフチェックシステム」及び「学生サポートメモ」の開発
（1）概要

本年度に整備を進める仕組みとして、「夢・目標設定セルフチェックシステム」及び「学生サポートメモ」の準備を進め

ている。ここでは、各仕組みのねらい、現在準備を進める機能の特徴等を整理する。

（2）夢・目標設定セルフチェックシステム

①目的

「何のために学ぶのか」という問いかけを学生に行い、将来の夢と、現在の学びとの繋がりを考える機会を提供し、こ

れを以て学修意欲を引き出すことを目的とする。

②概要

夢や目標を入学時と各セメスター終了時に設定し、夢や目標の進捗状況を自己評価するシステムである。職業・キャリ

ア教育と連動運用し、学生が定期的に自ら設定した夢や目標への進捗状況を確認する。学生自身に、自らの成長過程を確

認させ、「学び」と「夢・目標」との関係を意識させることで、次の学びへのインセンティブを高めることを狙いとする。

また、指導に当たる教職員全体で学生個別の状況を共有することによって、効果的な面談指導を実現し、同時に教育効果

検証のための情報として活用することを可能とする。

③現在想定している画面イメージ

（2）学生サポートメモ

①目的

学生の個別情報を教職員間で共有し、継続的で適切な指導に繋げることを目的とする。
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②概要

学生の個別指導履歴を、各教職員が登録・閲覧するためのシステム。教職員間で指導履歴を共有することで、より適切

な個別指導を実現する。また、個別支援状況と実態調査をはじめとする学生の成長の履歴を総合的に分析することによっ

て、効果的で適切な個別支援の在り方の事例研究を進めるためのツールとして活用することも視野に入れている。

③現在想定している画面イメージ

6．合同の FD/SD（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 FD/SD（IR ネットワーク）研修会

連携短期大学合同のFD/SD（IR ネットワーク）研修会については、次のとおり計2回開催し、本取り組み特に今年度実

施の在学生調査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1回FD/SD（IR ネットワーク）研修会

日時 2013年9月13日（金）13：00～15：30

場所 福岡女子短期大学

対象 学生調査システムの運用テスト担当者

目的 調査システムの操作説明及び、運用テスト参加に向けた準備及び手順について研修を行い、運用をスムーズに行

うため

②第2回FD/SD（IR ネットワーク）研修会

日時 2014年2月10日（月）

場所 長崎短期大学

対象 今後 IRの取り組みを推進する担当者

目的 学生調査システム運用テスト結果のフィードバック及び、運用テストの完了した学生調査システムを今後、各短

期大学において活用を進めていくための具体的イメージの形成
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（2）希望短期大学での個別研修会

希望短期大学における全学的な個別研修会については、西九州大学短期大学部において開催し、学校全体で本取り組みの

内容確認を行った。また、他の短期大学においても今後 IRに基づく教育における質保証の取り組みが定着していくよう、

個別担当者向けの情報共有会を開催した。

①全体研修会

日程 2013年11月27日（水）

場所 西九州大学短期大学部

対象 教職員全体

目的 Ｈ24質的転換答申を踏まえ、今後 IRに取り組んでいく意義・目的を確認

②個別担当者向けの情報共有会

香蘭女子短期大学

5月7日（火）／7月30日（火）

精華女子短期大学

7月30日（火）／11月13日（水）

長崎短期大学

6月19日（水）／1月14日（火）

長崎女子短期大学

7月24日（火）／10月28日（月）

西九州大学短期大学部

7月25日（木）

福岡女子短期大学

7月29日（月）

7．おわりに
平成25年度は、実際に構築の進んだシステムを活用し、テスト運用を行うとともに、その結果を通じて、本取り組みのテー

マである「短期大学士課程の職業・キャリア教育」を短期大学が共同して取り組む意義、また「共同教学 IRネットワーク」

を構築し、汎用的な短期大学の質保証モデルを構築していく必要性を改めて確認することとなった。

ここまで進めてきた取り組みを、各短期大学において更に定着を図り、短期大学の教職員が連携して、短期大学全体の発

展に寄与する連携基盤となるよう、来年度も取り組みを進めていきたい。
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香蘭　有効 387

香蘭　除外 39

西九州　有効 99

西九州　除外 266

精華　有効 299

精華　除外 24

佐女　有効 185

佐女　除外 41
長女　有効 25

長崎　有効 174

長崎　除外 36
福女　有効 96

福女　除外 95

香蘭 西九州 精華 佐女 長崎 福女 長女 総計

有効 387 99 299 185 174 96 25 1265

除外 39 266 24 41 36 95 0 501

総計 426 365 323 226 210 191 25 1766

「学生調査システム」を活用した連携7短期大学による在学生調査の実施

平成25年度実施計画のうち、学生調査システムの運用テストとして、在学生調査を実施した。実施に当たって、まずFD

／SD研修会を行った（前頁参照）。その後、職業・キャリア成果検証部会等で精査した調査（アンケート）項目を使用し

て、学生調査システムの運用テストを開始した。概要は以下の通りである。

1．調査概要
調査名 入学半年経過時学生調査

対 象 1年次

期 間 平成25年11月7日～平成25年12月31日

方 法 IRネットワークシステムによるWeb アンケート（調査）

学生のメールアドレスへログイン IDとパスワードを送付、もしくは学生へ直接配布

…教職員の指導のもと回答を実施（香蘭女子・佐賀女子・精華女子・長崎女子・長崎・西九州）

…メール配信のみで、回答は学生へ委ねる（福岡女子）

目 的 システム動作の確認（正常に動くか）

共通調査のための問題点の洗い出し（操作性／回答率上昇／教職員の運用等において改善点をさぐる）

結 果 システムは問題なく動作し、実施目標20％を達成

2．調査対象学生
（1）調査対象数

各短期大学において調査協力を募ったところ、調査参加者数1，766名、内有効回答 1，265名の調査となった。

連携短期大学別の内訳は次のとおりである。
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（2）集計除外の条件

ノイズデータとなる次の3つの回答性向のある学生を除外学生とし、集計データには含めなかった。

ａ．全ての回答項目に対して未回答であった回答者。

ｂ．ネガティブ回答とポジティブ回答の位置を反転させた問17、18、19において、全て右端、もしくは全て左端を選択し

ていた回答者。

ｃ．1年生を対象とした在学生調査であったため、調査に参加した2年生の回答者。

3．調査結果の総括
・学生の回答性向を知るため、教職員の指導のもと回答作業を行う学校（香蘭女子・佐賀女子・精華女子・長崎女子・長崎・

西九州）と、メール配信のみで回答は学生へ委ねる学校（福岡女子）とに分かれて調査を実施した。その結果、当初想定

していた通り、メール配信のみで回答を学生に任せた学校においては、教職員の指導のもと調査実施した学校に比べて、

有効回答率が低く、学生に回答を委ねるスタイルでの調査においては、回答率を上昇させるための工夫を実施する必要が

あることが改めて確認できた。

・回答結果については、短期大学別の傾向差は部分的に存在するものの、総じてほぼ同じ傾向を示していることが確認でき

た。これは各短期大学において、学生の期待する専門教育に応えるような独自の特色ある教育プログラムを構築していく

必要性があることを示したと同時に、短期大学士課程に進む学生の共通性が高いことから、共同して次のような課題に取

り組む価値の高いことを確認できたといえる。

①高大連携の取組を通じた短期大学士課程の価値の再認識の取り組み

②より効果の高いリメディアル教育を開発する取り組み

③WIL を含む共通の教養教育・実践教育を開発する取り組み

・今年度は運用テスト（システムが稼働するかの確認、システムの問題点のピックアップ作業を含む）であったが、問題な

く運用できたため、今後は質問項目の精査、ネットワークを活用した IR分析などにつなげていくことが可能となった。

運用テストとしては成功といえる。

4．連携校における在学生調査実施と所感
【香蘭女子短期大学】

〈調査結果〉

11月11日より、本学1年生426名を対象に在学生調査を開始した。内、388名から回答があった。実施所要時間は30分～

50分程度であり、回答率は91．0％であった。

各学科の実施日：11月12日（火）3限（必修）FA総合学科

11月19日（火）1限（必修）LP総合学科

11月11、13、14、20日 5限（14日のみ1限）保育学科

11月18日（月）空きコマを利用食物栄養学科

〈実施報告〉

学生は比較的スムーズにアンケート調査に答えていたが、メールアドレスへのログインに最も時間を要していた。再発

行の手順なども事前に各学科で周知していたため、一部を除き対応そのものにはそれほど時間がかからなかったが、この

部分の改善は必須である。
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また、全体の20％以上の学生が答えないと全体との比較ができないため、この調査に一番初めに取り組んだ本学の学生

の多くが振り返りのチャンスがないまま終了した可能性が高い。今回の調査の目的の一つとして学生自身による振り返り

ということがあるため、次回以降改善を要求したい。

【佐賀女子短期大学】

平成25年11月下旬、大学間連携GP事業の一つの柱である共同教学 IRネットワークシステムのうち、当該年度実施分

の在学生調査運用テストを無事終了した。これまで紙ベースで実施してきた在学生調査を、Web 上で実施するため大幅

に圧縮しての実施ではあったが、得られた数値をざっくり見てみただけでも本学の特色が濃厚に反映されているようで大

変興味深いが、その結果については今後の分析、報告を期したい。

今回はWeb によって実施する初めての在学生調査であり、その運用テストということで、有効回答率に関して1点だ

け気づいたことに触れておきたい。

今回の有効回答率は約75％、在学生に関する調査であることを考えれば、決して高い数字ではなく、過去に紙ベースで

行ったものでは欠席者を除くとほぼ100％であったことを考えると、むしろ低い数字と言わざるを得ないが、この原因は

ほぼ間違いなく、Web で調査を実施することによって生じる弊害である。それは、①紙ベースでの実施に比べ、全体像、

特に分量が把握できないため、やってもやっても終わらない設問に嫌気がさし、学生に自由に答えさせた場合、途中で回

答を放棄したものが相当数出る、②最後まで答えた場合でも、システムの設定上、一部に記入漏れがあった場合、有効回

答として処理されない、という2点である。

②については設定の変更によって次回以降十分に対応できると思うが、①の問題は、このような調査がどうしてもある

程度以上のボリュームを必要とするものであることを考えると、簡単には解消できそうにない。当初計画した、メール配

信により、学生に自由に答えさせる形式では、回答率が50％程度になってしまったことがそれを如実に示している。今回

は多くの短大で教職員の指導のもとに、パソコン教室等で一斉に回答させたため、それらの大学では概ね9割前後の回答

率であったが、卒業生調査ではそのような方法をとることはできない。調査項目を精選して全体の分量を抑えること、全

体が見えるような仕掛けを工夫すること、以上2点が、今後、Web 調査を実施する際の大きな課題であろうと思われる。

【精華女子短期大学】

〈調査結果〉

11月中旬より、本学1年生323名に対してアンケートをメールで配信した。そのうち299名が在学生調査を下記の日程で

実施した。実施所要時間は35～60分程度であり、92．6％と高い回答率が得られた。7短大全体では、約77．0％（1，359名

／1，766名、12月17日現在）であった。

各学科専攻の実施日：11月18日（月）1・2限（必修）生活総合ビジネス専攻

11月21日（木）1・2・4限（必修）幼児保育学科

12月4日（水）4限（必修）食物栄養専攻

〈実施報告〉

実施中にあがってきた問題点として、確定していないのに確定したと思い込み、そのままアンケートをすすめていた学

生が見られた。そのため、「回答するとバーが緑色に変わること」、「1（選択肢を動かさない場合）であっても、一度ク

リックが必要であること」、「アンケートが終了しても、必ずしも回答率100％ではないということ」の確認が必要である

と思われた。
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今後の要望や改善点として、「選択されているかどうかの判断を容易にするため（確定の場合、バーが緑に変わること

の説明が必要であったので）、動かさない場合は確定にする。」、「選択項目（1～5）をカーソルではなく、○に変える」

などの改善策が考えられる。また、アンケート終了後、必ずしも回答率100％でないとの説明が必要であったため、回答

率の工夫もしくは、学生の画面では、「未回答」、「回答中」、「回答済み」などの表記にしてはどうかという案が挙がった。

【長崎女子短期大学】

本学は平成25年11月中旬に学内の情報処理室でビジネス専攻の1年生25名だけを対象にして一斉に在学生調査を実施し

た。必修授業中の一斉調査としたため説明や回答方法を撤退することができたが、実施時間が約40分間かかったため実施

時間の短縮が今後の課題となった。

主な調査結果を抜粋すると、本学への入学理由は資格取得や就職に有利なためであり、短大生活に期待することは将来

の職業に役立つ勉強とともに良い先生との出会いや新しい友達との出会いへの期待も大きかった。一方、短大での授業態

度をみると、授業への出席や課題の提出などの受動的学習の自己評価は高いが、授業中の質問や辞書や図書館を利用する

ような能動的学習の自己評価は低いことが分かった。

今後は、以上のような学生支援の期待度と満足度、学習成果の到達度などを十分把握し、学生一人一人に対してきめ細

かな支援をしていきたいと思う。また、次年度以降は全学科の全学生に対して在学生調査を実施したい。

【長崎短期大学】

これまで、紙媒体による在学生等の調査を実施してきたが、Web を利用した在学生調査は初めての取り組みであった。

平成25年12月10日から13日にかけて、クラスごとにコンピュータ教室を利用して調査を実施した。最終的な回収率は85％、

210件の回答数であった。

実際にアンケートを実施した感想は次の通りである。

〈操作性〉

・ログイン画面へのショートカットを共有フォルダに作成していたため、スムーズに移行した

・学生個々にログインカードを配布したため、スムーズにログインができた

・通信環境の問題から、30人程度がログインすると反応が遅くなることがあった

・設問のスクロールバーを一度クリックしないと回答したことにならないことは改善点として挙げたい

・回答率が表示されるため、学生たちは100％を目指し回答していた

・学生から質問内容がわかりにくいという声が多かった項目

「前期の授業期間中、授業の出席に費やした1週間の合計時間はどのくらいでしたか。平均的な1週間を思い出して

1番近いものを選んでください。」

〈まとめ〉

・Web アンケートに回答する側の操作性については、特に難しい部分はなかった

・在学生調査終了後、学内アンケートを実施したが、新規にアンケートを作成するうえで、いくつか改善の余地があると

感じた
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【西九州大学短期大学部】

平成25年12月9日から31日にかけて、各学科・学年ごとにアンケート実施日を決め PC演習室を利用して調査を実施し

た。また、当日参加できなかった学生には督促メールを送信し、アンケート調査に回答するよう促した。回収率は70％、

256件の回答数であった。

実際にアンケートを実施した感想は次の通りである。

〈操作性〉

・回答の有無が画面上ではっきり表示（色）されてなかったため、回答したのか分かりづらい

・集計データのCSVの並び方が分かりづらい

・PCの種類によって回答率が表示されないため、どのくらい回答したのか分からない

・ログイン画面に「メールアドレス」と「パスワード」の表示がないため、どちらに打ち込んでよいのか分かりづらい

・一度「終了」ボタンを押して前の画面に戻ると回答が全部消えているため、回答の確認ができない。

〈まとめ・要望〉

・ログインの操作方法をもう少し簡単にできないか

・学生がきちんと回答してるのか確認できるような工夫が必要ではないか

・初めての試みであったため回収率が70％と低かったが、学生への周知方法を今後の検討課題とし、回収率・回答率が高

くなるよう努めていきたい。

【福岡女子短期大学】

〈実施状況〉

2013年11月18日、全学合同の授業終了後に実施マニュアルを配布し、操作手順についての説明を行った。それ以降は、

実施2週間後から1週間おきにクラスアドバイザーに未回答者リストを送付し、クラスアドバイザーを通じて未回答学生

へ回答要請を行った。

〈実施結果〉

調査開始から2週間後までの間に調査に協力的な学生が回答したが、その回答率は全体で20％と低い値で止まった。2

週間後以降は、在学生調査に協力的なクラスアドバイザーがクラス別集会や自身の授業時間後に未回答学生への回答要請

を精力的に行った結果、このクラスアドバイザー達が関与するクラスや授業の受講者の回答率が向上し、最終的な全体の

回答率は50％となった。

〈今後の課題〉

全体の回答率が50％に止まった理由として、学生が煩雑だと思うWeb 操作（調査ページのログイン方法等）が数カ所

存在したことや、学科によっては在学生調査に対する参加意欲が低かったことが考えられた。そのため、実施マニュアル

の充実や在学生調査の意義の周知徹底等を行い、回答率の向上に取り組む予定である。

―13―



第2章

平成25年度取り組み状況報告



職業・キャリア教育ならびにWIL 先進事例等収集

平成25年度実施計画のうち、職業・キャリア教育充実のために職業・キャリア教育の事例収集を行った。

主としては職業・キャリア教育の事例紹介をしている学会などに参加し、先進事例紹介を通じてインターンシップやWIL

（Work Integrated Learning）の重要性を再認識するとともに、短期大学においてどのように応用していくのかという課題

を明確化した。また、学生の学びという視点からは、学校行事（オープンキャンパス等の課外活動）を広報という視点から

捉え、職業・キャリアへ繋げるような方法へ示唆を得た。

さらに職業・キャリア教育に、意欲的に取り組んでいる京都産業大学へWIL 先進校として視察訪問した。キャリア教育

研究開発センター運営委員からキャリア教育に関する説明を伺い、質疑応答と自由討議を行った。

これらの事例収集にて課題として挙がったことは、職業・キャリア教育を「短期大学にあった形でどのように展開してい

くのか」ということであった。この点は以前より課題ではあったが、今年度の事例収集により、先進事例としての蓄積も少

なく、職業・キャリア教育は4年制大学を主体に議論が展開している点を、より明確化した。

そこで短期大学にふさわしい職業・キャリア教育の展開に向け、短期大学の現状や方向性を認識する必要性もあるとのこ

とから、中央教育審議会大学分科会大学教育部会にて始まった短期大学ワーキンググループの傍聴も行った。こちらは現在

進行中の議論であるため、結論といったものは出ていないが、短期大学の現状や事例を収集する機会として示唆に富んだも

のであった。

以下、今年度の事例収集、及び視察先といくつかの報告を提示する。

① 日本インターンシップ学会第14回大会

② 第639回FMICS（高等教育問題研究会）例会

③ 日本インターンシップ学会九州支部第11回研究会

④ 京都産業大学視察訪問

⑤ 中央教育審議会大学分科会大学教育部会短期大学ワーキンググループ（第1回）の傍聴

⑥ 中央教育審議会大学分科会大学教育部会短期大学ワーキンググループ（第2回）の傍聴

【報告】
① 日本インターンシップ学会第14回大会

テーマ：体験の先へ行くインターンシップ―これからの広がりを考える―

日 時：平成25年9月7日（土）～8日（日）

場 所：北海道武蔵女子短期大学

プログラム：第1日目―基調講演、シンポジウム、高良記念研究助成報告、日本インターンシップ学会総会

第2日目―自由研究発表会

参加者：小嶋栄子（長崎短期大学）中濵雄一郎（香蘭女子短期大学）藪敏晴（佐賀女子短期大学）

〈概要〉

第1日目は大会基調講演として、鶴雅グループ会長大西雅之氏より、「観光人材育成における阿寒の取り組み」と題し

て、1時間30分の講演があった。続いて、「インターンシップの広がりを考える」というテーマのシンポジウムに参加し

た。シンポジストとして、平野誠氏（札幌市経済局産業振興部産業振興課長）・藤田和秀氏（北海道札幌東高等学校教諭）・

大津晶氏（小樽商科大学准教授）をお招きし、亀野淳氏（北海道大学准教授）がコーディネーターとしてシンポジウムを

切り盛りした。質疑応答では、非常に活発な意見が多数出るなど、非常に有意義なシンポジウムであった。
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次に、高良記念研究助成報告として、鈴木恵氏（横浜創英大学）が代表して「看護師のインターンシップの研究―中小

病院のインターンシップに焦点をあてて―」について報告があった。初日最後は、日本インターンシップ学会総会が開か

れた。

第2日目は、午前9時より予定通り自由研究発表が行われ、主として第2会場での研究発表を聴講した。印象に残った

報告として、「インターンシップとコンピテンシー形成」報告者 吉本圭一教授（九州大学）、「インターンシップ仲介機

関・仲介業者の在り方に関する一考察」報告者 和田佳子氏（札幌大谷大学）、「企業の採用活動とインターンシップとの

関連に関する定量的分析」報告者 亀野淳氏（北海道大学）が挙げられる。

他会場でも多くの参加者が聴講しており、活発な議論が行われていた。

〈所感（中濵）〉

短期大学独自のインターンシップについての直接的な報告は少なかったが、インターンシップをめぐる研究動向や新し

い知見が多く聞け、今後の短期大学におけるWIL の取り組みの参考になったと感じている。

② 第639回 FMICS（高等教育問題研究会）9月例会

テーマ：小さな大学のミッション・パッション・アクション～元気元気元気な短期大学入試広報～

日 時：平成25年9月28日（土）16：00～19：00

場 所：桜美林大学四ツ谷キャンパス

講 師：滋賀文教短期大学入試広報課長三浦健氏、和泉短期大学事務局長土橋正文氏、足利短期大学入試広報室稲村晋佑

氏、飯田女子短期大学広報課長矢澤庸徳氏、戸板女子短期大学事務局次長兼入試・広報部長中村素行氏、秋草学

園短期大学入試広報室長秋草誠氏

内 容：事例報告、質疑応答、意見交換会

参加者：安部恵美子・小嶋栄子（長崎短期大学）

〈概要〉

当該研究会の6つの短期大学の入試広報改善に関する具体例の報告は、短期大学への進学を考えている高校生等が、短

期大学入学後の学生生活や卒業後の進路等についての具体的なイメージを形成しやすくするための、オープンキャンパス

やガイダンスにおける工夫がテーマであった。その中では、小規模な短期大学ならではの工夫として、進学希望者や高校

教員に対する丁寧な説明や入試広報担当者の顔の見える対応と、在学生や卒業生が、進学希望者に短期大学教育の内容や

効用を伝える場の提供が強調されていた。具体的には、オープンキャンパス時の学生スタッフとして、来場者とコミュニ

ケーションをとったり、短期大学で学んだことを発表したりという経験は、学生の成長を促し、就職活動へのモチベーショ

ンを高めること、さらに学生スタッフの対応に触発されて入学した学生が、次年度の学生スタッフに志願し、オープンキャ

ンパスを盛り立てる原動力になるという好循環が確認されたという報告があった。オープンキャンパス等、学外の人々に

開かれる学校行事への学生の主体的な参加は、職業・キャリア教育の方法であると捉えることが出来る。今後、本事業で

取り組もうとしている連携短期大学合同での学びの成果発表会（短大フェア）の目的の明確化を図り、効果的な実施方法

を検討する際に参考となる先行事例を学んだ研究会であった。

滋賀文教短期大学では、高校生宛にパンフレットなどの資料を送る際、必ず手書きで一言添えた送付状を同封する、と

いうことだ。1学年の定員が2学科（国文学科、子ども学科）100名という小規模校ではあっても、年間約2000通の送付

状を書くというのは大変な労力であるが、その積み重ねが募集実績につながっていることは間違いないと言えるだろう。

和泉短期大学では、オープンキャンパス年9回の他に、教員向け進学説明会や高校生向け進学ガイダンスを年に数回行っ

ている。その効果は顕著で、入学定員250名（児童福祉学科）に対し、2012年度・2013年度にはそれぞれ、志願者403名・

407名、入学者295名・293名という実績をたたき出している。ただオープンキャンパスや進学ガイダンスの回数が多いと

いうだけでなく、その内容に高校生を惹きつけるものがあるからこその自信が感じられた。
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足利短期大学では、入学定員100名（子ども学科）に対して2009年度入学者42名という崖っぷちから、いかに再生して

きたかという生々しい実情が語られた。定員割れの大きな原因として、「文科省からの『定員を守るように』との指摘を

受けて、指定校からの志願者にも不合格を出してしまったため、高校の先生方の『信頼』を失ってしまった」と報告され

た。高校教員との連携のあり方は、場合によっては短期大学側の致命傷にもなると痛感させられた。

飯田女子短期大学（家政学科130名、幼児教育学科80名、看護学科60名）では、広報担当職員が常勤2名・非常勤1名

という体制でがんばっているという報告がされた。職員体制の不足についてはどこでも聞かれることだが、そのような体

制の中で「何ができるか」ということを優先順位をつけて挑戦している姿は見習いたい。

戸板女子短期大学（服飾芸術科150名、食物栄養科150名、国際コミュニケーション学科100名）では、「入学者数（出願

者数）は、来校者に比例する」という気づきを踏まえ、基礎学力の充実等の履修モデル周知に加え、「都会にある（おしゃ

れな学生という売り）」という立地条件をフルに生かした入試募集戦略を展開した。その結果、2010年度に84名にまで落

ち込んだ入学者数が、2013年度には350名にまで回復していることに、「イメージ戦略」の一端を見た。

秋草学園短期大学（幼児教育学科第一部150名、同第二部100名、地域保育学科100名、文化表現学科100名）では、事前

申込者に入試広報室長の手書きの「今日はありがとう」というメッセージが手渡された。オープンキャンパスも同じ手法

で来訪者に手渡したということだが、それだけで2012年度にはみごと定員充足を果たした熱意が伝わってきた。

〈所感〉

以下の小文は、当該研究会の主催者高橋真義氏からの依頼を受けて、安部が研究会通信『FMICS BIG EGG NO．640』

に寄稿したものである。

「MY FMICS NO．639 地方の短大から」

地方の小さな短期大学で33年間、学生や教職員と共に教育を紡いできた私は、昨今の行政を含む高等教育関係者の短大

教育への関心の希薄化に強い危機感を持ち、その打開策を模索する活動を続けています。

今回の研究会のテーマである元気3乗な短大の入試広報担当者の事例報告を聞いて、短大教育の改革の成否は、各々の

学校の将来について真剣に考え、仲間と論じ、即、実践に移す職員の力に負うところが大きいとの思いを強くしました。

今回は、学校間競争という場で一番熱くなる入試広報に関する報告であったために関係参加者の関心も高く、私も学校経

営に携わる者として、わが短大の募集戦略に大いに参考になる具体例を勉強させてもらいました。

一歩進めて今後は、短大（大学）広報の中身の充実のための自学の教育成果の「見える化」促進作業を、教育課程を司

る教員とどのように「協働」していくかが職員の能力開発のテーマになると思っています。小さな短大（大学）では、教

育のインプット（入試・募集・広報）とアウトプット（就職・キャリア支援）に深く関わる職員の声を教育課程（スルー

プット）に反映し、ミッションを共有する1つの共同体として教育改革に取組む姿勢をステークホルダーに効果的にアピー

ルすることが求められるからです。本研究会でそうした先進的事例に出会えることを楽しみにしています。

皆さまには長崎からよく来たと温かく迎えてもらい、ありがとうございました。

③ 日本インターンシップ学会九州支部第11回研究会 参加報告書

テーマ：インターンシップはどこにいくのか？

日 時：平成25年11月16日（土）

場 所：九州大学箱崎キャンパス

講 師：杉江達也氏（文部科学省高等教育局専門教育課専門官）、他3名

内 容：パネル討論、事例発表2件（山口大学・北九州市立大学）、総括討論

参加者：河野睦美（長崎短期大学）中濵雄一郎（香蘭女子短期大学）

〈概要〉

はじめに、文部科学省高等教育局専門教育課専門官の杉江氏より、本年8月に公表された「インターンシップの普及及
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び質的充実のための推進方策について」意見のとりまとめに関する説明がなされた。その中で、インターンシップの推進

にあたっては産学官の連携が必要不可欠であり、企業では就職活動の開始時期の見直しと採用選考への影響を考慮するこ

とを、大学ではキャリア教育の充実と評価方法内容の検討を、自治体等には前二者のニーズに基づいたマッチングの機会

を拡充するよう各々に提言した。

次に、調査研究委員の一人でもある九州大学の吉本圭一教授が、インターンシップを包括する職業統合的学習（Work

Integrated Learning）などの説明を行なった。その後、二者によるパネル討議が行われ、在学中のインターンシップの実

施期間や時期、就職活動への影響について論議された。

続けて2件の事例発表が行われた。

山口大学の事例では、地方ならではの取り組みとして、山口県インターンシップ推進協議会に関する説明がされた。具

体的には、各大学からの希望を協議会が集約し、企業のニーズと照らし合わせてマッチングを行なうことで、高いインター

ンシップ実施率を誇っているというものである。また、他県出身で山口県内の大学に在学中の学生のみならず、山口出身

で県外大学に進学している学生に対しても同様の支援を行なっており、山口県全体の経済の活性化に貢献することを目的

としている。今後の課題としては、他県の推進協議会などとの横の繋がりを強化することと、県外インターンシップの拡

大を挙げていた。

次に、北九州市立大学の事例として、課題解決型学習（Project Based Learning）とサービスラーニングについての報

告がされた。オープンキャンパスを学生自ら企画運営する「オープンキャンパスプロジェクト」や、学内合同企業説明会

を企業誘致から当日の開催まで実施する「ジョブハンター」などを、キャリア科目の一環と位置づけ、課題発見から解決

までを主体的に学ぶ様子が紹介された。

ただ、参加者の意識付けには教員による丁寧なファシリテーションが必要不可欠であることと、単発のイベントとして

収束しがちで、その他の学びに繋げることが難しいという点が課題に挙がっていた。

最後の総括討論では、インターンシップの今後の方向性など、参加者から活発な意見交換がなされた。

〈所感（河野）〉

職業実践教育については本学でも様々な形で実施しているが、学生が主体的に学び、活動し、将来に向けた高い意識を

持つためには、指導する教員の働きかけが必須であると改めて感じた。本研究会で具体的な実践プログラム内容を拝聴す

ることができ、短期高等教育ならではの職業教育を機能させ、目に見える形で評価するにはどうしたら良いか、改めて考

える良いきっかけとなった。

④ 京都産業大学視察

テーマ：WIL 先進校を視察して事例を集め、短大独自の職業・キャリア教育を充実発展させる

日 時：平成25年11月28日（木）13：00～15：30

場 所：京都産業大学

訪問者：中濵雄一郎（香蘭女子短期大学）竹中真司（佐賀女子短期大学）武藤玲路（長崎女子短期大学）

面会者：松高政（経済学部准教授）林誠次（事務部長）

内 容：京都産業大学を訪問し、キャリア教育研究開発センター運営委員で進路センター運営委員の松高准教授と林事務

部長に面会し、キャリア教育に関する説明を拝聴、その後質疑応答と自由討議を行った。

〈概要〉

京都産業大学の概要、キャリア教育の位置づけ、カリキュラム編成、特色ある取り組み、支援体制、就職状況などのお

話を伺い、その後議論の場をもった。以下、それぞれの内容に触れる。

・キャリア教育の位置づけ

建学の精神を具現化したものとして、全学的にキャリア形成支援教育を明確に位置づけている。
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・カリキュラム編成

選択科目ではあるが、1年次から4年次にかけて計18のキャリア形成支援科目が開設されおり、学生は興味のある科

目に履修希望を出し、教員は学生の意欲を面接で査定して、受け入れを確定する。主な科目は、自己発見とキャリアプ

ラン、実践フィールドワーク、インターンシップなどである。

・カリキュラム編成

ハイブリット科目では、約200名の履修希望者から約30名を選考し、企業の若手社員と合同でその社員が抱えている

問題の解決策を検討する講座を開設している。最終的には討論の成果を公開報告会で発表し、地域社会の人材育成に貢

献している。学生や企業からの参加希望は、年々増加している。

・支援体制

キャリア形成支援科目では、必ず教員の他に最低1名の事務職員が授業の運営にかかわっている。教員のみならず事

務職員もローテーションでキャリアプランの講座で学生に助言・指導をしている。

・特色ある取り組み

毎年97～98％の学生が確実に就職しおり、特にインターンシップやハイブリッド科目を受講した学生の就職率や企業

側の評価が高い。勤務地は地元が多いが、全国や海外にまで及んでいる。

〈所感（武藤）〉

京都産業大学では、建学の精神を具現化したものとしてキャリア教育を位置づけ、全教職員が共通意識の下で、学生の

就職に直結したキャリア形成支援科目の運営に当たっている点が印象的である。

特に注目すべきことは、ハイブリッド科目で企業の若手社員とともに問題解決のトレーニングを行っている講座である。

大学と企業が協同で人材育成に取り組み、地域社会の認知度も上昇している。

⑤ 中央教育審議会大学分科会大学教育部会短期大学ワーキンググループ（第2回）

テーマ：短期大学の機能・教育の在り方

日 時：平成26年1月30日（木）10：00～12：00

場 所：文部科学省

議 題：①短期大学教育・機能の特徴・強み、②短期大学における教養教育と職業教育の特徴的関係、③海外における短

期高等教育の役割・機能、④その他

傍聴者：久保知里（佐賀女子短期大学）

〈概要〉

短期大学の在り方が見えにくいという問題点が上がっているが、短期大学に関してどのような取り組みがあるのかを、

強み、優れた取り組み、具体的な活動というキーワードをもとに審議委員より報告があった。

（1）3名の委員より各々が関わる取り組みの報告があった。

・短期大学教育の振興について

短期大学の教育面、研究面双方の強みを提示。教育面では、地域に求められる人材を養成する点、あらゆる機会で学

びを実施する点など、研究面では学生中心志向となっているが、教育の質保証のために研究面も重要であると認識が示

された。一方弱みもあり、4年制大学や専門学校との差別化、社会へのアピール不足などが挙げられた。

・短期大学基準協会の第三者評価における短期大学の優れた取り組み等について

質を高めるシステムの内在化／短期間教育／地域密接／国際共通性という4つの観点から、すぐれた取り組みを収集

した資料をもとに報告があった。この中で短期大学教育システムの特徴的なものとして、PDCAサイクルの必要性／

教職員との密接な距離／キャリア教育の在り方があげられた。

・短期大学間の連携・共同による教育の展開―短期大学コンソーシアム九州の事例―
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短期大学は地域密着、中堅的人材育成という自負のもとに活動してきたが、なかなか思うようにいかず、改善活動を

行うにも1つの短期大学で行うには負担が大きかった。そこで連携して改善活動を行うために、「短期大学コンソーシ

アム九州」を組織した。活動の中では様々な問題が生じてきたが、現在は質保証を目指し、大学間連携共同教育推進事

業に採択され、IRネットワークシステムの構築や職業・キャリア教育の研究、実践を展開している。

（2）短期大学における教養教育と職業教育の特徴的関係

・短期大学士課程教育の分野横断・共通的能力について

ジェネリックスキルに関して、企業のニーズと短期大学の方針を比較調査した研究の紹介があった。その中では絶え

ず企業や地域との対話が必要とのことであった。

（3）海外における短期高等教育の役割、機能について

・米国短期大学に学ぶ―教育接続から教育継続への転換―

アメリカの80年代以降の教育事例の紹介。

〈所感〉

短期大学教育の特徴として、職業・キャリア教育が多くあげられた。しかし、実質的に展開していてもアピール不足（地

域やステークホルダーへの）により、効率的に効果をあげていない印象を受けた。本事業で得られた結果をもとに、今後

どのようにアピールしていくのかが課題になってくるだろう。

―22―



学生の合同アクティビティ実施

高校訪問キャラバン隊への参加
平成25年度実施計画のうち、職業・キャリア教育に関する合同アクティビティとして高校訪問キャラバン隊へ参加した。

概要は以下の通り。

期 間：平成25年8月21日～平成25年9月24日のうち、5日

参加学生人数：24名

訪問高校：福岡県立福岡魁誠高校（高校生21名）

福岡県立玄界高校（高校生53名）

福岡県公立古賀章成館高校（高校生18名）

福岡県立宇美商業高校（高校生18名）

九州産業付属大学九州高校（高校生68名）

目 的：学生が主にアウトプットの作業として主体的に学びを得る。短期大学の教育活動の発信。

内 容：学生が高校を訪問し、自らの学んでいる学校を紹

介した。紹介内容は学科・専攻／カリキュラム／

取得資格／学校生活／クラブ活動などで、高校生

へ自らの学校をアピールする機会として臨んだ。

学生はその経験を、自らの学びとして振り返り、

事後に報告書としてまとめ提出した。
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短大フェアへの参加
平成25年度実施計画のうち、職業・キャリア教育に関する合同アクティビティとして、短期大学コンソーシアム九州の主

催する短大フェアに参加し、地域の方へ学びの成果発表を行った。またチラシを配りながらの広報活動を学生たち自らが実
施し、新たな学びを得ることにもなった。概要は以下の通り。
日 時：平成26年2月15日（土）13：00～15：40
場 所：ゆめタウン佐賀
参加学生人数：84名
目 的：短大生の学びの成果を地域の方々へ披露する。地域へ短大生のこと・短大のことをアピールする。
成果目標：短大生たちが充実感を得ることができたか。学生が学びを得ることができたか。

その検証として、学生・来場者へアンケートを実施する。アンケートは成果検証部会を中心に作成。教職員・
学生によるアンケート協力依頼。

内 容：①ステージパフォーマンス
フラダンス（長崎女子）、ミュージカル部ダンス（佐賀女子）、ファッションショーのビデオ上映（香蘭）、ミュー
ジカルのビデオ上映（西九州）、音楽科コンサート（福岡女子）

②体験コーナー
ネイルアート（佐賀女子）、バランスの良いおべんとう（精華）、アロマセラピー（長崎女子）、絵本読み聞か
せ（佐賀女子）、シュガーデコ（長崎）

③展示
被服・デッサン（香蘭）、パネル（精華・西九州）

絵本読み聞かせ

アロマセラピー

フラダンス

シュガーデコ
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オルガン
電子ピアノ演奏

展示紹介

広
報
活
動
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平成26年2月17日
佐賀新聞

平成26年2月24日
読売新聞
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第3章

会議ならびに研究会記録



会議ならびに研究会記録

1．運営協議会の開催

日時 平成26年3月25日（火）

10：00～12：00

場所 佐賀女子短期大学 第1会議室

議題 1．平成25年度活動報告

2．平成26年度活動計画

3．その他

日時 平成25年9月11日（金）

12：00～12：30

場所 佐賀女子短期大学 第1会議室

議題 1．GP事業について

2．外部評価委員会について

2．事業推進会議の開催

日時 平成25年12月22日（日）

10：30～12：30

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．今年度事業実施について

2．HPについて

3．その他

日時 平成25年5月19日（日）

13：50～17：45

場所 精華女子短期大学 第1・2会議室

参加人数 16人

議題 1．平成25年度事業について

2．平成25年度「短大生による高校訪問キャラバ

ン隊」進捗状況について

3．その他

日時 平成26年1月26日（日）

13：00～16：00

場所 精華女子短期大学 第1・2会議室

参加人数 14人

議題 1．HP運用について

2．今年度事業実施について

3．来年度事業計画について

4．その他

日時 平成25年8月9日（金）

9：30～13：00

場所 佐賀女子短期大学 第1会議室

参加人数 14人

議題 1．GP事業について

2．平成25年度「高校訪問キャラバン隊」進捗状

況について

3．その他

日時 平成26年3月8日（土）

10：30～15：00

場所 長崎女子短期大学

参加人数 14人

議題 1．HP運用ついて

2．平成26年度事業について

3．その他

日時 平成25年9月13日（金）

16：00～18：35

場所 福岡女子短期大学 第2・3会議室

参加人数 15人

議題 1．運営協議会報告

2．事業の分担について

3．その他
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3．職業・キャリア成果検証部会

日時 平成25年12月22日（日）

14：00～15：00

場所 長崎女子短期大学 1号館2階会議室

参加人数 18人

議題 1．データ分析

2．公開研究会について

3．その他

日時 平成25年9月13日（金）

9：30～11：30

場所 福岡女子短期大学 第2・3会議室

参加人数 16人

議題 1．公開研究会のプログラムについて

2．職業・キャリア先進校（事例）視察先について

3．その他

職業・キャリア教育成果検証部会（研究会）実施記録

日時 平成25年10月12日（土）16：00～18：30

場所 長崎短期大学 第2合同講義室（本館2階）

参加者 18名

（1）話題提供等

「インターンシップの推進政策と短期大学における職業統合的学習」

【九州大学大学院人間環境学研究院 主幹教授 吉本圭一氏】

職業・キャリア教育の視点から、文部科学省の提唱するインターンシップの普及の状況と、それに対する現状と課題、

そこから見えてくる学生の状況や地域の取り組みを紹介した。

「短大でのWIL？」 【筑波大学大学研究センター 講師 稲永由紀氏】

昨年度（平成24年度）の公開研究会での報告（「WIL（Work Integrated Learning）とは何か」）を踏まえ、今回は、

短期大学における「WIL のあり方」を考察する上での重要な視角についての報告を行った。最初に、前回のおさらい

としてWIL の定義を押さえ、WIL と見なされる学習形態が多様にあることを、オーストラリアでの例を中心に概観し

た。その上で、日本の短期大学の特徴および志向性を考えた場合、地域ステークホルダーとしての雇用者と連携するこ

とは必須だが、学修年限が短いが故に実施可能なWIL プログラムに期間的な制約が出てくること、国家資格指定養成

との絡みで分野によってWIL プログラム設計の柔軟性が異なってくること、そして、比較的小規模な機関の多い短期

大学においては、WIL 実施のための資源的制約があまりに大きいこと、などが課題として指摘した。こうした制約を

乗り越え、最大限の効果を得られるような、日本の短期大学の現状と環境に適したWIL のあり方について、短期大学

関係者が試行錯誤しながら取り組むことが重要ではないかとの問題提起を行った。

（2）報告

「WIL の課題（問題提起）」 【北海道大学高等教育推進機構 准教授 亀野 淳氏】

日本や海外の職業教育の紹介から、WIL（Work Integrated Learning）の課題、特に短期大学においてWIL を当て

はめてみることを問題提起として、議論の題材を提示した。

まず、日本における職業教育の紹介や、海外での学校種や教育形態、職業教育、学生生活などの状況を紹介した。例

えば、京都産業大学の事例を示し、同校の具体的なプログラムや学修支援対策などを取り上げた。また、職業教育の種

類（インターンシップ・専門実習など）の実態を検討、日本におけるWIL の導入とその課題を整理した。日本でのWIL
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といった場合、既存のカリキュラムがその役割を果たしていることが多々存在しているため、それらの取り組みの再整

理がまず課題であること、その上で、WIL に取り組んでいくことがキャリア教育に有用であることを述べた。

その上で、短期大学教育についても言及し、現行の職業・キャリア教育が既にWIL の取り組みである場合が多く、

視点を変えて再整理することで、より効果的な教育をすることが可能だろうと問題提起を行った。

（3）質疑・議論

①WIL を実際に短期大学で実施するとはどういうことか。WIL の定義に線引きがないため、実施するとなると、具体

的にはどういったものが当てはまるのか。

②WIL は医療や保育の分野では実習といったもので実施済みであり、有用性がはっきりしているが、キャリア系（人

文科学・社会科学系など）の学科で取り組みを行うとして、何が当てはまるのか、また有用であるのか。

以上の2点を軸として質問がなされ、様々な議論を展開した。その中でWIL の定義やその問題点、また短期大学教

育や、各学校の体制などによりフレキシブルに考えて、取り組みを行う視点が必要であることが指摘された。短期大学

教育の現場に立つ教員の側からは、より実質的で有用性のあるWIL の取り組みに対する質問・意見が出た。それに対

してWIL の自校への導入とともに、既存のカリキュラムや取り組みをWIL の視点から見直すことができることが明ら

かとなり、今後の既存のものの見直しを行うことが課題として挙げられた。一方で、キャリア系（人文科学・社会科学

系など）の学科でのWIL といった場合には、個々の対応が求められていることから、既存のカリキュラムのみでは収

まらない難しさもあることが述べられた。

総括

今回は職業・キャリア教育成果検証部会へ講師（北海道大学高等教育推進機構准教授亀野淳氏）をお招きし、短期大学

でのWIL（Work Integrated Learning）の有用性について理解を深める研究会を開催した。内容は以上の通りであった。

全体として、今後職業・キャリア教育へ各短期大学がどのように取り組んでいくべきか、また連携事業の中でどのよう

な職業・キャリア教育を模索できるかなど、大いに議論がなされた研究会となった。

4．システム活用促進部会

日時 平成26年1月26日（日）17：00～18：00

場所 精華女子短期大学 第1・2会議室

参加人数 10人

議題 1．短大機能の再構築に向けての検討～調査データの有効活用について～

2．公開研究会のプログラムの確認

3．その他

5．公開研究会の開催

〈第1回〉「IRネットワークシステムによる学生・卒業生調査に向けて」

日時 平成25年10月12日（土）13：00～15：35

場所 長崎短期大学 カルチャーホール（本館2階）

―31―



（1）開会挨拶 【学校法人九州文化学園 理事長 安部直樹氏】

（2）報告①「短期大学教育の成果 ―学生パネル調査によるインプットからアウトカムの分析―」

【長崎短期大学 学長 安部恵美子氏・同教授 小嶋栄子氏】

短期大学在学生調査（平成21－24年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究Ｂ）「短期大学教育と地域ステークホ

ルダーに関する総合的研究」）の成果を中間報告書をもとに説明を行い、そこからの課題の提示、課題から今後の方向

性を示した。

短期大学在学生調査では、短期大学生（在学中）の学習に対する姿勢から卒業後までの追跡調査を通して、短期大学

へ求めるものの傾向を抽出した。この調査結果（成果）をもとに、短期大学生の学習成果の評価・点検をシステム化し、

学生のキャリアへ有益に活かすことはできないかとの課題が上がった。また、これをシステム化することは短期大学教

育の点検ともなり、学生への還元が見込めるものである。よって、学習成果の評価・点検、すなわちその方法であるア

ンケート調査など活用するためには、回収率を上げること、学生がアクセスしやすいこと、集計・分析などを効率よく

行うことが重要であり、そのためには IRネットワークシステムを構築することが急務となることが示された。IRネッ

トワークシステムを導入することで、調査が比較的安易に、また継続的に行うことが可能となるだとうとの報告であっ

た。

報告に対し、フロアからはアンケート結果をどのように学生へフィードバックするのか（具体的な活用法など）、短

期大学の連携を活かした活用法も検討すべきであるとの指摘があった。また、学校へ対する満足度の高さは短期大学の

特徴であるとも考えられ、在学中から学習成果の評価・点検を増やすことで、さらにその数量を伸ばすことが可能では

ないかとの意見もあった。

（3）報告②「短期大学・専門学校卒業生の初期キャリア形成の把握、点検・評価、教育改善」

【九州大学大学院人間環境学研究院 主幹教授 吉本圭一氏】

これまでの様々な調査のなかで実施したアンケートの紹介とともに、Web 調査の有益性を示し、高等教育機関に所

属する学生のキャリア形成へどのようなことを提供することが可能であるかを紹介した。

これまでの研究蓄積の中でのWeb 調査、中でも職業・キャリア教育に懸ったものの概要などを紹介した。その結果

は様々なものであったが、Web 調査での有益性は、より多くの、広範なデータを集積することが可能なことである。

Web 調査では質問項目もカスタマイズができ、様々な視点からの分析を可能とすることを述べた。分析からは教育の

問題のみでなく、労働市場側の問題もあることが視覚化され、その問題への対応として職業体験の有効性が協調された。

また、Web 調査はデータの共有をし易くし、結果の共有や議論の提供をもたらすことも指摘した。調査結果をもとに

教育の現場でどのような変化を加えていくのかが課題でもあるとの報告であった。

フロアからのWeb 調査（IR ネットワークシステム）で、できること・できないことは何かとの問いに対し、Web（IR）

はツールでしかなく、重要なことは質問内容であったり、得られた結果をどう役立てるのかであること、「調査・分析・

フィードバック」のセットがWeb（IR）を使用することによりスムーズに行えることなどを述べた。

（4）閉会挨拶 【長崎短期大学 学長 安部恵美子氏】

総括

今回の研究会には50名が参加し、「IRネットワークシステムによる学生・卒業生調査に向けて」という副題のもと、2

本の報告が行われ、報告後にはフロアとの議論が活発に行われた。議論の中では、今後GP事業内で導入予定である IR

ネットワークシステムをどのように活用していくのかということが軸となり展開した。システムの構築には専門家の意見

を交えながら、各連携校の現状に合わせた内容を今後も議論し、短期大学教育に還元していくことが確認された。
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参加者の中には開催校（長崎短期大学）の学生の姿も見え、自校の取り組みに興味を持っている様子が伺えた。

〈第2回〉「短期大学と職業・キャリア教育」

日時 平成26年2月9日（日）13：00～17：00

場所 香蘭女子短期大学

（1）開会挨拶 【香蘭女子短期大学 学長 坂根康秀氏】

（2）基調講演「本流としての職業教育を考える―短期大学の未来を拓くために―」

【日本私立短期大学協会 会長／目白大学・目白大学短期大学部 学長 佐藤弘毅氏】

1949年に短期大学設置基準が敷かれてから、短期大学には中堅的な実際的専門職業人材と良き社会人の育成を行う機

関としての機能と役割が期待されてきた。しかし過去約20年間で主に職業能力育成と直結しない分野で学生数が大幅に

減少した。社会が短期大学に職業能力育成を期待しているのである。佐藤氏は短大教育における問題点を洗い出し、諸

外国と日本の取り組みの比較と、就職先への訪問聴き取り調査の分析結果を報告しながら、生き残り戦略の指針となる

べく新時代における短大の役割・機能について言及した。また、短期大学入学希望者と短期大学生は地元志向が強いた

め卒業後の地元還元度の高い人材として評価できる。そのため、地方自治体が高等教育政策に参画できるようになれば、

私立短期大学の自助努力だけでは困難な目標も実現可能になるのではないか。この他、短期大学は、学生だけでなく地

域全体にも高等教育の受益者になるという点を自覚してもらうような取り組みや、地域社会から協力を仰ぐことも必要

ではないだろうか。また、佐藤氏は職能団体やステークホルダーと連携しながら、短大教育に共通するもの以上に、各

短大独自の味付けも今後必要になるとの見解を示した。

（3）知見提供「短大教育とWork Integrated Learning」

【北海道大学高等教育推進機構 准教授 亀野 淳氏】

短期大学のインターンシップの特徴は、大学と比較して実施率が高く、特定資格に直結する傾向が見られる。しかし、

実施期間が短く、分野で参加率に偏りがあり、受入れ先の確保が十分でないなどの問題が亀野氏により指摘された。WIL

（Work Integrated Learning）について、「産業界との連携の下、各専門分野の学問体系に基づく大学教育のカリキュ

ラムと職業実践とを統合させた学習である」と定義し、日本における課題として、①ミッションと戦略の中での位置づ

けの明確化、②カリキュラムの再構成と専門分野に精通する人材配置、③専門分野に関連したインターンシップ、④ア

ルバイトの位置づけをどうするかなどが明示された。亀野氏は、フィンランドの高等教育制度を具体的事例として取り

上げた。その中で、同国の大学とポリテクは社会人経験者の入学が多いなど、学生と社会人の境界線が明瞭ではないこ

とから「グラデーション型」と分類している。一方、日本の場合は、教育か職業かという風潮が強いことから「二者択

一型」に分類できると述べた。WIL 導入に向け、日本は意識的に教育の中に職業を取り込む必要があるとの指摘がな

された。最後に、短期大学におけるインターンシップおよびWIL 導入に向けた具体的提言がまとめられた。

（4）調査報告「WIL 先進校の事例報告・今後の課題について―職業教育・キャリア教育成果検証部会からの中間報告―」

【職業・キャリア教育成果検証部会】

香蘭女子短期大学 准教授 中濵雄一郎氏

佐賀女子短期大学 講師 竹中真司氏

長崎女子短期大学 准教授 武藤玲路氏

GP 事業担当者より、職業・キャリア教育成果検証部会が視察報告を行った。同部会は、昨年11月に京都産業大学を

訪問し、具体的なWIL の取組み（日本型コーオプ教育）を視察した。同視察を通して得られた知見の紹介と今後の取
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り組み課題についての報告を行った。今後の取り組み課題として、①WIL に関する情報の精査・整理、②職業・キャ

リア教育の共通点検・評価指標の作成と運用方法の問題点（1）合同アクティビティ部会の成果指標の開発、（2）IR

ネットワークとの連携方法、を提示した。また、平成26年度の活動計画として、①国内外のWIL の先進事例の収集（2

件、うち1件は短期大学を想定）、②連携校内の教育改善活動事例の収集、③職業・キャリア教育の共通点検・評価指

標開発の着手、を行うことが報告された。

（5）総括 【九州大学大学院人間環境学研究院 主幹教授 吉本圭一氏】

今回の報告は、多くの知見と短期大学が抱える問題の解決の糸口を示唆するものであった。短期高等教育において職

業教育は重視すべき課題であり続けるであろう。地域や企業が期待する人材像には、短期大学教育でカバーしきれない

部分があるのも事実である。また、短期大学の固有性とは何かを問う作業も必要である。これからますます自治体、地

域社会との連携は重要になる。さらに短期大学同志が連携し協力し合うような同業者間のネットワーク構築も今後の課

題として指摘できるのではないだろうか。
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