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はじめに

今日、短期大学が直面する課題は、少子化が進む中で、高等教育改革や「専門職業大学」という

新しい学校種の設置が文部科学省の有識者会議で議論されるなど、短期高等教育の内容充実が重要

な問題となっている。その中で短期大学として教育の質の保証をどのように実施していくのか、地

域とどのような関係を作っていくのか、様々な課題解決を迫られている。

さて、大学間連携共同教育推進事業「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」も採択から 3年目を終了した。本事業は短大生のための職業・キャリア教育の充実や発

展を主軸に、短期大学教育の質の保証を目指して取り組んでいる。この教育の質の保証を図るため

に、連携 7短期大学では共同の教学 IR ネットワークシステムを構築し、連携短期大学で共同の調

査研究や学生の学びの自覚を促すプログラム開発を行ってきた。

本事業で取り組む職業・キャリア教育の実践においては、短期大学コンソーシアム九州の主催す

る「高校訪問キャラバン隊」や「短大フェス」へ参加し、学生がアクティビティ活動を通じて成長

できるプログラムを実施してきた。参加した学生にはそれぞれに成長がみられ、これらのプログラ

ムが効果を上げつつあるのではないかと思われる。

共同教学 IR ネットワークシステムも試験運用を終了し、開発した全てのシステム（学生調査／

夢・目標セルフチェックシステム／学生サポートメモ／学修ポートフォリオ）が来年度より本格的

に始動する。これらのシステムの活用により、PDCAサイクルを確立をし、短期大学にふさわしい

教育展開を行う計画である。

このように事業開始から 3年を経て、短大生のための職業・キャリア教育の枠組み、それらを査

定し、改善していくシステムが整い、来年度以降さらに発展していくことになる。加えて、今年度

は日本インターンシップ学会から委嘱された職業・キャリア教育の専門家、短期大学関係者、地元

企業の方に評価委員となっていただき、本事業へのご意見を広く頂戴した。評価委員のご意見、さ

らに本事業を通じて多方面と協働し、議論し、これからの短期大学教育をさらに充実させていきた

いと考える。

平成27年 3月

佐賀女子短期大学 学長 南里 悦史
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第 1章

IRネットワークシステムの構築





平成26年度実施計画にもとづき、（ 1）在学生調査、（ 2）卒業時調査、（ 3）夢・目標セルフチェックシステム、

（ 4）学生サポートメモの取り組みを行った。詳しくは以下の通りである。

（ 1）在学生調査

調査名：入学半年経過時学生調査

期 間：平成26年10月15日〜平成27年 2 月28日

対 象： 1年生

［Web調査のアンケート配信対象者数1,862名、回答者数1,454名（平成27年 2 月 4日現在）］

参加校：香蘭女子短期大学（香蘭）、佐賀女子短期大学（佐女）、精華女子短期大学（精華）、

長崎女子短期大学（長女）、長崎短期大学（長崎）、西九州大学短期大学部（西九）、

福岡女子短期大学（福女）

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

目 的：共通調査のための問題点の洗い出し

短期大学（教育）のベンチマーク設定に向けた調査

結 果：実施目標50％の達成と、前年度と比較する材料の取得

平成25年度実施と平成26年度実施の各学校の学生の回答状況を集計したものを下段の図表にまとめている。
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香蘭
387名
30%

佐女
185名
15%

精華
299名
24%

長女
25名
2 %

長崎
174名
14%

西九
99名
8 %

福女
96名
7 % 香蘭

360名
25%

佐女
144名
10%

精華
272名
19%

長女
171名
12%

長崎
217名
15%

西九
122名
8 %

福女
168名
11%

香蘭 佐女 精華 長女 長崎 西九 福女 総計

H25年度実施
有 効 回 答 387 185 299 25 174 99 96 1,265

無 効 回 答 39 41 24 0 36 266 95 501

H26年度実施
回 答 数 360 144 272 171 217 122 168 1,454

回答率（％） 88.7 84.7 90.4 87.2 91.6 77.2 82.8 87.0

(注）回答率（％）は各学校の調査対象学年の在籍者数に対する回答状況である。

Ｈ25年度実施（有効回答のみ） Ｈ26年度実施（平成27年 2 月 4 日現在）



実施体制と取り組みについて

平成25年度における IR ネットワークシステムを用いた在学生調査については、テストランとの共通認識の

もとに、各学校の裁量にゆだねて実施を行った。そのため、平成25年度の在学生調査では、学校によって回答

率にバラつきがみられる。平成26年度実施については、昨年度の経験から、各学校で実施体制の取り組み強化

がみられる。その結果、平成25年度と平成26年度の学生の回答状況を比較すると、総合的に回答数が増えてい

る。具体的な取り組み事例について、下段にまとめている。

長崎女子短期大学では、学生の回答数が平成25年度実施では25名だったものが、平成26年度実施時には171名

にまで増えている。この最大の理由は、Webを用いた在学生調査の実施体制を強化したことにある。長崎女

子短期大学では、平成25年度の在学生調査をテストランとして位置づけ、本事業の推進委員がWeb調査の責

任者として、GP 事務補佐員が補助員という 2 人体制で実施した。そのため調査対象は 1学科のみで実施され

た。しかし、平成26年度実施に向けて、各学科の教員のなかから 1 名ずつを IR担当者として選出し、本事業推

進委員を IR総責任者、 4 人の IR担当者、GP 事務補佐員の 6 人体制で在学生調査を実施している。そのため

全学科の学生がWeb調査に参加することになり、平成26年度の回答数の増加につながった。

福岡女子短期大学も、学生の回答数を大幅に向上させている。今年度は GP 事業の推進委員が 1年生を対象

とする入学半年経過時調査のために実施マニュアルを作成し、クラスアドバイザー（クラス担任）に趣旨説明

および協力依頼と合わせて書類を送付し、実施体制を整えた。その後、クラス別集会（ホームルーム）の時間

にクラスアドバイザーを通じて実施マニュアルを学生に配布し、その時間内で学生にスマートフォンで回答さ

せた。毎週、回答者リストをクラスアドバイザーに配布して、未回答者がいれば督促を出すなどして、回答率

を上げることに尽力したことが、学生の回答率増加につながった。

香蘭女子短期大学では、前年度と同程度の学生の回答率を維持している。昨年度は本事業の推進委員が実施

主体として取り組んだ。今年度からは、各学科から担当者を一任し、実施主体の拡大をはかった。実施主体を

拡大するために、本事業推進委員は、わかりやすいマニュアルを作成し、理事会を除く代表教授会で十分な討

議を重ね、在学生調査の必要性に対する理解を得ることに尽力した。さらに、本事業推進委員が個別で各学科

長へ依頼を行い、在学生調査の参加を促した。より多くの教職員が対応できるための体制づくりを本年度は

行った。このほか、学生に対する調査参加協力について、欠席している学生にも個別にマニュアルを送付し、

スマートフォンや PCを利用してアンケートを回収する取り組みを行った。

西九州大学短期大学部では、11月上旬に調査を開始した。クラス毎に授業時間中または空き時間を利用して

調査を実施した。調査開始前に、本事業事務補佐員によって、在学生調査の目的や意義、過去の調査結果の紹

介などをスライドで説明を行った。本事業の推進委員およびクラス担任が、ページログインの説明および回答

時の学生への補助を行った。学生が回答に要した時間は30分から50分程度であった。 1年生の回答率は68.5％

であった。調査終了後は、単純集計表を作成し、教授会にて報告を行っている。

実施時の問題

一度に大勢の学生が同時にコンピュータ室で使うと、画面が固まることがたびたび起こった。

（ 2）卒業時調査

調査名：在学生卒業時調査

期 間：平成26年10月15日〜平成27年 2 月28日

対 象： 2年生
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［Web調査のアンケート配信対象者数1,750名、回答者数1,372名（平成27年 2 月 4日現在）］

参加校：香蘭女子短期大学（香蘭）、佐賀女子短期大学（佐女）、精華女子短期大学（精華）、

長崎女子短期大学（長女）、長崎短期大学（長崎）、西九州大学短期大学部（西九）、

福岡女子短期大学（福女）

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

目 的：共通調査のための問題点の洗い出し

短期大学（教育）のベンチマーク設定に向けた調査

結 果：実施目標20％を達成

連携校別の内訳は次のとおりである。

実施体制について

在学生卒業時調査は、本年度に初めて実施した取り組みである。しかし、調査参加者である 2年生は、前年

度より開始した入学半年経過時調査に参加したことのある学生が大半である。

実施体制については、入学半年経過時調査と同時進行で行われており、取り組み方法もほぼ同じであるため

（ 1）在学生調査を参照していただきたい。
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香蘭
376名
27%

佐女
201名
15%精華

286名
21%

長女
142名
10%

長崎
77名
6 % 西九

146名
11%

福女
144名
10%

香蘭 佐女 精華 長女 長崎 西九 福女 総計

H26年度実施

回 答 数 376 201 286 142 77 146 144 1,372

回答率（％） 87.6 88.9 90.8 71.0 38.1 88.5 81.4 80.0

(注）回答率（％）は各学校の調査対象学年の在籍者数に対する回答状況である。

Ｈ26年度実施（平成27年 2 月 4 日現在）



（ 3）夢・目標セルフチェックシステム

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学生

に提供し、学修意欲を引き出すことを中心に据えている。

各学校・各学科の特徴により、運用方法を少しずつ変化させて使用することも可能である。

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。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」の関係を認識させることで、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で学生個別の状況を共有することで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。

画面イメージ
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実施状況

実施率：約12％ １年生のみの実施率：約10％

システムの運用（内容）を考えると卒業を控えた 2年生への効果はあまり見込めない。

そのため、 1年生のみの使用とした。

（連携校総学生数：3,385名 連携校 1年生総数：1,671名 使用 1年生数：170名）

（ 4）学生サポートメモ

目的

学生の情報を教職員で共有し、継続的で適切な支援へ繋げることを目的とする。

概要

学生の個別指導履歴を、教職員が登録・閲覧（共有）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で、適切で効果的な個別支援の在り方についての事例研究を進めるためのツールとして

の活用も視野に入れる。
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画面イメージ

※メモを追加する際、カテゴリ選択し登録した時点で学生について、誰がいつどんな情報を受け取ったか（も

しくは入力したか）が自動的に更新されるため、入力の手間が省略され運用増加へ繋がっている。

実施状況

実施率：約12％ 1年生のみの実施率：約10％

（連携校総学生数：3,385名 連携校 1年生総数：1,671名 使用 1年生数：170名）

2年生では就職支援に関しての情報等を共有することに役立っている。
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第 2章

職業・キャリア教育の充実に向けた活動





（ 1）WIL 先進事例収集

昨年度より継続して本年度もWIL（＝Work Integrated Learning）先進事例収集を実施した。

WIL、すなわち “学びと繋がる仕事” や “仕事と学びの包括” を短期大学の中で強化し、短期大学の学生に合っ

た職業・キャリア教育プログラムの開発や既存の教育の改善のため、事例収集として短期大学への視察やアクティ

ブラーニングに関する研修会に参加した。さらに昨年度より始まった、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を傍聴し、短期大学の現状や事例を収集する機会として活用し、今後の短期大学全

体の展開を視野に入れつつ、改善活動に向けて情報収集を行った。

以下、今年度の事例収集（視察）先といくつかの報告を提示する。

① 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 5回）の傍聴

② 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 7回）の傍聴

③ 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 8回）の傍聴

④ 短期大学教育改革 ICT戦略会議

⑤ 四国大学短期大学部視察訪問

⑥ 桜の聖母短期大学視察訪問

《報告》

◎短期大学教育改革 ICT戦略会議

期 日：平成26年 9 月 4日

場 所：アルカディア市ヶ谷

参加者：武藤玲路・山口ゆかり（長崎女子短期大学）

内 容：アクティブ・ラーニング事例紹介 1

「アクティブ・ラーニング手法を取り入れた地域・産業界との連携教育」

【静岡英和学院大学短期大学部食物学科 前田節子氏】

アクティブ・ラーニング事例紹介 2

「自ら考え行動しチーム貢献できる保育者養成」

【聖徳大学短期大学部保育科 藪中征代氏】

話題提供「短期大学士力の考察 〜中央教育審議会での意見を踏まえて〜」

【中教審大学教育部会短期大学ワーキンググループ専門委員、東京大学大学総合教育研究 小林雅之氏】

活動報告「短期大学就学力コンソーシアムによる教育点検」

概要

1．アクティブ・ラーニングの種類について

アクティブ・ラーニングとは、学生参加型や問題解決型の授業形態を通して、学生の学習意欲を増大させて

主体的に学習に取り組ませることを目的としている。その種類として、反転学習、卒業研究などの学内で実施

可能な形態から、地域社会への社会貢献、企業と連携した商品開発等が報告された。

2．アクティブ・ラーニングのアセスメントについて

アクティブ・ラーニングによる学習成果の検証について、PROGテストによるリテラシーとコンピテンシー

の評価結果が報告された。また、課題解決能力と人間関係能力の成果検証の報告もあった。

― 11 ―



3．IR について

IR活動の一環である在学生調査と卒業生調査のデータの一元化の重要性について説明があった。

4．短期大学の特徴と強みについて

短期大学は四年制大学や専門学校とは異なる独自の特徴を持ち、自己点検・評価を通して教育の質を保証す

るとともに、個々の短期大学が強みと弱みを明確に把握することの重要性が述べられた。

所感

�武藤

現在、連携 GP で取り組んでいる職業・キャリア教育に関する IRネットワークシステムの構築と教育の成

果検証において、今回のアクティブラーニングやアセスメントの手法が大変参考になると思う。また、本学

の自己点検・評価や FD/SD活動にも役立てたいと思う。

�山口

本学でも地域連携を取り入れた科目（長崎食育学）を開講しているが、アセスメントを十分に行っていな

かったため、アクティブラーニングの学習成果を PROGテストにより評価していた点は、とても参考になっ

た。研修会の中で最も印象に残ったのは、 “学生の力を信じ共に行動する” という言葉である。教育の質を

向上させるため、一丸となり取り組むことの大切さを再確認することができた。

◎四国大学短期大学部視察訪問

期 日：平成26年11月25日

場 所：四国大学短期大学部（徳島県）

訪問者：中元博明（福岡女子短期大学）・福元健志（西九州大学短期大学部）

対応者：福井清二（就職キャリア支援部部長）・小島信子（就職キャリア支援部課長兼准教授）・富本輝仁（就

職キャリア支援部課長兼准教授）・加渡いずみ（ビジネス・コミュニケ―ション科講師）

内 容：WIL等について、短期大学部における取り組みについて拝聴する予定であったが、大学と同内容、

同体制で短期大学部でも実施されているとのことであったため、大学における取り組みを拝聴した。

概要

1．就職支援体制の充実

就職キャリア支援部（キャリアセンター）の下に、実際の就職支援を担当する就職支援課と、キャリア教育

科目の企画、運営および改善を担当するキャリア教育支援課を設置し、各課が中心となって就職支援およびキャ

リア教育に関する取り組みを行っている。就職キャリア支援部には部長 1 名、参事 3名（うち 2 名は主に徳島

県内の就職先およびインターンシップ先の開拓に専従）、正規職員 6 名、臨時職員 3名の計13名もの人員を配置

し、取り組みの充実を図っている。

2．育成する人物像の明確化とそれに基づくカリキュラム編成

学部・学科を問わず、就業力の育成を目的とし、その系統的・段階的な修得を可能とするカリキュラム編成

や授業の実施を図っている。具体的には、各学科・専攻科で学ぶ専門科目については、実学的専門科目を設定

し、産業界等のニーズを踏まえた授業の実施を図っている。全ての学生が学ぶ全学共通科目については全学共

通教育センターを設置し、そこで全学共通教育のカリキュラムの編成や実施、改善を行っている。キャリア教

育科目はその一つに位置づけ、職業観や勤労観および職業に関する知識や技能を身につけるとともに、自己の

個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育て、人生を設計する力を育むことを目的としている。

このキャリア教育科目の運営にキャリア教育支援課が携わっており、授業内容によっては徳島県下の企業関係
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者や地域活動実践者を招聘し、徳島県の文化や歴史、経済についての理解を深めている。キャリア教育科目の

他にも、建学の精神「全人的自立」に基づき、卒業時に共通して身につけてほしい基本的な資質・能力を「四

国大学スタンダード」とし、それについて学ぶ「スタンダード関係科目」、大学での学習に必要な知識や技術、

学生に求められる常識・生活態度などを身につけることを目的とした「初年次・基礎教養科目」を設定し、社

会人基礎力や自己教育力、人間・社会関係力の育成に取り組んでいる。

3．地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）による地域貢献型人材の育成と地域の活性化の推進

平成26年度の地（知）の拠点整備事業として、「とくしまで学び育てる地域貢献型人材育成事業」が採択され

た。その推進のために、上記の取り組みに加え、県内 2か所にスーパーサテライトオフィスを開設し、全学生

を対象とした実効的・多面的な地域教育ならびに地域住民への生涯教育を実施する。また、サテライトオフィ

スを拠点として新たな地域の魅力の発見と県内外への情報発信を図る。

所感

�中元

本視察を一言で要約するならば、四国大学に本学や GP 連携校の進むべき方向性を見出すことができたと

いうことである。

その 1つが地域に根ざした大学を目指している点である。一般的に大学は短期大学と比べて学生の地元出

身者占有率が低いといわれるが、四国大学は地元出身者占有率が本 GP 連携校と同程度に高く（約80％）、ま

た、地元への就職率が高いということであった。四国大学はその現状を踏まえ、教育指針の一つとして社会・

地域に貢献できる就業力に富んだ人材の育成を掲げている。さらに、四国大学は、地元徳島の経済状況にも

目を向け、自学で育成した地域に貢献できる人材の活躍の場の創設を目的とした事業計画を作成し、文部科

学省の COC 事業に採択された。本 GP 連携校が地域に根ざした短大を標榜するのであれば、四国大学のよ

うに、育成する人材像を明確化することや、地域の活性化についても一定の成果を出すことが近い将来求め

られることが予想されるため、そのような取り組みについて検討すべきだと思った。

2つ目は、手厚い就職支援体制の構築である。四国大学では就職支援課が中心となって就職支援を行って

いるが、履歴書の作成や個人面接の指導のみならず、就業への意欲喚起を目的としたジョブカフェをはじめ

として、多様な進路に対応した各種ガイダンスが企画、実施されていた。さらに、教職員のためのキャリア

相談 GUIDEの作成、配布や学生の就職活動情報の共有を通じて、就職キャリア支援部以外の教職員との連

携も密に行われており、全学的な就職支援体制が構築されていた。大学全入時代の到来により、ますます学

生や進路の多様化が予想されるため、就職キャリア支援部のような部署の設置や人的環境の拡充は一短期大

学としては困難かもしれないが、全学的な就職支援体制の構築は必要不可欠であると考えられるため、本学

や GP 連携校において体制構築に向けた取り組みが必要だと考えられる。

四国大学への視察を通して、 1．短期大学は「短期」の大学としての特徴を生かした人材育成を目指すべ

きであること、 2．WIL（職業統合的学習）とはインターンシップ等の職業体験に限ったものではなく、地

域人材の授業への参画や地域社会との関わりについても、広義のWILと捉え、その推進を図るべきであるこ

と、 3．激変する社会や多様な学生に対して組織的対応が重要であることの 3点が印象的であったが、他に

も多くの知見を得ることができた。可能な限り本学や GP での取り組みで活用していきたい。

�福元

今回の訪問調査では、四国大学短期大学部におけるWILおよび職業キャリア教育について数多くの知見

を得ることが出来たと感じた。四国大学短期大学部には学生を支援する部門が多く用意されており、それぞ

れの部署で学生の学修・キャリア・共通教育・就職活動を支援しているが、短大生が職業キャリア教育によっ

て得た知識や技能、経験が効果的に発揮できるような体系的なサポートシステムが用意されていることは特
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筆すべきことである。四国大学短期大学部の学生が目指す人材は、「四国大学スタンダード」の中で設定され

ており、目指す人材となるための科目として、「社会人基礎力」、「自己教育力」、「人間・社会関係力」が用意

されている。そして、職業・キャリア教育やボランティア活動、地域貢献活動を通じて取得した技能を就職

活動へと繋ぐための各種就職関連セミナーやジョブカフェが用意されている。このように、四国大学短期大

学部においてはWILを実施するとともに、キャリア教育を通じて学生が得た学修成果が効果的に発揮でき

るよう、体系的なシステムが確立している。このような体系的なシステムは高く評価すべきことであり、GP

連携校において共有されるべき事項であると感じた。

また、WILに関しては、四国大学短期大学部は、地域貢献人材を目指していることから、サテライトオフィ

スを活用した地域貢献活動を行っている。同短期大学部に地元出身学生が多いことが、より効果的な学習を

可能としている。GP 連携校や他の短期大学においては一般的に地元出身者が多いため、地域貢献活動を通

したWIL活動が人材育成の面において効果が高いと考えられる。これまでに GP 連携校が行ってきた短大

フェスは地域貢献の役割も果たしているため、継続的に効果的な実施を今後も続けていきたい。

四国大学短期大学部への視察を通じて、広義のWILとしての地域貢献活動や社会教育の取り組みの重要

性と、その取り組みを通じて学生が得た技能を効果的に発揮、評価できる体制やシステムを学ぶことができ

た。四国大学短期大学部が実施している活動や支援体制から学ぶべきことは多いため、本学や GP 連携校に

おいて、得られた知見を活用したい。

◎桜の聖母短期大学視察訪問

期 日：平成26年12月20日

場 所：桜の聖母短期大学（福島県）

訪問者：朝木徹（精華女子短期大学）・小嶋栄子（長崎短期大学）

対応者：加藤竜哉・遠藤修司

内 容：情報ネットワークシステムの運用と活用・具体的な職業に直結した教育の内容について説明を受け、

質疑を行い、施設見学等をした。

概要

1．具体的な職業に直結した教育の内容について―キャリア教養学科のインターンシップを中心に―

全学的にビジネス実務教育に力を入れており、キャリア教養学科（定員100名）では 1年次共通科目として「ビ

ジネス実務Ⅰ」「ビジネス実務Ⅱ」とともに「インターンシップＡ」（前期 1 単位）が必修となっている。イン

ターンシップ先は、「郡山商工会議所」「中小企業団体中央会」などを通じて短大が独自に開拓している。学生

の受け入れを承諾してくれた企業には学生が直接エントリーシートを送り、企業側はそれをもとに受け入れ学

生を選抜している。インターンシップの期間は 7〜 9月のあいだの 5日間である。

さらに、インターンシップ前の準備として 6 月頃には「キャリア形成演習Ⅰ」という授業内で、前年にイン

ターンシップを経験した 2年生へのインタビューを行う。このことによって、 1年生は、インターンシップの

具体的なイメージ作りができると同時に、その大変さ、注意しなければならない点を学び、さらに、自分がな

ぜインターンシップをするのか、その目標をより明確にできる。インターンシップ終了後には、その評価の基

準として受け入れ企業へのアンケートを実施する。

また、学生たちは自らのインターンシップ体験の振り返りを行う。振り返りの方法の一つは、10月の土曜・

日曜に食堂や廊下のような学内の様々な開かれた場所で行うポスターセッションである。学生たちは、このポ

スターセッションで、振り返りと同時にプレゼンテーション及びコミュニケーション能力をも養うことになる。

それは、少しでも多くの学友たちに自分の体験を知ってもらうために、学内の場所選びから始まり、ポスター
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の内容・配置、説明の方法等に工夫を凝らすからである。

2．学内における情報ネットワークシステムの運用と活用について

ネットワークシステムの運用について、どのように各教職員が参加しているのか、当該システムの促進状況

や実際の活用状況を視察した。その結果、全教職員で情報ネットワークシステムの共有を行いながら運用、教

職員間での学生情報の「見える化」を促進している。また、使用する教職員の現状、必要性に合わせて個別に

情報ネットワームシステムの活用を進めているとのことであった。現在、全教職員の全面的利用に向けてシス

テムの構築を進めていると共に学生の利用についても、学外からの利用環境（HP より）整備がされている状況

を踏まえ、一層の活用を構築していく予定である。

所感

�小嶋

訪問調査を終えて最も印象に残ったのは、加藤先生のお口から発せられた「 1年生は 5 月の連休明けが勝

負です」という言葉だった。

1年生が入学してすぐの 4 月に学修観アンケートを実施し、学生自身が高校卒業までに培われた学びの自

己評価を確認すると同時に、教職員側もこの結果を基にして指導や助言を行っていく。さらに、教員 1 人あ

たり学生約10人という顧問制度を設け、授業以外の時間はいつでも、学習面はもちろん私生活にわたるまで

相談にのるという徹底ぶりである。教職員の方々が 2年間という短い短大在学期間中の最初の 1ヶ月をいか

に大切なものとみているか、またどれだけ熱心に学生たちの将来を見据えた教育を行おうとしているか、そ

の熱意を目の当たりにした思いだった。

また、インターンシップが終わった後の、ポスターセッションでは、インターンシップをインターンシッ

プ体験だけでは終わらせず、その体験を友人たちにいかにわかりやすく解説するかという実践をさせること

で、学生をさらに成長させ、その実践も含めた評価体制・測定方法の構築につながるのではないかと考えら

れた。

�朝木

学内における情報ネットワークシステムの運用と活用について

・全ての教職員が参加しているのかどうか。

全教職員で情報ネットワークシステムの共有を行い、教職員間での学生情報の「見える化」を促進して

いる（閲覧レベルの制限は設けていない。どの教職員でも同じ学生情報が閲覧可能である）。情報ネット

ワークシステムの管理はクラウド上（solomon）にて行っている。例：e-ポートファリオシステム（学生カ

ルテ・ポートフォリオ・e-ラーニング）、BCSA（ビジネスコミュニケーションスキル診断）、リテラシー能

力診断（プログ）、学習観アンケート、実習先評価、企業評価（企業への聞き取り評価も含む）

・特に高校訪問時には広く活用されている。

・e-ラーニングは本学への入学が決まった高校生に対して 例：日本語・英語・数学・情報に関する入学前

事前学習を課題として（ベーシックスキル）、入学時にはプレイスメントテストを実施し入学前学習の成果

を確認している（e-ラーニング効果検証の 1つ）。

・全ての教職員が当該システムを使いこなせているのか。

教職員各々の関心や必要性、スキル等に応じて促進を促している状況である。例：学生との顧問（クラ

ス担任）面談の記録について、教員への負荷や担当科目数も影響しており、教員側が入力できている又は

入力できていないという状況がある。今後は、全教職員の活用を目指し個別の助言を継続していくと共に、

学内 FDも活用し基本的な操作方法・運用について広く周知していく予定である。

・情報ネットワークシステムをどの範囲で利用しているのか。
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学生の利用状況については、情報ネットワークシステムへの入力は24時間可能な環境にあるが、入力し

ている学生とそうでない学生がある為、一部の授業では、入力を成績に反映させて対策を講じている。今

後、全教職員の全面的利用に留まらず学生利用も含めた、ますますの情報ネットワークシステム構築を進

めていく予定である。

以上のように、こちらの質問について返答を得た。

（ 2）合同アクティビティの実施

① キャラバン隊

平成26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。概要は以下の通りである。

期 間：平成26年 8 月21日（木）〜平成26年 9 月26日（金）のうち、 4日間

参加学生人数：30名

訪問高校：福岡県立福岡魁誠高等学校（高校生25名）

福岡県立玄界高等学校（高校生32名）

福岡県公立古賀竟成館高等学校（高校生13名）

福岡県立宇美商業高等学校（高校生15名）

九州産業大学付属九州高等学校（高校生19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得ること。短期大学の教育活動を高校の教職員

や生徒に向けて発信すること。

内 容：学生が高校（主に母校）を訪問し、各自の学んでいる学校について紹介した。紹介内容は学科・専

攻、カリキュラム、取得資格、学校生活、クラブ活動などである。学生は高校生に対して、自分の

学校をアピールする機会としてこの活動に挑んだ。学生はこの経験を通じて、自らのプレゼンテー

ション能力、わかりやすく説明する力、情報発信力、会話力、コミュニケーション力など社会に出

る前に体験を通じて学ぶことができる。学生は活動終了後、報告書としてまとめた。
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平成26年度「キャラバン隊」―職業・キャリア教育の成果検証アンケート―

調査実施期間：平成26年10月12日（日）〜11月上旬

集計：連携 GP 事務局

回答者数：30名

訪問先の高校と短大生参加人数

問 活動に参加された学生のみなさんにおたずねします。

キャラバン隊の活動をとおして、学習能力はどのように変化しましたか。

5 段階［できない/思わない＝ 1＜ 2＜ 3＜ 4＜ 5＝できる/思う］でお答えください。

［11項目の出所：「短期大学における今後の役割・機能に関する調査研究成果報告書」（佐藤，2011：49-51）］

問 1．チームによる問題解決能力について

1 . 1．対人コミュニケーション力：相手の考えや立場を理解して、自分の意見をわかりやすく伝えることができ

る（回答割合：％）
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訪問高校 短大生参加者（人）

福岡県立宇美商業高等学校（福岡県糟屋郡） 3

福岡県立魁誠高等学校（福岡県糟屋郡） 7

九州産業大学付属九州高等学校（福岡市東区） 6

福岡県立玄界高等学校（福岡県古賀市） 8

福岡県公立古賀竟成館高等学校（福岡県古賀市） 6

合計 30

0.0 
0.0 

46.7 
43.3 

10.0 

0 10 20 30 40 50

できない

4

2
3

できる

平均値＝3.63 SD＝.67 



1 . 2．チームワーク力：チームにおける自分の役割を把握し、協力して仕事を進めることができる

（回答割合：％）⇒質問事項から除外

1 . 3．問題解決力：目標達成に向けた課題を明らかにして、行動ができる（回答割合：％）

問 2．働く基本スキルについて

2 . 1．社会的マナー：状況や場面に合わせた服装や言葉遣いで行動することができる（回答割合：％）

2 . 2．表現スキル：文章やメモを正確に表現し、わかりやすい文章を書くことができる（回答割合：％）

2 . 3．情報リテラシー：パソコン入力やWord、Excelの操作、インターネットを使って社会生活や職業生活で

必要な情報を得ることができる（回答割合：％）

2 . 4．数量的スキル：報告や連絡・相談する時に、数字やデータを使って事実を説明できる（回答割合：％）

⇒質問事項から除外
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問 3．社会的・職業的自立について

3 . 1．倫理観：相手の気持ちや立場を配慮して行動し、人との約束を守ることができる（回答割合：％）

3 . 2．論理的思考力：筋道を立てて考え、自分の考えや意見を表現し、物事の先行きを予測しながら計画や行動

ができる（回答割合：％）

3 . 3．自己管理力：基本的な生活習慣に沿って行動し、時間を守り優先順位をつけて時間管理ができる

（回答割合：％）⇒質問事項から除外

3 . 4．学習継続力：今回の活動を振り返って自己成長を続け、社会の変化に対応した知識や技能を継続的に高め

ることができる（回答割合：％）

問 4．活動を終えて

本日発表した内容は、後輩や先生方に十分に伝わったと思う（回答割合：％）
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② 短大フェス

平成26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スに参加し、地域の方々に向けての学びの成果発表を支援した。今回で 3回目を迎え

た短大フェスは、「九州 7短大合同学園祭」をコンセプトに、日頃の学びの披露だけでなく、学生にチラシの制作、

総合司会、会場案内、地域の方々との交流の場を提供し、これらの体験を通じて学生が自主性や社会性を育む機

会を獲得できることを目標とした。過去 2回においては、名称が短大フェアであったが、覚えやすく若い人に親

しみがわきやすいとの指摘を学生から受け、新しく「短大フェス」に名称を変更した。連携校 7つの短期大学が

前回までの教訓を生かし、協力し合いながら準備に取り組んできたものである。概要は以下の通りである。

日 時：平成26年10月12日（日）13：00〜16：00

場 所：アルカス SASEBO（イベントホール、交流スクエア）（長崎県佐世保市）

参加学生人数：99名

来場者数：285名

目 的：短大生の学びの成果を地域の方々に向けて披露する。地域へ短大生のこと・短大のことをアピール

する。
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学生が考案したチラシ

学生の総合司会でスタート

ファッションショー
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たくさんの地域の来場者の方々

フラダンス

電子オルガンコンサート

茶道「鎮信流」立礼点前

ダンス

親子で絆を深める遊び

アロマセラピー
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テレビ佐世保の取材

絵本・紙芝居の読み聞かせ ネイルアート

シュガーデコレーション ホットプレートのお菓子づくり

食生活習慣チェック ツアコン研修成果発表

スタンプラリーの景品交換



平成26年度「短大フェス」学生事後アンケート

調査実施期間：平成26年10月12日（日）〜11月下旬

集計：連携 GP 事務局

回答者数：92名（香蘭29名、佐女 7名、精華 9名、長女11名、長崎19名、西九14名、福女 3名）

問 1 本日（10/12）に参加してみてどうでしたか？ 一番近いものに○をしてください。

1 . 1．任された任務について（回答、割合％）

1 . 2．全体の雰囲気について（回答、割合％）
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図 1．回答者の性別（％） 図 2．回答者の学年（％）



1 . 3．これまで学んだ成果について（回答、割合％）

問 2 地域の皆様との交流についてお尋ねします。 一番近いものに○をしてください。

2 . 1．日頃から地域の方とお付き合いがありますか。（回答、割合％）

2 . 2．地域から何らかの役割を求められたらどうしますか。（回答、割合％）

問 3 現在 1年生の方にお尋ねします。一番近いものに○をしてください。

3 . 1．次年度も「短大フェス」を行う予定ですが、参加したいですか。（回答、割合％）

3 . 1 . 1．次年度も「短大フェス」に参加したいと回答した理由。（自由記述）
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�参加したことの楽しさ、面白さ、良さ

・とても楽しかったから。

・とても面白かったから。

・とても良かったから。
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�次回への意気込み、ボランティア精神

・今回は人数調査係として参加したので、次はシュガーデコをやりたいから。

・ボランティアに参加したいから。

�短大どうしで交流したい、ほかの短大について知りたい

・よその短大の方たちともっと交流したいと思ったから。

・各短大について知る良い機会だったのと、参加して良かったから。

・いろいろな短期大学のことを知ることができて楽しかったから。

・よその短大の取り組みを知る良い機会になった。

・よその短大の活動をたくさん知ることができるから。

・各短大の珍しいものをみれるから。

�座学では学べない新鮮な体験、擬似的職業体験ができた

・普段の授業ではできないことを体験できるから。

・とても勉強になったからです。

・とても良い経験ができてよかったと思うから。

・人前で何かをするという普段とは少し違う体験ができるから。

・今回参加したことで技術面でいろいろ学ぶこともでき、バラの作り方を教えることで言葉にして

教えることの難しさをあらためて感じました。達成感もあり、たのしかったです。

・地域の方々から、今後働く上で注意しなければならないこととか人生のことについてもお話でき

てとても経験になりました。

・接客みたいで楽しかった。

�目標設定と目標達成実現のため、向上心の芽生え

・今回は上手くできなかったので、来年リベンジしてみたいです。

・今年は成果を十分に出せなかったので、来年もまた挑戦したいです。

・来場者に的確なアドバイス／説明ができるようになりたいと思った。

�達成感、成長実感、チームワーク作業、何かに貢献することへの喜び、地域社会との交流

・今回初めて参加させてもらいました。夏休みから取り組んだ作品をみなさまにほめられて、頑張っ

た甲斐があったな。やってよかったと思えたからです。

・今回の参加は自分の成長のためにもなったと思うし、短大にいる身としては、協力できることはし

たいと思っているので。

・短大フェスに向けての準備を仲間とともに一生懸命取り組み、達成感を味わうことができたから。

また、本番当日では、地域の方々とたくさん触れ合うことができ、少しでも、短大の良さをアピー

ルすることができたのではないかと思ったから。

・地域の方々と交流できる場だから。

・人との関わりが増え、良い刺激になり、人間的に成長できる気がするため。

・自分のためにもなり、周りの人の役に立てるから。

・達成感があった。

・これを目標に頑張れました。

・日頃学んだことを生かすことができるから！



問 4 次年度の「短大フェス」に向けて、改善した方がいい点やお気づきの点があればお伝えください。

（自由記述）
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�その他

・無料のイベントが多く、誰でも参加できる雰囲気があったから。

�参考：できれば参加したくないと回答した学生の理由（ 2名）

・三連休も真ん中（休みの日）で、行くまでがきつい（福岡の学校の学生の回答）。

・休みがけずられるから。

◇他の短大との交流

・もっと他の短大の方と関われれば、お互いの刺激となるのではないかと思いました。

◇宣伝PR

・もっと宣伝して、たくさんの人を集めたいです。

・もう少し（来場者が）来てほしかったです。

・人が少なかったかなと思った。

・今回も沢山の地域の方が来て下さっていましたが、もっと PRしてもっと多くの人に見て、参加し

てもらえばいいなと思いました。

・各短大の名前をもっとわかりやすくしたがいいと思いました。

◇来場者向けの休憩場所

・お子さんが催し物に参加している間、お子さんを待っている親御さんや歩き疲れた方たちがアルカ

スに設置してあるイスをよく利用していたので、休憩に使えるイスがあった方が良いのではない

かと思いました。

◇当日ではなく、事前に企画案その他を知りたい

・参加する学生には、自分たちが行う内容だけではなく、フェス全体の流れを前もって知らせておく

と、もっと地域の方への告知もできて、より多くの方々に来ていただけたのではないかと思います。

・年齢層や人数を教えてほしい。とても良い企画（フェス）と思います。

・練習するためにも、早くに日程を教えてほしい。

◇楽屋、設備、備品、照明、設営、会場

・楽屋を広くしてほしい。

・衣装の着替えが、他の学校の昼食と同じ場所だったので、周囲にも迷惑だったと思うし、落ち着き

ませんでした。

・着替えの場所がステージと階も異なる離れたところにあったので、一般の方から覗かれる心配と不

安がありました（聴き取り）。

・ショーの時の照明のミスが多いようでした。

・コンセント（体験コーナーでの調理用等の電源確保）。

・ブースどうしが近すぎだった（体験コーナーのネイルとアロマの間）。

・準備する場所がなく、裏側まで来客にみられるので少し見苦しかった（体験コーナーのネイルとア

ロマ）。

・アロマとネイルが隣合わせだったので、匂いが混じって良くないと思いました。



平成26年度「短大フェス」―職業・キャリア教育の成果検証アンケート―

調査実施期間：平成26年10月12日（日）〜11月上旬

集計：連携 GP 事務局

回答者数：92名（香蘭29名、佐女 7名、精華 9名、長女11名、長崎19名、西九14名、福女 3名）

問 活動に参加された学生のみなさんにおたずねします。

短大フェスの活動をとおして、あなたの学習能力はどのように変化したと思いますか。短大フェス後のあな

たの学習能力を以下の11項目から考えた時、それぞれの能力をどのくらい持っているのかについて 5 段階［で

きない/思わない＝ 1＜ 2＜ 3＜ 4＜ 5＝できる/思う］でお答えください。

［11項目の出所：「短期大学における今後の役割・機能に関する調査研究成果報告書」（佐藤，2011：49-51）］

問１．チームによる問題解決能力について

1 . 1．対人コミュニケーション力：相手の考えや立場を理解して、自分の意見をわかりやすく伝えることができ

る。（回答割合：％）

1 . 2．チームワーク力：チームにおける自分の役割を把握し、協力して仕事を進めることができる。

（回答割合：％）
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・駐車場が無料だといいなと思います。

◇段取り、スケジュール

・リハーサルの前にフラダンスの練習をしたかった。

・ある程度時間通りにした方がいいと思う。早まりすぎて準備が余裕をもってできなかった。

◇来場者、ほかの短大の学生との交流機会

・自分の舞台準備やブースが忙しく、他の学校の催し、舞台を見る時間がなかったことが残念でした。

アロマでお待ちいただいていたお客様と会話の際、他短大の学生の方や、一般の方と少しだけ交流

できましたが、もっと深く交流できる機会があれば良かったと思いました。また、お待ちいただい

ていた方も、「舞台の催しも見に行きたいけど、無理ね」と言われてしまいました。
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1 . 3．問題解決力：目標達成に向けた課題を明らかにして、行動ができる（回答割合：％）

問 2．働く基本スキルについて

2 . 1．社会的マナー：状況や場面に合わせた服装や言葉遣いで行動することができる（回答割合：％）

2 . 2．表現スキル：文章やメモを正確に表現し、わかりやすい文章を書くことができる（回答割合：％）

2 . 3．情報リテラシー：パソコン入力やWord、Excelの操作、インターネットを使って社会生活や職業生活で

必要な情報を得ることができる（回答割合：％）

2 . 4．数量的スキル：報告や連絡・相談する時に、数字やデータを使って事実を説明できる（回答割合：％）

― 28―

0.0 
1.1 

33.0 
40.7 

25.3 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
できない

2
3
4

できる

平均値＝3.90 SD＝.79

0.0 
3.3 

19.6 
52.2 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60
できない

2
3
4

できる

平均値＝3.99 SD＝.76

0.0 
9.8 

47.8 
33.7 

8.7 

0 10 20 30 40 50 60
できない

2
3
4

できる

平均値＝3.41 SD＝.79

0.0 
18.7 

34.1 
31.9 

15.4 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
できない

4

2
3

できる

平均値＝3.44 SD＝.97

0.0 
23.9 

39.1 
28.3 

0.0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
できない

4

2
3

できる

平均値＝3.22 SD＝.91



問 3．社会的・職業的自立について

3 . 1．倫理観：相手の気持ちや立場を配慮して行動し、人との約束を守ることができる（回答割合：％）

3 . 2．論理的思考力：筋道を立てて考え、自分の考えや意見を表現し、物事の先行きを予測しながら計画や行動

ができる（回答割合：％）

3 . 3．自己管理力：基本的な生活習慣に沿って行動し、時間を守り優先順位をつけて時間管理ができる

（回答割合：％）

3 . 4．学習継続力：今回の活動を振り返って自己成長を続け、社会の変化に対応した知識や技能を継続的に高め

ることができる（回答割合：％）

問 4．活動を終えて

本日発表した内容は、地域の方々に十分に伝わったと思う（回答割合：％）
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平成26年度「短大フェス」来場者アンケートの集計結果

実施日時：2014年10月12日（日）13：00〜16：00

実施場所：アルカス SASEBO（長崎県佐世保市）

回収数（％)：来場者総数の285人のうち60人が回答（21％）

作成：連携 GP 事務局

◇短大フェス来場者アンケートの回答者の性別と年齢層（設問 1）

�来場者のうちアンケートに回答した方々の73％は女性

�来場者のうちアンケートに回答した方々の36％（21名）は60代以上の方々

�20代の人数が最も少ない

�高校生はアンケート回答者の約14％（ 8 名）を占めている
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図 1．アンケート回答者の性別（％）

図 2．アンケート回答者の年齢別人数と割合

４人
8人

2人
6人

9人 8人

21人

2人

図 3．短大フェスの情報源 図 4．学生のパフォーマンス/対応



◇短大フェスの情報源（設問 2− 1）

�「チラシ」、「高校/短大等の学校による案内」が約 3割ずつ占めている。特に「チラシ」効果は大きい。

�その他の回答に「ライフさせぼ（フリーペーパー）」を見て来たという来場者がみられた。来場者全体の6.7％

を占める割合であった。フリーペーパーを情報源とした来場者の年齢層は広い。

�「友人/知人から聞いた」と同時に「インターネット/ホームページを見て来た」と回答した来場者もいた。

なお、中学生以下の女子であった。

�60代以上の男性は、市民公開講座案内で知ったと回答している。

�保育園で「チラシ」が配布されたと女性（40代）は回答している。

◇学生のパフォーマンスや対応、短大フェス全体に対する評価など（設問 2 - 2 ， 2 - 3 ， 2 - 5 ＆設問 4）

�｢よくなかった」「あまりよくなかった」というマイナス評価はなかった。

�以下の表に、学生のパフォーマンスや対応について、「良かった」「かなり良かった」と回答した来場者がそ

の理由や感想を記入したものを性別と年代と合わせてまとめたものである。
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�学生の若さ

女性 60代以上 若者らしさが出ていて GOOD！

男性 60代以上 接客マナー、フレッシュ

女性 60代以上
孫が遠くにおりますので、同じ年代の方を拝見出来て楽しい時間を過ごせ

ました。感謝です。

女性 60代以上 声がきれい。肌や髪がきれいでした。

男性 40代 きれいな人が多かった。

�学生や教職員の短大フェスに対する取り組み姿勢に対する評価

性別不明 60代以上 一生懸命がんばっている姿に好感

女性 50代
各短大の学生さんたちが一生懸命で先生方と協力しており、微笑ましく思

いました。

女性 40代 よくがんばられたと思います。

女性 30代
関係者の方々、お疲れさまでした。頑張っている姿を見ることができてよ

かったです。

女性 高校生 みなさん笑顔で元気いっぱいで、こちらも楽しませてもらいました！

�学生の来場者に対する応対等の評価

男性 60代以上 親切な応対、丁寧な説明

女性 60代以上 積極的に声かけをして、会場にとまどうことなく参加できた

男性 60代以上 大学の所在地名と大学名を言って下さいネ‼

女性 50代 お話を楽しくさせてもらいました。お勉強になる事もありました。

男性 40代 親切丁寧

女性 高校生 ひとつひとつ丁寧でした。笑顔がよかったです。

男性 高校生 あいさつなど大きな声でよかったと思います。

女性 中学生以下 笑顔で気持ちよく接してもらえた

�子ども連れのお母さん世代の評価

女性 30代 子ども向けで楽しめました。 1歳 5 カ月の子と来ていたので。

女性 30代 丁寧に教えてもらえて子どもも喜んだ。
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�イベントホールのパフォーマンス評価

性別不明 60代以上 ファッションショーきれいだった

女性 60代以上 アイヌ、普段見られないショーが見られてよかった

女性 60代以上 ファッションショー

女性 60代以上 バルーンのデザインが好き

女性 40代 エレクトーン演奏、感動！泣きました。

女性 30代 ダンスをはじめ比較的スムーズに誘導

�司会・アナウンスの評価

女性 60代以上 落ち着いてアナウンスされて、演奏の技術の高さも分かりました。

�交流スクエアの実演の評価

男性 60代以上
ホットプレートは見るだけでは何か物足りない。せめて焼きながらの説明

を。味は良。

男性 60代以上 美味しく出来てた

女性 60代以上
久し振りにお若い方々の活躍に参加したり、おいしいものをいただき幸せ

でした。素敵な方に話がきけました（ツアコン）

女性 50代
アロママッサージをしていただきましたが、とても丁寧で気持ちよく対応

していただきました。

男性 40代 交流スクエアがよかった

女性 40代 茶道

女性 40代 やさしくおしえてもらった

女性 40代 長崎女子短大のアロマがとても良かった

女性 40代 ネイルアートをしたかったけど、予約でいっぱいで残念だった。

女性 年齢不明 質問に丁寧に答えてくれた

�短大フェス全体の内容についての評価

女性 60代以上 いろいろ変化があっておもしろかった

男性 60代以上 これから必要となるであろうものが多かった。

男性 50代 次回も楽しみにしています。

男性 40代 平素の学習成果を伝えてもらった

女性 30代 クオリティが高くて有料でもよいと思った

女性 30代 参加した子どもの職業教育にもなって良いと思う

�来場者の感想

女性 60代以上 初めてこのようなイベントに参加しました。とてもよかったです。

女性 60代以上 来てよかった

男性 60代以上 立派でした。

女性 60代以上 はじめてでしたが、佐世保の時に参加出来てよかったです。

女性 50代 大変よかったです‼

女性 40代 とても良かった。

女性 30代 楽しく過ごさせていただきました。

女性 30代 初めて来ましたが、楽しく見て参加することができました。

女性 30代 初めて来ましたが、楽しいです。

女性 高校生 たのしかったです！

男性 高校生 特になし

�短大フェスについてその他コメント・意見

女性 60代以上 ３年間あっていたとは知りませんでした。

女性 60代以上 宣伝不足。コミュニケーションを多く伝えてください。



◇印象に残ったプログラム（複数回答）（設問 2 - 4 ）

�アンケート調査の実施と回収方法

・交流スクエアの各ブースごとでアンケート調査の実施（各学校に調査回収方法を一任した）。

・イベントホール入口で来場者に手渡し、回収箱の場所を伝えていた。

・学生数名にアンケート調査を依頼した。

・来場者の来場時間、回答時間、回答場所、および調査員の名前や所属などは記録していない。

◇次回の短大フェスの開催場所/時期について（設問 2 - 5 ）

◇短大に入学するとしたとき、どの点を重視するか（複数回答）（設問 3）

�地域一般的な意見では、「免許・資格取得」を重視する傾向が高い。続いて、「卒業後の就職率」「講師陣の充

実」「カリキュラムの充実」「通学しやすさ」という回答が目立った。
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�その他

男性 50代 妻の教え子が出ています

男性 50代 長女が学生

図 5．短大フェスで印象に残ったパフォーマンスや出し物

男性 60代以上 近い所でしたら、また参加したい‼

男性 60代以上 地元

女性 60代以上 同じ時期が季節的にも良いと思います

性別不明 60代以上 次回もぜひ、この場所でお願いします

女性 50代 秋は行楽の季節なので、もう少し早いか遅いかがいいですね。

女性 40代 もう少し早い時期に



�「その他」短大選びに重視する点についての回答

◇その他、短期大学へのコメントなど
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図 6．入学する短大を決めるときに重視する点（％）

性別不明 60代以上 大体、全部重視したいです。

女性 60代以上 本人の個性にもよるのですが、基本は女性らしさです。

男性 60代以上 本人の意思

女性 50代 卒業後の支援

女性 60代以上 春も学校紹介をやって欲しいですね
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③ リーフレット制作

職業・キャリア教育の一環として学生たちが主体となるようリーフレットの制作活動に協力した。具体的には、

連携ステークホルダーの助言を受けて、学生と地域のステークホルダー（施設や企業、高校など）との交流経験

であるキャラバン隊および短大フェス（旧称：短大フェア）での学生の活動を振り返るとともに、地域で働く連

携校の卒業生にインタビューを行い、卒業生の短大での学びのあり方についての意見や成果を聴取し、「学生と地

域との対話」をテーマとしたリーフレットを完成させた。

タイトル：「短期大学から始まる未来のワタシ―短期大学卒業生へのインタビュー」

実施期間：平成26年 8 月〜 9月

参加学生人数： 7 短大14名（各短大から 2 名ずつ）

訪 問 先： 7 短大の卒業生の職場など

目 的：① 7 短大の職業・キャリア教育の成果（短大フェスと高校訪問キャラバン隊）と、職業・キャリア

教育（卒業生インタビュー）を地域のステークホルダーに紹介し、短期大学の職業・キャリア教

育に対する理解を深めてもらうこと

②学生が希望する職種に就いている OB・OGにインタビューすることで、その職種に対する理解を

深め、意欲をもって短期大学の 2年間を過ごすことができるようになること

③学生が編集に参加することで社会人基礎力を養うこと

内 容：各短大から 2 名ずつ卒業生の職場などを訪問しインタビューを行った。テーマは「学生と地域との

対話」として、卒業生たちから学びのあり方について学びに行った。インタビューを実施した学生

たちは内容を原稿化し、各担当教員の指導のもと、文章化を行った。各学校でまとまった原稿は、

香蘭女子短期大学が中心となってとりまとめ、リーフレット作成を主に担当した。香蘭女子短期大

学の学生のなかから編集アシスタントの公募を募り、数名を選出した。選出基準は、出版業界への

就職を希望している学生に絞られた。学生編集アシスタントたちは、各学校とのメールでのやり取

りを行い、原稿を集めた。また、印刷会社との打合せを行い、リーフレットが完成するまでの段取

りなどを学んでいる。さらに、リーフレットのデザインは学生が主体となって制作され、印刷会社

とのやり取りのなかで完成に至った。

成 果：学生たちが出版業界の仕事を体験することができた。先輩から話を聞くことで、学生たちの将来の

キャリア形成につながった。

本取り組みを通じて、学生たちに職業・キャリア教育の機会を与えることができた。また、学生たちが自分た

ちと同じ学校を出て、同じ分野を学んだ先輩たちが、社会でどのような活躍をしているのかを間近でみることが

でき、また、社会を生き抜く上でどのような心構えが必要であるかなど、様々なことを学ぶことができた。よっ

て、本取り組みを高く評価する。
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第 3章

短期大学

職業・キャリア教育フォーラム





地域の職業人養成と短期大学

―地域の未来を支える人を育てる教育を目指して―

日 時：平成26年 9 月22日（月）13：00〜16：50

場 所：佐賀商工ビル 7 F 大会議室

プログラム：開会挨拶 佐賀女子短期大学学長 南里 悦史 氏

祝辞 衆議院議員 岩田 和親 氏

講演①「短期大学の現状について」

文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐 君塚 剛 氏

講演②「短期大学におけるキャリア教育〜学生の自己効力感形成〜」

国際学院埼玉短期大学学長 大野 博之 氏

パネルディスカッション「職業・キャリア教育の実践・在り方について」

・話題提供およびコーディネーター 九州大学主幹教授 吉本 圭一 氏

・連携校の職業キャリア教育の実践報告 長崎女子短期大学教授 中澤 伸元 氏

長崎短期大学教授 陣内 敦 氏

福岡女子短期大学講師 中元 博明 氏

西九州大学短期大学部准教授 西岡 征子 氏

香蘭女子短期大学准教授 宮﨑 千草 氏

佐賀女子短期大学教授 夏目 朋之 氏

精華女子短期大学教授 芝木 儀夫 氏

・コメンテーター 鴻ノ巣保育園園長 武宮知織里 氏

江北町子ども応援課課長 山下 栄子 氏

㈱佐銀キャピタル＆コンサルティング 横尾 敏史 氏

閉会挨拶 西九州大学短期大学部学長 福元 裕二 氏

フォーラムの記録

藪：只今より平成24年度に採択されました大学間連携 GP 事業職業・キャリア教育フォーラム「地域の職業人養

成と短期大学―地域の未来を支える人を育てる教育を目指して―」を始めさせていただきます。本日の進行を務

めますのは、私、佐賀女子短期大学の藪でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

開会にあたりまして、当連携事業の代表校・佐賀女子短期大学の南里悦史学長より一言ご挨拶申し上げます。

南里：皆さんこんにちは。只今ご紹介に与りました、佐賀女子短期大学の学長の南里でございます。本日は代表

校としてご挨拶を申し上げたいと思います。実は、本フォーラムは 2 回目の試みでございまして、初回は台風で

流れてしまいました。今回も台風の心配をしておりましたけれども、まだ来ないようで、ただ、この会が全国に

嵐を巻き起こすような、発信ができるような会になっていけばと念じております。

本日は、文科省から君塚課長補佐、国際学院埼玉短期大学の大野先生、それから話題提供等々を含めて九州大

学の吉本教授、それから事例報告など 7短期大学の先生方、本当にお忙しいなか、本日ご参集いただきまして、

心より御礼申し上げます。

短期大学の抱える課題について議論をするわけでございますが、いまや短大は、 4大と専門学校の間にあって、

その厳しい状況を分析する段階ではなく、それに対してどのような積極的対応策を考えていくのかが、本当に求

められている段階だろうと思います。短期高等教育といって、地域、日本型コミュニティカレッジの議論、さら

には短大が免許や資格取得のための専門学校ではないこと、あるいは短大の特長を伸ばしていくといった様々な
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議論を、今後も繰り返されていかなければいけません。まさしく現段階の短大の議論はですね、「短大はどうある

べきか」ここから始まってきてると感じております。

どうぞ今日は新しい情報から、様々な実践の情報を含めて素晴らしいお話があろうと思います。最後まで内容

をじっくりとお聞きいただければと思います。どうもありがとうございました。

藪：それでは、当地佐賀県選出の衆議院議員で、この 5 月に再発足されました短期大学振興議員連盟のメンバー

でもいらっしゃいます岩田和親様よりご祝辞を頂戴いたしたいと存じます。岩田議員よろしくお願いいたします。

岩田：改めまして皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、ご当地佐賀県から選出をされております衆議院

議員の岩田和親と申します。本日は「地域の職業人養成と短期大学」と銘打ってのフォーラム、ご盛会まことに

おめでとうございます。大変お忙しいなかではあったかと思いますけれども、講師、コメンテーターの皆さま、そ

して短大関係の皆さまのご参加、大変意義がある会ということで、皆さまに心から敬意を表す次第でございます。

今、ご紹介をいただきましたけれども、私も短期大学を応援をする議員連盟のメンバーの 1 人でございまして、

短大の未来のあるべき姿、これを一緒になって勉強させていただいております。その関係から今日はご挨拶の機

会をいただきました。最初から余談のようなもので恐縮ですが、私個人と短大との関係を少し申し上げさせてい

ただきたいと思います。私は佐賀の地にずっと暮らしており、地域おこしのひとつとして佐賀市でちょうど夏に

「佐賀城下栄の国まつり」というお祭りがあり、その一環でよさこいのイベントがあります。その運営責任者を私

は10年間務めております。このボランティアを市内の短大にお願いに伺いました。そのなかでボランティアに参

加をすることが、学生さんにとっての単位取得のひとつにもなるといった話も初めて伺いました。またボラン

ティア参加を快くご協力をいただいたわけでございます。こちらも人手が少ないなかで十分な指示や、お願いが

行き届かなかったりもいたしますけれども、柔軟に学生さんに対応していただいたり、もしくはその他の地域の

ボランティアの方々（年上の社会人の方）と協力をして取り組んでいただいて、大変スムーズな運営になりまし

た。大変助かったわけであります。今から思えばこういった実地での経験、社会のなかに入り込んでの経験とい

うことも、学生さんにとって少しは役に立ったのかなと、そう思っておるところでございます。

また、私は県議会議員を衆議員になる前はやっており、あちこち地域の行事にも行きました。ある地域の短大

の女子寮と地域の皆さんが、一緒に餅つきをするイベントにもよく行っておりました。こういった取り組みもま

さに、地域との垣根が低い、短大と地域が非常に密接したひとつの証ではないかと思っております。

さて、今日の本題にも関わりあることで皆さまには言わずもがなな話であろうとは思いますが、短期大学、特

に地域において大変重要な役割を担っていただいてきたことは、言うまでもございません。地域の、まさに専門

的な教育と、そしてまた教養、人間力と申し上げても良いかもしれませんが、総合的な教育をしていただいてい

た、そういう役割。また地域に多くの人材を輩出していただいた役割、これはそれぞれの地元の子どもさんが入

学をしていただき、そしてまた地元に就職をしていただく、その数字が高いという点からもはっきり言えること

だろうと思います。一方で、このように頑張ってきていただいた皆さんの役割が、今の時代の大きな変化のなか

で、非常に大きな課題にぶつかっていることも、厳しい現実だろうと思っております。あえてショッキングな言

葉を使うとすれば、まさに存在意義が問われている、そのくらいの思いで今、在り方を考えなければならない時

期であると思います。

人口減少のあおり、それは社会の様々なところで、この課題にぶつかっているわけですが、まさに教育関係、

特に短期大学は、その影響を一番直接的に受けているのかもしれません。大学ももちろん大変かもしれませんが、

学生の数が減ってないという統計もございます。短大の場合は、学生数、また学校数が減少を辿っている。どち

らが後先というのはともかくとして、そういった実態でございます。そしてまた専門学校、専修学校との差別化

というものが十分に社会に認知されていないことも、厳しい現実だろうと思います。

政治的な話をして恐縮ではございますけれども、最近の様々な教育再生の議論のなかでも、専門学校の方々と

いうのは、大変陳情活動というか、熱心でもございまして、そういったなかでぜひ皆さまにも頑張っていただい
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て、この短期大学の在り方というものを再構築をしていただきたいと、私は期待をしているところでございます。

折しも今、地方創生という看板を掲げまして私たちの政府与党では、地方をとにかく元気にしていこう、立て

直していこうと、そういう動きもございます。もちろん経済をしっかりと再生することを目指しておりますが、

ややもすれば私たちの故郷がなくなってしまうという危機的な状況のなかで、地域の在り方を見直しております。

そのなかではやはり地域を支えていただく人材が不可欠でございます。それぞれの地域で生まれ育ち、学校に

行って、そして就職をしていく。そういう選択肢をしっかりと確保して、地域のために頑張っていただきたいわ

けでございます。是非とも皆さまには今日のフォーラム、またこのような地域の短大の皆さんが連携をしてその

ような未来を作っていく、こういった取り組みに心から期待をしているところでございます。是非頑張っていた

だきたいと、お願いいたします。私も短期大学の未来のために、しっかりと頑張っていきたい、その決意を申し

上げさせていただきまして、本日のお祝いの言葉とさせていただきます。本日はまことにおめでとうございます。

藪：岩田議員、ありがとうございました。

【講演①】「短期大学の現状について」

藪：それでは、最初にご講演いただきますのは、文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐の君塚剛様でござい

ます。君塚様は1996年より文部科学省において私学行政課、専門教育課、国立大学法人支援課、大学振興課教員

養成企画室長補佐等々を歴任され、この 4 月より現職についておられます。2008年度〜2010年度の 3年間は群馬

大学で総務課長についておられ、文科省の高等教育行政のみならず、大学事務の現場にも精通しておられるとと

もに、先日審議が終了いたしました中央教育審議会大学分科会大学教育部会における短期大学ワーキンググルー

プ（以下、短大WGと省略）の報告書作成にも、中心的に関わられたと伺っております。現在の短大行政の最前

線に立っておられる君塚様から、本日は「短期大学教育の現状について」と題してお話いただきます。それでは

君塚様よろしくお願いいたします。

君塚：皆さま、どうもこんにちは。過分なご紹介をいただきました、文部科学省大学振興課の君塚でございます。

ご紹介の通り、この 4 月から短期大学を担当することになりまして、まさに中央教育審議会の審議・決定が進ん

でいるなかで、新幹線に飛び乗るようなかたちで、議論等に参加させていただいたわけでございます。高等教育

全体に関するお話を若干させていただきますと、近年、大学・短期大学に対して、大学もしくは高等教育の関係

者以外から、多様な要望・期待が寄せられているのが昨今の状況であり、特に産業界等から大学・短期大学に対

する注文が非常に多いと同時に、期待も大きいと非常に感じます。それは日本の社会構造が変わってきて、例え

ば企業における終身雇用の崩壊ですとか、様々な要因があるのですけれども、そのなかでわが国の高等教育機関

である大学、短期高等教育機関としての短期大学の位置付けが、ますます重要になってくると感じているところ

でございます。

今日は 3つの視点でお話させていただきます。

（ 1．高等教育に関する政府の議論）

最初に政府全体の議論を簡単にさせていただきます。これ（図 1）は下村大臣が経済財政諮問会議で行ったプ

レゼンの資料の一部をとったもので、今の大きな高等教育行政における課題として、教育の質の向上に関するも

のがあります。もうひとつは公的負担の問題で、教育費、学生に対する支援の問題、この 2本柱が大きなものに

なっております。特に大学教育、短期大学教育の質を向上させることについては、先ほど申し上げた通り、大学・

短期大学関係者以外の産業界や地域社会の人からの要望が高い。端的に言うと優秀な人材を輩出して欲しいとい

うことです。そういったことが、ここ 10年位非常に高まってきています。教育の質の向上のなかで、短期大学も

含む大学教育における基本的な教育の抜本的な向上について、兎角これまで日本の教育が、いわゆる先生に教え

てもらうという教育形態が続いていましたが、そうではなくまず学生を徹底的に鍛えて卒業させようと、（平成）
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24年の 8 月に「学士課程の質的転換」が中教審の答申で出されました。要は日本の学生にもっと勉強させようと

いうことも含めて、また教育のやり方の転換をやりましょうといったことです。ここにある通り、英語による授

業（留学生対策）、アクティブラーニングによるリベラルアーツ教育の充実、学習成果の可視化、このあたりは実

は 4年制大学よりも短期大学の方が積極的に取り入れていただいたと、短大WGの中で話がありました。このよ

うに教育の質を向上させることを、各高等教育機関に求めていくことが、実は一番重要な政策課題になっており

ます。そのために支援スキームをどうするか、グローバル人材の育成、イノベーション人材の育成等、教育再生

実行会議のご提言をいただいたところで機能を強化するということです。また、国立大学が直接この国の施策に

関わりますので、その改革。あと今回通常国会で学校教育法の一部改正を国会で通していただきました。学校の

管理運営面を充実させることによって、ガバナンスの改革を促進し、最終的には教育と研究の質を向上させると

いうスキームでございます。

もうひとつは学生支援です。教育費への公的投資を増やすべきではないかという声は大きいわけでございます。

言わずもがなですが、わが国の高等教育の家計負担が大きいという課題をどう解決していくべきか。学生が経済

的な事情のみを以て、就学を断念する事態をできるだけ少なくすることが、喫緊の課題でございます。そのため

に奨学金の充実や授業料免除の拡大を文部科学省の施策として、各大学等にお願いしていますし、将来的には給

付型の奨学金の検討を進めているところでございます。高等教育段階に進むと、相当家計の負担が大きいことは、

実感としてもそうですし、実際にデータとしてもそうなっています（図 1右下）。いずれにしても学生の支援体制

や高等教育への公的投資をどうやって充実させていくかということは、非常に大きな課題になっていて、我々も

引き続き積極的に取り組んでまいりたいと思っています。

（ 2．短期大学の教育の現状とデータからみる特徴）

これから短期大学の話に入りますが、先ほど岩田先生の話にもあったものをグラフ化したものです（図 2）。こ

れが実際の短期大学の規模の推移でございます。冒頭の私の紹介の通り、平成 8年から私学行政法人係で、実際

に設置認可行政を担当しました。平成 8年が一番高いところで、これが短期大学の規模的なピークで学校数が

598校、学生数は53万人。これからいわゆる短期大学の規模が下がっていきます。やはり女性の積極的な社会進

出によって、女性が高学歴化を望んできているということ。これは大きな理由（要因）として否めないものです。

短期大学は、もともと女性に対する教育に非常に貢献されてきたわけでございます。その志願層のかなりの部分

が 4年制大学の方に移ってきていることも、特に平成 8年以降起こってきました。実際に学校の数が減っている

ことのほとんどは、短期大学がなくなったというよりは、短期大学を 4年制大学に改組・転換しているという動

きが非常に大きな流れとしてあり、結果として学校数の減少となりました。結局、 4年制大学の数と短期大学の
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数の逆転現象が起きています。

このような流れにより、志願者と入学定員の充足率を見ると、特に平成10年以降に規模的には学生数も少なく

なってきてる状況です。実際に学生の分野等を見た時にどういった現象が起きているかというと、（図 3の）左の

方はいわゆる人文・社会・教養で、どちらかというと学問を享受するような分野だと思いますが、右側の方はい

わゆる家政や教育、一番右は芸術となっています。ちょうど上の方から真ん中（〜Ｈ10）位までというのは、い

わゆる学問、教養系といわれるような人文・社会・教養系と、いわゆる職業資格を供与するような分野が拮抗し

てたわけですが、短期大学の規模が減少するとともに、人文・社会系の数が急速に少なくなってきています。た

だし教育系等はそれほど規模が変わっておりません。こういった傾向が出ていることは、先ほど申し上げた通り、

実際の 2年間の短期高等教育がどうあるべきか、その再構築が求められているのではないかと思っております。

短期高等教育機関は、私も必要だと思っておりますし、どうやって機能強化を図っていくかを、これからしっ

かり検討してまいりたいと思います。

次に、短期大学の自県内入学率について、都市圏は低いですけれども、概ね高い比率を示していて、短期大学

の入学者の多くが自県の高校から入学しているという傾向が全国的に見ても大きいことがわかります。これは短

大WGの時に色々な形で意見があり、検討されたところでございます。結論として後で申し上げますけれども、

短期大学のひとつのミッションとして地域密着型の教育と人材養成を行うことが、非常に大きな機能ではないか

ということを表しております。

短期大学卒業者の卒業後の状況を見ると、概ね就職率は短期大学、 4年制大学ほぼ同じくらいで充実していま

す。分野別に見ますと、医療福祉系が48.4％とかなりのウエイトを占めていますが、短大の卒業者はそれ以外に

も多様な職業についています。近年の傾向としては、こういう専門職業人養成の方が、短期大学としては大きな

ウエイトを占めていることを表しており、図 4において 4年制大学と比較すると、このような形（図 4）になり

ます。先ほど申し上げた通り、医療・教育系、短期大学が半数を占めています。 4年制大学は、あらゆる産業に

幅広く就職していることがわかります。この辺を捉えて、どうやって今後短期大学の在り方を議論するのかが課

題です。ひとつの特徴として、自県内就職率は、 4年制大学ではだいたい全国平均の 4割位ですけれども、短期

大学の場合、教養系は極めて特殊（ 8割 5 分）ですが、 6割、だいたい 7割以上を示していることがあります。

自県内高校から短大を経て、自県の企業や団体等に就職をするという特徴があり、地域の中での存在が活きてい

るということで、 4年制大学とは比率が全然違うことが、特に出口部分であると考えています。都道府県単位で

見ますと、やはり都市部は人の移動、流動性が激しいのですが、地方に行けば行くほど、短大生の自県内就職率

はだんだん高い比率を示しています。そのなかで短期大学の人材養成像をどう描いていくかということも非常に

重要なことでございます。
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（ 3．今後の短期大学の在り方について 「中央教育審議会短期大学WG」における検討状況）

短期大学を、今後どうするかということから、短期大学が今どういった位置付けなのかを、敢えて大学と短期

大学と高等専門学校の規則上の違いで見比べてみました（図 5）。短期大学は、「専門の学芸を教授し、職業又は

実際生活に必要な能力を育成する」ことが、学校教育法にも掲げられていますし、設置基準にも掲げられていま

す。大学は「専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養

するように適切に配慮しなければならない」となっております。どちらかというと規定上は職業教育をしっかり

やったり、実際生活に必要な能力を身に付けたりすることを、短期大学が学校教育法上で位置付けられています。

それ以外のところになりますと、非常に大学と準拠していて、学位の取れる短期高等教育機関が短期大学です。

単位制度等は 4年制大学と全く同じ制度を用いてますから、接続等についても容易と言うとちょっと言い過ぎで

すが、可能なシステムになっております。一方で高専は学年制である、そういった違いがある。学位を取るため

に、こういった制度上の位置付けをしています。特に教員の資格につきましては、実は大学と短期大学と高等専

門学校では、微妙に言い回しが違っている規程がございます。どちらかというと短期大学は、実務能力を有する

方にも専任教員になっていただけるような基準になっています。一方、 4年制大学は、研究業績が教員採用のメ

ルクマールとして使われることがありますが、短期大学もそういった傾向があり、それをどうやって教員組織と

して機能強化するかということも課題です。

このようなことも含めまして、短期大学の在り方をどうしていくかということについて、中央教育審議会で議

論する前に、「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」23年 1 月、中教審の答申が出まし

た。このなかでは、専門学校とどう住み分けをするかということが、短期大学にとって大きな論点となっていま

す。短大は「教養教育の上に立って、理論的な背景を持った分析的・批判的見地を備えた専門的知識・技能の修

得を目指すことが求められる」と。いわゆる専門的な能力も必要なんですけれども、一方で汎用的な、いわゆる

教養的な教育も短期大学教育はしっかりやっていくことを、機能としてしっかり充実させていくことによって、

職業人養成といいますか、人材の養成を行っていくことが、短期大学の特徴ではないかと思っておりますし、実

際、中央教育審議会の答申でもそういったことが提案されています。

同答申で、短期大学における教育は「具体的には、専門的な職業に必要な能力の育成と教養教育の調和のとれ

た職業教育の展開」、そのような「職業に必要な能力の育成」、後でも述べますけれども、「高等教育のファースト

ステージとしての役割」があげられています。短大は、高等学校を卒業して最初に通う高等教育機関というファー

ストステージで、例えばその後、多様な進路選択が可能になるようなステージとして、短期大学の位置付けをしっ

かり確立していくことが必要でないかと思っています。また「現代的ニーズにこたえる短期大学独自の職業教育

の提供」等の展開を「大学と異なる視点で充実策を検討していくことが必要である」と述べられています。本日
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のフォーラムのキャリア教育・職業教育の在り方について、これから色々な事例報告、議論等をいたしますが、

このような方向性にあることを改めて確認させていただきました。

いよいよ本題といいますか、短大WGの話に入ります。24年 8 月28日の答申のなかでも、短期大学について、

学士課程について、どのように再構築していくかなど検討したいということを、触れていただき、昨年12月に第

1回目の短大WGが開催され、計 8 回行われました。前半は、アメリカのコミュニティカレッジに関係していた

方のプレゼン、ディスカッション等事例報告をいただいて、後半の 4 回で実質的に短期大学の在り方について検

討を行いました。

基本的には法制として、まずわが国の短期大学の特徴は何であるかということをしっかり検証した上で、課題

を改めて整理しようということでまとめられました。わが国の短期大学の特長は、報告書第 1章以下、 6 点です。

1つ目は「学位が取得できる短期高等教育機関」であるということです。これはわが国における学位というもの

が、どれだけ社会に認知されているかが、高等教育機関全体の課題でもあります。しかし一方で、学位を取得で

きる短期高等教育機関は短期大学のみです。こういうものも含め、今後文部科学省における制度設計の委ねられ

るところもあるし、色々な検討のなかで、高等教育全体のなかでも考えるべきことですが、学位が取得できる短

期高等教育機関であるということは、まず特長のひとつに据え置くということでございます。これは 4年制大学

との接続や専攻科等を利用して学士を取得し、大学院へ進むとか、多様な選択が可能となるところに、さらにパ

ワーアップできるような施策をどう投じるかということに関わってくると思います。

2つ目は先ほどの「キャリア教育答申（平成23年 1 月31日）」にも出ています、職業としてのスキルを教育する

だけではなくて、「教養教育と専門教育のバランスのとれた」、これはかつての短期大学設置基準が、いわゆる一

般教育と専門教育とを分けていたところの歴史的経緯もありますが、いずれにしろ、職業に関する教育だけでな

く幅広い教育もしっかりできるカリキュラム構成になっていることが、短期大学の特長であります。

3つ目は「職業能力の育成する高等教育機関」ということです。先ほど申し上げました通り、専門職業人を養

成することと合わせて、汎用的な職業能力を育成していることも、短期大学教育の特長です。

4つ目は、短期大学関係者は胸を張って強調できると思いますが、「小規模できめ細かい教育」を行っているこ

とです。私も色々な高等教育機関の担当をやってきたわけですが、 4年制大学の多くを占める社会科学系の学部

はどうしても規模が大きく、最近少なくはなりましたけれども、100人規模の授業を行うこと等あります。しかし、

短期大学は少人数教育、加えて担任制を敷いたり、教育課程とそれ以外の活動をリンクさせ人材養成を行ったり

と、各短期大学がそれぞれ特色を持って、ひとりひとりの学生に対してきめ細やかな教育を行っています。冒頭

で教育の質的転換を図らなければならないと申し上げたことは、まさに高等教育段階においても、学生に応じた

教育をできるだけしっかり行って、人材として鍛え上げて卒業させましょうという大きな課題ということです。

短期大学は、そういう意味では、 4年制大学よりも先んじているのではないかと思います。

5つ目は「アクセスしやすい身近な高等教育機関」です。高等教育機関は、 4年制大学の数が増えている一方

で多様化しています。先ほど申し上げた通り、経済的な理由でどうしても 4年制大学に行けない人もいますし、

東京、どちらかというと都市圏に偏っているという立地条件等もあります。そういうなかで高等教育機関に就学

する機会を幅広く提供すること、わが国の人材養成機能として非常に重要なことでございます。その点について、

短期大学がアクセスしやすいということは、地元にあるということ、期間が 2年間と短く、学費も 4年制大学に

比べると低額であることがあります。そのなかで短期大学が、高等教育機関の機能のひとつとしてしっかり充実

することは、改めて必要ではないかということでございます。

最後になりますが、設置認可制度や認証評価を受けるというような一定の質保証が制度として担保されている

点です。アメリカにおいて大学というものは、色々な質の機関が混在しており、そのなかで優れた大学、非常に

ビジネスライクな経営をやっているような大学、色々あります。日本の大学・短期大学は、設置認可や認証評価

制度によって一定限の質は確保されているという特長があります。専修学校は都道府県で認可するような形に
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なっており、その辺のところの違いがあります。

一方で課題は、先ほど申し上げた通り、学生の志願の状況等がどちらかというと 4年制大学志向であったり、

職業教育だと専修学校に行くという選択肢があったりします。やはり時代の要求、ニーズは変わってきていて、

それに対応した検討の必要性ということが課題としてあります。どうしても関係者だけが集まると、設置者側の

視点から議論する傾向が出てしまいます。そうではなくて学生のニーズや社会の要求に対する検討が必要です。

また、専門学校と大学の間で短期大学はどういう位置付け・機能なのか、明確化すること。地域の基盤となるよ

うな人材養成、地域密着型の教育を行うために、地域のステークホルダー、自治体や産業界、地域コミュニティ

との連携によって中核的な機能を確立することが、地域密着型の高等教育機関としては必要ではないかというこ

と。先ほど述べた通り、学生支援の充実。先ほど設置基準における教員の資格要件を挙げてましたけれども、教

職員の質・資質と能力の向上というものがどうあるべきかということ。

これらの課題から短期大学における当面の機能別振興方策を打ち出しております（図 6）。 4つの機能別分化

を行い、短期大学の当面の推進方策として掲げました。 1つ目が、「専門職業人材の養成機能」、幼稚園教諭、看

護師、栄養士、保育士、その他の専門職業人の人材養成機能をしっかり発揮していただくと。

2つ目は「地域コミュニティの基盤となる人材養成機能」で、地元と、地域と一体となって、その地域に必要

な人材をしっかり養成していくということ。これによって、地域の基盤を支えていけるような機関として充実を

図ること。

3つ目は「知識基盤社会に対応した教養的素養を有する人材養成機能」で、先ほどの教養系をどうするかとい

う点とも関係があります。例えば 4年制大学との接続をもっと強化するとか、多様な進路選択肢を提供すること、

そういう機能を充実させることによって、いわゆる専門職業人、職業人養成だけではなくて、実際に知識基盤社

会に対応した教養的素養を有する人材養成機能も充実すること。

4つ目は非学位課程も含めて、「生涯学習」機能をしっかり充実させていくことです。特に女性の有資格者、例

えば保育士や看護師の方で、育児等で離職した人の再教育を、短期大学でもどのように受け入れていくかという

ことも検討していくべきであり、充実させていくべきではないかという意見も委員のなかからございました。い

ずれにしてもそういった社会人の学び直しをどうやっていくか。これは、実は 4年制大学も合わせて25歳以上の

学生が 2 ％しかいないという、わが国の高等教育におけるある種の課題をどうやって突破するかという非常に大

きな問題と関わりますが、それは短期大学だけでなく文部科学省、ひいては行政全体としてどうやって強化する

かというのは大きな課題であると考えております。

この 4つの機能ですけれども、各短期大学がどれかを選択するということではなくて、各短期大学のそれぞれ

の学科や教育プログラムの機能に合わせて充実させていくことが目的であり、短期大学そのものを 4つのカテゴ
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リーに峻別することではないことを、誤解していただかないようにしていくのが、必要であるとも思います。い

ずれにしろこういう機能をどうやって強化するかということで、文科省としても支援策を講じていきます。 1つ

目は、「専門職業人材を輩出する短期大学の支援」というものを行っていくこと。 2つ目は「地方創生のリード役

となる短期大学の支援」を行うこと、3つ目はいわゆる接続教育についてであり、「大学に進学することを前提と

したファーストステージ教育を行う短期大学の支援」を行うこと。学生の弾力化の話があって、特に高等教育段

階について、高専とか、専門学校、短期大学、大学の接続機能をさらに強化するというものが、教育再生実行会

議の第五次提言の中に含まれております。そのなかで特に短期大学につきましては先ほど述べた通り、日本では、

4年制大学への接続教育が非常に大きな割合を占めているわけですから、このような機能を充実させていくこと

も、国としてしっかり支援をしていくスキームが必要ではないかと考えている次第です。

このようなご提議をいただいて、地方の創生ですとか、女性の活躍ですとか、高等教育の機会の確保を図るこ

とが必要であります。ただこれだけでは、短期大学の位置付けとしてはまだ議論すべき、検討すべきことが数多

くあります。例えばわが国における短期高等教育機関としての位置付けとかいう大きな話は、これからもしっか

り議論、検討して、構築していくことが必要ですし、中長期的な課題として整理されました。細かな制度面で言

いますと、例えば社会人や非学位課程を活用して、単位を累積し、最終的に学位に結び付けるシステムを、もう

ちょっと充実させるべきではないかといった単位の累積のこと。概ね当面の振興策というのを全面に出して、短

大WGは、この 8 月に一定の報告を出させていただいたところでございます。

そんななかで国として、どのような支援スキームが考えられるかということなんです。まず国交省を通じた大

学教育改革支援の 1つ目のメニューで、COC プログラムというものがあります。これを27年度新規に要求を出

させていただいているところでございます。基本的には一度 COC 事業を行って、新たな公募をするということ

でございますので、全ての短期大学、大学に応募資格があるわけでございます。基本的には 3つのスキームを用

意しております。 1つ目は新たなブランドを発掘するための貢献型。短期大学はどちらかというと 2 点目「地元

とどまり促進型」、まさに地域創生の 1丁目 1番地、地方の人口流出を食い止めるため、高等教育機関として機能

をしっかり強化していただくというもの。 3点目の地域コミュニティに必要な人材をしっかり養成していただく

ということについての支援を来年度以降も行っていきたいと、今財務省に概算要求しているところでございます。

こういった外部資金を取るのに労力等かかりますので、大変ではありますけれども、是非短期大学の皆さま方も、

まだ概算要求段階ですけれども、しっかりご検討いただければありがたいと思いますし、積極的な取り組みを我々

も期待したいと思います。

2 点目の理工系人材の方は、 4年制大学や短期大学がコンソーシアム等を組んで、しっかり理工系人材を養成

していこうというものでございます。理工系というのは別に技術者だけではなくて、例えばものづくり企業の経

営人材を養成する、そういうものも含まれておりますので、いわゆる工学系のものだけではないということをご

理解いただきたいと思います。やはり理工系人材をわが国はさらに充実させなければいけないということで、こ

ういうプログラムも新規で要求しています。

3点目は大学教育再生加速プログラム、APプログラムと言ってますけれども、今年度は内容が高大接続、カリ

キュラム改革、教育課程の改革でしたが、要求段階では、来年度ギャップイヤーというとかなり大きな試みになっ

てしまいますけれども、いわゆる正課外での教育活動、例えばボランティアですとか、インターンシップですと

か、そういうものを一定期間長期で行う、そういうものについて支援をするということを考えております。短期

大学は比較的、正課外での活動を色々されていますので、それを若干機能強化するということがあれば、こうい

う資金を使っていただいて、教育活動を展開していくということでございます。

4 点目に私学助成でございますけれども、今回は特に地域、地方にある大学・短期大学への支援スキームとい

うものを、新たに要求しているところでございます。

最後に、皆さんすでにご承知かと思いますけれども、高等教育制度のなかに、職業教育を行う高等教育機関が
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これから制度化されることが、教育再生実行会議の第五次提言で出されています。文部科学省の方で当面、この

スキームをどうするかという協力者会議を立ち上げることになっております。この制度化は、実はこれから構築

するものでございまして、色々な立場の人が色々なところで発言をされてますが、実際に中身が見えてくるのは

これからでございます。当然、専修学校・専門学校と短期大学と大学の職業教育の部分が、どのようにあるべき

かという議論が出て、短期大学関係者も非常に関係するような検討になるかと思います。いずれにしてもこうい

うようなスキームの中でも、先ほど言ったような短期大学の位置付けですとか、教育の在り方は引き続き議論が

続きますし、この職業教育機関をより良いものにしていくためにも、また蓄積的業務が必要になってくるという

ことでございます。

そういうことで、色々と雑駁な話になってしまいましたが、我々はひき続き短期大学の在り方についてもしっ

かり検討を進めつつ、私は特に短期大学の担当でございますので、しっかり支援をしていくこと、発展を支えて

いくことは重要だと思います。このような機会をいただきましたけれども、自由活発な検討するために、皆さま

方からもご批判なり、ご批評いただきたいと思いますし、我々もなるべくそういった機会を設けたいと思います。

以上でございます。どうもありがとうございました。

藪：どうもありがとうございました。特に一番最後のところは、質問が殺到するのではないかと思います。次の

大野先生の講演と合わせて、質疑は受けさせていただければと思っております。質問がおありの方は、今しばら

くお待ちいただければと思います。

【講演②】「短期大学におけるキャリア教育 〜学生の自己効力感形成〜」

藪：さて、次にご講演いただきますのは、国際学院埼玉短期大学学長の大野博之先生でございます。大野先生は

昭和61年に当短期大学に講師として赴任され、副学長、国際学院副理事長等を経られて、平成20年に学長に就任

されました。現在はこの学長職とともに、文科省の大学設置・学校法人審議会の特別委員、あるいは中央教育審

議会大学分科会の専門委員、日本私立短期大学協会の常任理事、また私どもが 7年に一度認証評価を受けており

ます、短期大学基準協会の理事等々、文科省、中教審、日短協、短大基準協会の様々な役職を兼ねておられる短

大経営者の若きリーダーでもいらっしゃいます。本日は「短期大学におけるキャリア教育〜学生の自己効力感形

成〜」をお話していただきます。それでは大野先生よろしくお願いいたします。

大野：先生方こんにちは。只今過分なご紹介にあずかりました、国際学院の大野でございます。九州は関東から

大変距離的にも近いですし、私は心理的にも近うございます。今回このようなご縁をいただきましたのは、安部

先生、中教審でもご一緒させていただきましたし、現在日短協の副会長、それから福元先生も基準協会の副理事

長で、今重要な案件の取りかかりについて本当に精力的にご活躍をされています。それから坂根先生は研修福祉

会の運営委員長で、ぜひ今度みなさん来ていただきたいのは、板東前審議官に、短大のことについて色々と熱く

語っていただけるのではないかと私も期待をしておりますので、乞うご期待でございます。先ほど藪先生からも

第五次提言の大事なところについての関心が多いのではないかということで、先生方の質問の時間が十分取れる

ように、少し手短に私の方は進めさせていただきたいと思います。ささやかな本学の取り組みということで、今

日はお聞きいただければと思っております。

今日一番先生方にお伝えしたいのは、自己効力感の形成、もしくはそれを高めるところのポイントです。様々

な仕掛けを作って、ただし仕掛けだけではダメで、そこに先生方や職員の方々が学生に色んな関わりをして、一

人一人の学生が、ここで自分でやればできる存在だということに、気づいていくということは、非常に、これは

後々のキャリア形成だけでなく、おそらく彼ら彼女らの人生にとっても非常に有益なことだと、私どもが信じて

やっているということでご理解をいただきたいと思います。我々教職員で、学生とともに合言葉としてよく使っ

ているのは「当たり前のことを当たり前にできる人になりましょう」ということで、言うのは簡単なんですけれ

ども、大人でも結構大変です。ただ、基礎基本をきちっと大切にしていくことが、後々の応用力だとか、様々な
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力につながっていくとを信じているということでございます。

それからこのスライド（図 7）についてはもちろんご存知の先生方も多いと思いますが、私は授業で学生に直

接見せています。試験前にみんな急いで勉強するものですから、勉強しても一夜漬けですぐ忘れてしまう。アメ

リカの研究所による、知識の定着するドラマチックな考え方でやりましょうということで見せます。「Lecture」

が 5 ％なんですね。どんなに先生方が一生懸命準備して、学生が一生懸命聞いても、半年すると定着しているの

は 5 ％しかない。以下、「Reading」「Audiovisual」「Demonstration」「Discussion」と上がっていきますが、90％

定着する夢のような方法は「Teach others」で、人に教えるとその知識は定着するんだと。だから学生のみなさ

んは試験前に慌ててやるのではく、今日習った授業はこんなだったと第三者に話すトレーニングをすると定着す

るから良いですよ、とすると、一生懸命ノートも取るようになりますし、説明がなかなかできないときに、「あれ

はどういう意味ですか」と質問に来る学生も増えてきました。アクティブラーニングのなかでも大切な概念だと

思っています。

さて、ここから宣伝がましくなるのですが、GP をいくつかいただいております。その GP は、学生の効力感を

育てる上で、大変役に立つ。というのも、学生の生活を見てみますと、家と大学と、時にはバイト、ボランティ

ア、サークル。そういった限られたところですが、以前の学生に比べて生活体験とか、色々な大人との付き合い

とか、社会との接点がかなり限られています。ですからそういったところを意識的に仕掛けて、学生がそこで力

を発揮して、もちろんうまくいくことばかりではないんですけれども、そういう失敗経験のなかから勉強する、

学ぶ。それからうまくいったときには、当然それが自信につながっていくこと。「五峯祭」幼児絵画展も二十数年

続けてますし、レシピコンテストをしたり、味彩コンテストというのもやってます。「五峯祭」は普通の大学祭で

はありますけれども、そういう意味づけ、位置付けを持って取り組んで GP をいただきました。

卒業研究発表会もそうでありまして、これは実は先生方が大変なんです。ご自身の専門科目のほかに卒業研究、

うちは全員必修としています。文科省からも歴々代々、こんな取り組みなのかと見に来ていただいています。早

めに入学が決まった指定校入試、AO入試等、一般入試以外で決まった子には高校在校中にも、発表会を是非見

に来てもらって、早い段階から目標を持たせるようにしております。

これも GP をいただきましたが、医学教育で取り上げられたチュートリアル、スモールグループによるディス

カッションです。これも先生方泣かせの授業です。毎年 FDをやっても必ず課題は消えません。何か解決すると、

必ず次の課題が出てきます。ただし、これを受けた学生の感想というのは、今までにない参加型の授業で、自分た

ちが作り上げた成果物が、形になってでていくことが、非常にやりがいにつながってるという話も聞いております。

それから昨今、学生が勉強しない、学力が低いとの話があります。これは、教え方にも問題があることのひと

つの例であります。テストする前、プレテストをすると成績はあまりよくない。ところが一生懸命勉強をしたあ
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と、テストをするとぐっと成績が良くなります。同じ問題でやってますから。こういうものを学生に見せると、

さっきの効力感じゃないですが、やればできるということを、学生が体現できますので、こういったことを可視

化することも心がけています。

これは本学の反省です。フードスペシャリストという認定資格がありますけれども、ただ学生に受けなさいと

だけ案内している時には（合格率）43％という惨憺たる成績でした。これはちょっといけない、受けなさいと言

うからには、どういうふうにやったら良いか等、もうちょっと手を入れましょうとやるといきなり合格率が上が

りました。これは学生のせいではなくて、我々が努力をしなければいけないというひとつの表れです。

さて、本学ではこの 4 月からキャリア教育という授業を必修化しました。もともと短大生は授業以外にたくさ

んのことやっています。可能な限り、それを単位化していこうというと、就職指導や進路指導、色々な呼び方が

ありますけれども、そのガイダンス等、ただ集まりなさいとやっていたものを全部授業化して、シラバス化して、

組織化しました。まだ今年が終わってみないとその成果は検証できませんけども、毎年毎年ブラッシュアップし

ていきたいと思っております。

それから、かつての高等教育で「保護者対象の○○」というものは、あまり考えられませんでしたが、最近は

ひとりの学生を取り巻く色々な人たちの力を全部集めて、たくさん支援しなければいけないという考え方から、

参加率はまださほどありませんけれども、保護者対象の説明会を開催しました。昨年行って、経験的に思うこと

は、親御さんも高等教育の世界を知らない方が結構います。そこで本学が預かっている学生が、どういう生活を

して、どういう学びをしてということを説明したり、今どういうところにいるかという説明をしたりすると、理

解をかなり深めてくれます。本来はそっから先、お父さんお母さんの力を借りて、サポートするところまで高め

たいというのがねらいなんですけれども、残念ながらまだそこまでは至っていません。ただ、やはり親と緊密な

連携を取ることは大切だと思っています。

また埼玉県では、希望するとハローワークが、それぞれの短大へ人を派遣して、細かい事も教えてくれます。

学生にとって良いことは、顔ぶれが変わることです。普段見ている先生やキャリアの担当の人ではない外部の人

が来て教えてくれるということも、学生にとっては刺激になっているようでございます。このハローワークの就

職支援、ジョブサポーターと言われています。出張相談で、これはかなり税金が使われていると思いますので、

使わない手はないということで、使わせていただいてます。他にも、色んなセミナーにも学生は参加して、一番

私どもが大事だなと思っているのは、マッチングなんですね。これはいろんな分野でも、よく早期離職の話が出

ますが、これはたいていマッチングの問題です。ですから、就職先の企業研究だとか、しっかりとマッチングを

重視するということを、繰り返し、繰り返し学生に話をしております。色々やっておりますが、人間の心がどう

動くかということは難しいですね。非常に難しいです。

キャリアノートブックは、学生が自分の学びを可視化できるようにということで、年々改良に改良を重ねて使

用しております。

これ（図 8）も授業で使っていて、学生に見せるんですけれども、効力感が大切なんだという話です。反対に

学習性無気力というものも有名な概念でございますけれども、知らず知らずのうちに、この無気力を学習して、

獲得していってしまう。そういった状況にある学生はなかなかキャリア形成というところまで行きつかないこと

から、なんとかして効力感を高めたいと思っています。総じて、先ほどの人口や学校数等の色々な変遷とともに、

高等教育に進む学生が多様化してきているという話があります。もちろん中には、最初から志している優秀な学

生もたくさんいますけれども、残念ながら高等学校の時に学びが十分でなくて、わかりやすくいうと成績があま

りふるわなくて、自分はあまり勉強好きじゃないんだ、得意じゃないんだというタイプの学生も少なからずいま

す。そういった学生を、この効力感で見ると、自分はどうせダメなんだというところからスタートしてるもので

すから、授業に参加するにしても、前向きさと言いますか、全然違うんですね。ですから一番根っこのところで

「やれば出来るんだ」と思ってもらうため、思わせるためにはどうしたら良いかということで、あの手この手を使
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うわけです。

この効力感というものは、なんか出来そうだとか、やれば出来るんだと、自分の中で思う心がどれだけ育って

いるかという話でございます。これが高い学生は、なんか大変そうだなと思っても、問題解決に向かって積極的

に取り組む傾向があります。また、諦めないで簡単に投げ出さない、ということもあります。それから様々な、

学生にとって嫌だなと抵抗があることについては、身体的なストレス反応だとか、もちろん精神的なものも含め

て色々出るわけですけれども、それについても出にくいとか、適切な対処行動がとれる。まさにそういった学生

にとっては魔法のようなパワーなわけです。

これには、いくつか源泉がありますが、その中でも最も大きいと言われているのは達成体験です。何かを成し

遂げた時に自分は出来るんだと効力感を獲得することから、スモールステップで学生が成長する、達成する。そ

れを可視化することを丹念にやります。我々日本人は無意識のうちに人と比較することをやっています。「誰々

さんよりも」という話をよく学生から聞きますが、比較対象は他者じゃなくて、過去の自分としなさい。過去の

自分とすると、サボっていなければ必ずプラスの変化をしているわけです。これは先生方が、細かなフィードバッ

クをすることによって学習達成感を味わうということになります。

あと、もうひとつ最近の知見、ペンシルベニア大のオープンスクールの心理学実験結果で、人のために時間を

使うと効力感が育つそうです。結論からお話すると、人のために時間を使うと、自分は出来る存在だと、自分の

高まりを感じる。実験内容は、ＡとＢに学生を分け、Ａの学生は人のためになることを一生懸命してもらう。例

えば病気の子どもに励ましの手紙を書くとか、高校生の作文を添削するとか、何か一定時間人のために頑張らせ

ます。Ｂのグループは、極端に言うと何もさせない、無駄なことさせます。ラテン語の本で「ｅ」がいくつある

か数えなさい等、意味のよくわからないことをさせます。終わってみると、人のためにやった人たちは、自己効

力感が高まって、何かを取り組むときに、精神的に自分はちょっと認められている存在だということで、プライ

ドを持って何かできるという研究報告であります。人のために時間を使うと効力感が高まることを、例えばボラ

ンティアだとか、色々な外部の人からフィードバックをいただくことが、とても大きな学生の力になっています。

以上、効力感の高い学生の特徴でございました。本学の進路状況ですけれども、効力感を高めたからということ

ではないんでしょうけれども、お陰で高い就職率を維持出来ているという現状です。

さて、もうおしまいにして質疑の時間にしてもらいたいと思いますけれども、行動経済学の最近の知見で、こ

んなことがわかったそうで、紹介させていただきます。経済学では長らく、人間は経済的に合理的に動くものと

みて、色々な事がされてました。しかし人間は矛盾していて、前頭前野ではロジカルなことをちゃんと考えます

けれども、脳幹の動物脳と言われている所では目先の利益を追求するんですね。これは脳の多重性の問題で本当

は役に立たないんだけれども、目先の誘惑に負けてしまう。今の短大生は、意外と誘惑が多いです。遊びも含め
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て。やらなきゃいけないとわかっていながら、勉強するよりも他のところに時間を使ってしまう。限られた時間

をどうやって効率的に、それぞれ彼らたちのために使ってもらうかということで考えたものが、社会貢献や人の

ために尽くす、何か頼られる、そういうことがあると初めて、自己中心的であった幼い考え方が、だんだん大人

になってきて変わっていくんですね。例えば保育士養成と幼稚園教諭養成の子は、自分は先生になんなきゃいけ

ないんだと思ったとたんに、行動変容する。それから栄養士養成でも、校外実習に行って頼られると、責任感を

感じてやるといったことで、やはり人から頼られる、期待されるということは非常に学生を成長させる。効力感

を高めるため、形成するためには大事だとも思っています。

以上、足早に説明をさせていただきましたけれども、ささやかな本学の取り組みということで、ご参考にして

いただければ、幸いでございます。ご清聴ありがとございました。

藪：大野先生どうもありがとうございました。質問ございましたら手を挙げていただけたらと思います。

川俣：福岡女子短期大学の川俣と申します。君塚様にお尋ねをしたいと思います。

今日は貴重なお話をありがとうございました。お話いただいたなかのファーストステージ教育という点で、短

期大学の高等教育としての役割ということで、以前から言われていたかと思います。このごろ、よくこれを聞き

ますが、大学に進学することを前提としたファーストステージ教育ということで、もう少し詳しく教えていただ

きたいなと思っています。短期大学のメリット、学生のメリット等、大学に進学することが前提、つまり編入と

いうことだと思います。それをこれから支援していくということですが、そのファーストステージの部分を少し

教えてください。よろしくお願いいたします。

君塚：ファーストステージがどういうものかというところは、実は結構議論になりました。結論から申しますと、

完全に確立したということでもありません。まず前提にファーストステージという言葉を使っているということ

があると思います。接続教育を充実させて、高等教育を多様化させるという大きな流れがある。そのなかで 4年

制大学へは編入学機能を充実・拡充するための取り組み。専攻科を使って学士をとるように、短期大学の 2年間

を終わって、セカンドステージに向かう機能強化を図るための短期大学の取り組み。こういったものを支援して

いこうということが今回のものでございます。具体的には、編入学の話、非学位課程、専攻科の充実や接続の関

係、 4年制大学と短期大学が連携して編入学システムをさらに構築する等ということです。もうひとつは、短期

大学を 2年間経て、一定期間働いた人が戻ってくるシステムですとか、そこから 4年制大学への編入ができるシ

ステム等なかなか難しいですけれども、そういうものも含めてやっていくということ。基本的には接続教育を

しっかり充実させることが、ファーストステージというそういう言葉を使っているところです。

川俣：ありがとうございました。

大野：君塚補佐に質問でございます。第五次提言の職業教育のところで、専修学校の動きが感じられるというこ

とで、短期大学関係者は一様に戸惑いという気持ちがいっぱいです。さっき見せていただいた概算要求の中に、

専修学校の学生で生活困窮している者に補助金を出す、という話があるんですね。これは機関補助なのか個人補

助なのか。機関補助だったらちょっと違うんじゃないかという話と、個人補助だったら、なんで専修学校だけな

んだという話でございます。

質問の主旨は、第五次提言によらず高等教育全般の中で、特に専修学校の色々な意味での動きがとても多いな

かで、今お話をさせていただいたような補助金の問題については、これは私学マターなんでしょうか。振興課と

してはどう捉えているのか、教えていただけたらありがたいと思います。

君塚：専修学校学生の補助金の話ですが、まず前提として、大学・短大に対する学生支援のあり方はこの 8 月に報

告がでて、それに（補助金を）充実させるというものがあります。そうなると、やっぱり専修学校についても経済

困窮学生について何らかの支援をするべきではないのかとの声があるのは事実だし、そういう政策も必要である

と。ただ補助金の話はこれからスキーム作りをやることになるので、大野先生のご指摘の通り、非常にいろんな

制約があるなかでフレームを設計しないといけないし、財源をどうするかという大きな問題もあるので、その具
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体化についてはこれから始まります。いずれにしろ、大野先生のご指摘についてもしっかり整理しないと、教育

支援スキームが機関補助と、直接支援とおかしな話になってしまうので、これから検討することになっています。

大野：ありがとうございました。

福元：色々参考になる話をありがとうございました。君塚様にご質問させていただきたいのですが、新しい職業

教育、第五次提言のものなんですけれども、文科省が認定する職業実践専門課程ができました。最初は新しい高

等教育機関について、大学も含めて考えるということだったのですが、結果的には専門学校のみということにな

りました。さっきの話では短大も大学も含めてというお話のように聞こえましたけれども、その辺はどうなのか

お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

君塚：どこの機関をどのようにするかという議論は後になると思います。まず新たな高等教育制度とはどういう

ものなのか、職業教育なのか、ということをまずしっかり構築しないといけない。まだ入り口段階です。例えば

専修学校の職業実践専門課程から移ってくるもの、状況によっては短期大学はそっちに転換するものが出て来た

り、 4年制大学も職業教育をやっていますから、そういうものが転換したり等、基本的には設置者が判断してと

いうことになるかと思います。そういうことも含めてしっかり検討していかなければいけない。さっき言ったよ

うに高等教育のシステムとして、設置システムや質保証システム、あるいは学位をどうするか等クリアしないと

いけないことが山積みで、今の段階ではこれから検討しますというところが本当の部分でございます。私も事務

局の一員として参画しているので、そこもよく整理したいと思います。以上です。

福元：ありがとうございました。

安部：貴重なお話ありがとうございました。長崎短期大学の安部でございます。君塚様にご質問したいと思いま

す。福元学長先生と似たような質問ですけれど、教育再生実行会議第五次提言の中で、「専門高校卒業者の進学機

会や社会人の学び直しの機会の拡大に資するため、国は、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関を制度化

する」とあります。この実践的な職業教育を行う新たな教育機関とは、今の私たちの感覚的に言いますと、専門

学校のことを言っているのではないかという流れの中で論議が進んでいるかと思います。実は、私どもの今回の

短大WGの審議のまとめの中には、短期大学の機能として専門職業人養成の機能をさらに充実させるというとこ

ろがきちんと書き込まれているんですね。そのなかで、新たに起こす実践的な職業教育を行う高等教育機関とい

うことについて、国はどう捉えているのか。先ほど、どこの機関がこの新たな職業機関として、現行の 4大、短

大、専門学校を転換させるかということを今後の課題とおっしゃたんですけれども、そのあたりの見通しは、短

大の性質にかかる一番重要なポイントだと思います。現状の見解で結構でございます。ご意見お聞かせいただけ

たらと思います。よろしくお願いいたします。

君塚：具体的な議論はこれからですけれども、ひとつの視点として、下村大臣がよく言っている言葉は、「高等教

育を受ける機会を拡大しないといけない」ということです。例えば専門高校からの入り口の話等ありましたけれ

ども、そういう職業教育高校から入学するような形の高等教育システムを拡充していくことも必要ではないかと。

当然、専門学校も一定は高等教育機関にもっていくべきではないかという議論があるのは事実です。一方で、や

はり高等教育システムの中に入れていくことについては、今まで大学・短期大学が取り組んできたことがありま

すので、そこをすり合せてと言いますか、制度設計の構築をしなければいけないということが、今大きな課題です。

職業教育を行う高等教育機関が、どうあるべきかという議論がないと、それは専門学校から転換するのか、短

大から転換するのか、大学から転換するのかの議論をしても、空論になってしまいます。まずは新たなシステム

をどのようなものにするかという議論をしっかり行って、その後に専門学校から転換するのか等の話がでてくる

かと思います。実際に専門学校で職業教育実践課程は学校数でいうと、300程が認定されています。それが全部

転換するとなると、機能がマヒしてしまいます。まず新たなシステムの構築をしっかり検討して、結果どうする

かの議論になるかと思います。以上です。

藪：どうもありがとうございました。まだまだ質問がおありの先生もいらっしゃるかと思いますが、予定の時間
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をかなり過ぎております。前半の部分はこの辺でいったん閉めさていただきたいと思います。

【パネルディスカッション】「職業・キャリア教育の在り方について」

藪：後半のパネルディスカッション「職業・キャリア教育の実践・在り方について」に入らせていただきたいと

思います。このパネルディスカッションでは九州大学主幹教授・吉本先生にコーディネーターをお願いし、これ

までに連携 GP の 7 短大が行ってきた職業・キャリア教育の実践事例についての発表、そしてそれぞれに関連す

る施設・行政・企業関係の方からのコメント、発表と関係する皆様のコメントをもとに短期大学の職業・キャリ

ア教育についてご議論いただきたいと思っております。吉本先生には10年以上にわたりまして、私ども連携校が

加盟しております短期大学コンソーシアム九州による調査研究へ共に深く関わってきていただいております。実

は前半の一番最後のところで議論が白熱いたしました職業実践専門課程の創設にも深く関わられた先生でいらっ

しゃいます。まずは話題提供として、そのあたりのお話も聞かせていただきながら、そのあとに各短大からの発

表に移りたいと存じます。それでは吉本先生よろしくお願いいたします。

吉本：実は先週 1週間台北におりまして、また台風に追われながら 1日早く切り上げて帰ってきました。私は

色々とアウェイで生活をすることが多い人間だと思うのですが、台湾の労働省に何の因果か呼ばれ、職業能力、

オペレーショナル・コンピテンシーというものを議論する国際会議をやるので、基調講演してほしいと言われま

した。全くアウェイもいいところで慌てて厚生労働省のやっていることを勉強しました。大きな流れとしてはク

オリフィケーション資格・学位証明書クオリフィケーションズという言葉が、教育の世界と労働の世界をだんだ

ん繋ぐようになってきている。ここに厚生労働省なりに一生懸命歩み寄ろうとしている。もしくは文科省なりに

歩み寄ろうとしている。その結果がいかに、本当に歩み寄っているかどうかということは皆で検証しないといけ

ないテーマだろうと思っています。

さて、職業教育・キャリア教育とは何かということで、 7短大の事例より、国家資格に関わった部分の卓越し

た職業・キャリア教育。それから一般就職型のもので、卓越した皆さんの職業・キャリア教育、これをどう議論

するかなかなか難しいんですけれども、それを考えながら色々な事例を見ていただき、また、今回大切なのはコ

メンテーターとしてステークホルダーの皆さんにコメントをいただくと。非常にいい機会だと思いますので、私

は何もしゃべらずにこの辺にして、後半のほうにちょっと言いたいことを述べたいと思います。

前半が幼児教育保育等の国家資格云々、食物栄養も含めて。それから後半が、一般就職に関わるようなテーマ

になってくるかと思います。それでは全員を今紹介するわけにはいきませんのでお一方ずつ紹介させていただき

ます。まずトップバッターは長崎女子短大から幼児教育学科、中澤先生からお願いします。テーマは「歌表現を

通して感動力を培う」、よろしくお願いいたします。

中澤：皆さんこんにちは。中澤でございます。よろしくお願いします。

早速事例報告をさせていただきたいんですけれども、先ほど大野先生からやればできるんだというお話があり

ましたので、最初に、うちの学生たちのモチベーションをあげるための事例の実演をさせていただいてよろしい

でしょうか。中村先生です。

中村：中村でございます。よろしくお願いいたします。（以下、実演）

中澤：子どもだと思って聞いていてください。はい。こっち向いてください。

中村：はい。

中澤：はいよい。はい拳握って。せーの。

中村：できる。できる。できる。

中澤： 1回目は自分にできると言い聞かせます。 2 回目は仲間に言い聞かせます。 3回目は宇宙に向かってとい

うことで、子どもたちに教えています。 7大気というのをやっているんですが、まずエネルギーを得るために、

はい勇気吸って。
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中村：勇気吸った。

中澤：はい元気吸って。

中村：元気吸った。

中澤：はいやる気吸って。

中村：やる気吸った。

中澤：本気吸って。

中村：本気吸った。

中澤：というふうにエネルギーを入れていきます。エネルギーが入ったなと思ったところで、勇気あるかい。

中村：勇気あるよ。

中澤：元気あるかい。

中村：元気あるよ。

中澤：その気になってきたかい。

中村：その気になってきたよ。

中澤：顔を見ながら、表情を見ながら進めていきます。 7大気というのは 7つの気のことで、勇気・元気・和気・

根気・本気・やる気・その気。7大気とできるという歌をオリジナルで作って、学生や一般社会にも教え広めてい

ます。ありがとうございました。

中村：失礼いたします。

（以上、実演）

中澤：それでは進めさせていただきます。長崎女子短期大学幼児学科の学生たちは、全国の地元新聞社の事業で

あります、「子どもクリスマス大会」の長崎のステージに10年間出演させていただいています。子どもクリスマス

大会とは、地元の子どもたちが誰でも応募できます。抽選により、約4,000人の親子が参加できるということです。

私たちの仕事は歌・表現・踊り、それから手作り、学生が作った手作り歌などをミュージカルにして発表してい

ます。会場の子どもたちと楽しむわけですが、参加応募が多すぎまして、当選に外れた親子が空き席がないかと

思って待ってくれています。クリスマス大会の役回りのひとつにお土産づくりがあります。これはボランティア

の学生有志で行っています。大体4,000個作りますので大変です。

新聞社の評価としまして、おおまかな説明をするだけで学生同士が手順を決め、テキパキと行動していただけ

るので助かります、と言っていただいています。4,000個のプレゼントを会場に運ぶ、会場係が受付でプレゼント

の帽子を子どもに被せてあげる等も学生でします。会場の学生たちへの評価は、学生さんにまかせておくと自主

的に働いてくれる。迷子の子どもがいても幼児教育の学生さんだけあって流石に子ども扱いに慣れている。笑顔、

挨拶も気持ちよくポテンシャルの高さを感じます。と高い評価をいただいております。会場のブリックホールは

2,000席あります。朝と昼の 2 回公演ですので、先ほど言いましたように4,000人の親子が楽しむことができます。

学生たちは、このようななかなか体験できない夢のような舞台に立てるわけです。表現を通して、感動する力を

この場で体験できるわけですね。笑顔が苦手な子もいます。人前が苦手な子もいます。練習の時になかなかでき

なくて、泣いてしまう子もいます。でも、そんななかで励ましあったり、慰めあったりして友情が生まれていき

ます。そんな学生たちの姿を見ていると本当に感動いたします。本番では先ほど実演しましたことも、この時に

子どもたちと一緒にやります。子どもたちも大好きな合言葉、「できる、できる」、それから 7大気が大好きなん

ですね。子どもたちのできる、 7大気の声が会場一杯に響き渡ります。とにかく子どもパワーに圧倒されます。

子どもにもマイクを向けて歌っていただいたり、学生による手遊び歌を披露したり、会場の子たちと一緒にやっ

ています。学生たちのクリスマスソング演奏も行います。ステージが終わりまして、子どもも学生も大好きなハ

イタッチでお別れします。舞台の新聞社からの評価は、教育番組にもひけをとらない、全国的にも長崎は評価が

高いですよ。というありがたいお言葉をいただいています。
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本学は地域社会との触れ合いのなかで、学生が主体的な学習の仕方を身に付ける。心の働きを豊かにするため

の教育をしています。及び道徳的な意義や誠実さを養うことを目的とした情操教育を目指しています。学生たち

は常日頃からアクティブラーニングに興味・関心を持っていますので、地域の子育て支援、各種ボランティア活

動、卒業生の集い、学園祭などに積極的に参加し、取り組んでくれます。学生たちは無限の可能性を持っていま

す。21世紀の教育は、まず表現を通して「感する力」、つまり感動力を身に付ける、ということをしています。こ

のクリスマスの事業でも、学生たちは多くの刺激を得て、多くのことを学んでいます。これでかなり自信を付け

てくれています。ここで発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。

吉本：ありがとうございました。次は長崎短大陣内先生、専攻科の取り組みになっています。よろしくお願いい

たします。

陣内：長崎短期大学のセカンドステージであります専攻科保育専攻の発表をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。保育実践力向上のために、インターンシップをどのように取り組んでいるかということについて、

ご紹介させていただきたいと思います。

本専攻科は、平成20年地域の幼児教育・保育の発展・向上に寄与する人材育成を目的に新設をいたしました。

基礎となる学科は、保育学科保育専攻です。次にインターンシップのシステムについてご紹介させていただきま

す。幼稚園教諭二種免許状、ならびに保育士資格を活かしてのパートタイム就労となります。就労時間は専攻科

の授業開始時間、14時50分に間に合う14時までとしております。これは学外実習とは基本的に違いますので、実

習日誌ならびに指導案作成等の園からのご指導は必要ございません。これに関しては本専攻科内の授業の中で、

これに準ずる指導を行っております。こうした内容を事前に園の先生方にご理解をいただいてスタートさせてお

ります。

キャリア教育の指標を明確化するために本専攻科のディプロマポリシー、セメスター到達目標、および授業の

それぞれの到達目標の中で保育実践力向上の目標を設定しております。この中には保育者としての知性、それか

ら徳性、幼児理解、保育技能、問題解決能力、協働力、コミュニケーション能力、保育者としての資質、あるい

は研究能力、地域貢献への意識などを掲げております。次に教員の資質向上、現場経験の重視、こうした観点か

ら保育の体験内容の充実。そして体験時間の確保をしております。学生は毎日のインターンシップのなかで子ど

もたちの心身の発達過程を実感し、そして一年を通して園の保育活動を経験することができています。保育学科

保育専攻における学外実習計400時間、これにプラスしまして保育専攻科のインターンシップにおいて、約2,000

時間を経験することになります。

次に保育実践を中心としたカリキュラムとアクティブラーニングについて見ていきます。教職課程のカリキュ

ラムをベースにして、現在の保育職人に求められる専門的能力を強化しております。活発な学生からの質問、ディ

スカッション、問題提起、ロールプレイ。先ほど大野先生のお話にありましたティーチ・アザーズ。あるいは保

養所の現場視察。こういったものを取り入れながらアクティブラーニングを実現しております。

さらにインターンシップを支援する事業として保育実践特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、これは 2年間を通した授業

になりますけれども、こうした授業を設定して、この中で支援するとともに、保育実践向上のための PDCAサイ

クルが機能しております。

次は研究と実践の連動についてでございます。本専攻科は、認定専攻科として大学評価・学位授与機構へ学位

申請を行っております。この中で、四年制大学の卒業論文に相当する学修成果レポートを提出することが、義務

づけられております。こうしたなかで、インターンシップは研究の検証の場として有効となっております。

産学官の協働についてですが、保育園あるいは幼稚園からは、保育を語る場ができたと言っていただいており

ます。あるいは、佐世保市子ども未来部の方々からは、専攻科の学生の活動の様子を見て、子育て支援事業に対

する熱意、それから、保育技能について信頼を置いていただいている様子でございます。本専攻科は設置の目的

の中にある「保育向上への共同体」が、少しずつ実現しつつあるのかなと思っております。また、このような保
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育実践向上のためのカリキュラムに対する国からのご援助、そういったものを切にお願いしていきたいところで

ございます。

最後に専攻科の学修成果に関しましては、教職課程の中で義務づけられております履修カルテ、それから学生

へのアンケート、それから同窓会を設置しての、クロストークといったものをもとに、昨年度私と吉田准教授が

学内紀要を書きました。この中で確認できたことは、まず、保育の視点の深まりがあった、ということ。もう一

つは、学生達の生涯学習力が獲得されたのではないかと思っております。

以上、保育専攻科のインターンシップについてのご報告をさせていただきました。ありがとうございました。

吉本：続いて福岡女子短大中元先生にお願いいたします。

中元：福岡女子短期大学の中元と申します。

本学における特色ある職業・キャリア教育の実践報告をさせていただきます。本学におけるキャリア教育科目

は、基本的に本学におきまして、教養教育の一環、延長上にあると考えております。その上でキャリア教育を 2

つにわけております。本格的なキャリア教育科目としまして「キャリアプログラム」、「キャリア演習」という 2

つの科目を設けております。これは平成21年度より設置されたプログラムでして今年で 5年目になりますけれど

も、就職活動を円滑に進めるために必要となる知識や技能の習得を目的とした科目になっております。それ以前

は「社会人入門」という科目がございまして、今も継続して行っております。本学では教養教育を重視しており、

「社会人入門」は社会人として必要な幅広い教養を習得するための総合教養科目となっております。現在ではキャ

リア教育の補完的な授業をこちらでは行っております。

では、具体的な科目について説明させていただきますと、まずキャリアプログラムについてですが、全学科卒業

必修単位として 1年の後期に開講しております。これはキャリア支援課、および就職委員会が授業企画・運営に

関与しております。しかしながら、実施につきましては内容に応じて外部講師を招聘しており、就職活動に必要と

される基礎的な知識・技能習得を目的としております。具体的な内容につきましては以下の通りとなっております。

・ナビの登録、活用

・自己分析（履歴書、自己 PR の書き方）

・就活マナー

・進路研究

・リクルートファッション、メイク

次に「キャリア演習」ですが、これは卒業選択科目としており、1年の前期に開講しております。こちらはキャ

リアコンサルタント資格を有する非常勤の講師の先生におまかせするような形にしております。そして社会人に

必要とされる一般常識やビジネス実務の習得を目的として授業を開講しております。選択科目でございますけれ

ども、一般常識テスト、かなり基礎学力の向上が求められますので、なるべく学生へ受講するように進めている

科目でございます。

3つ目に社会人入門ですが、 1年前期から 2年後期まで 2年間を通して開講される全学科卒業必修科目でござ

います。社会人として必要とされる幅広い教養を習得するための総合教養科目です。①講演会テーマ「社会人と

しての基礎マナーを養う」②地域交流③特別企画：音楽鑑賞（音楽科）④学科企画（各学科）⑤健康・生活講座、

学友会集会（学生委員会）⑥就職ガイダンス（就職委員会）⑦講演会（同窓会）の 7つのテーマがあります。様々

な委員会、学科、同窓会等に、企画、運営に関与していただいております。そのなかのひとつが就職ガイダンス

で、主に就職委員会やキャリア支援課が担当しており、学生の意欲向上やキャリア科目の補充を目的としたもの

です。基本的にキャリア科目が 1年前期後期に集中しております。 2年生になるとなかなか就職意欲の向上を啓

発する機会がございませんので、 1年の前期や後期に開講する形になっております。 1年前期でも働くとはどう

いうことか等、キャリア支援課の利用方法についての簡単な説明をしております。

以上が本学で行われている職業・キャリア教育でございますが、かなり課題がございます。 1つ目は講義主体
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の授業展開となっており、自己分析やビジネスマナーについては、 1 回授業を聞いただけで学生さんが身に付け

られるものではございません。普段から実践すること、講師教員の指導が継続的に実施されることによって身に

付いていくものだと思われますけれども、現状では一斉授業しか行っておりません。それも数回だけしか行われ

ていませんので、学生にあまり定着しておりません。定着しない限りは教育をしているとは言えませんので、こ

れを何とかして改善していく必要があるかと思います。 2つ目に学生の職業観や人生観に対する教育、指導が必

要と思われますが、ここについてもなかなか手が付けられておりません。キャリア科目を受講する以前に自身の

職業観や人生観が定まっていないと、いくら授業を受けても耳に入っておりません。そういう学生は学修意欲が

低く、就職活動しなさいと私たちが指導しても、なかなか就職活動しませんし、就職先が決まらずに卒業してし

まうということもございます。近年はこういった学生さんが多くなっている傾向にございますので、キャリア教

育を行う以前のキャリアデザインにかかる部分の教育や指導が、必要ではないかと考えております。 3つ目とし

まして、本学における学科構成ですとか進路の多様性の問題があげられます。

本学は、4学科からなっております。比較的学科数の多い学校だと思いますが、大きくわけますと、文化コミュ

ニケーション学科、音楽科のような非専門職を志望するような学科と、食物栄養科、保育学科のように専門職を

志望に就職する学科の 2つにわけられます。そのなかでも非専門職型、専門職に就職する学生が多様になってき

ているため、授業内容がどうしても最大公約数的なものになってしまっているということです。実際に学生に身

に付けてもらいたい部分に関しては、なかなか授業内では得られることが少ないので、この状況では就職率の向

上やその後の離職率の低下には繋がっておりません。就職支援体制の充実が必要ではないかと考えております。

以上が本学における職業・キャリア教育の現状と課題についてです。ご清聴ありがとうございました。

吉本：皆さんしっかり時間を気にしていただいたので、余裕があります。今からコメントをいただくので、その

前に私がコメントしてはいけないだろうけれども、職業・キャリア教育ということで、特に中元さんの発表はた

だアクティブにやればということだけじゃなく、実際の教育課程のなかにある課題を具体的に論議していただき

ました。特に今、職業観、人生観が確実的でない学生がいるので、なかなか指導が大変だというようなことでし

たけれど、現場から見て、こういう教育の改善をどのように感じておられるのか、若干のコメントをいただけれ

ばと思います。

コメントには以上 3つの報告に関連する分野、保育園の関係者である鴻ノ巣保育園の園長・武宮知織里様にお

願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

武宮：皆様こんにちは。先生たちがたくさんいらっしゃるなかで、お話することは初めてですので、先生方のよ

うに饒舌にお話できませんけれども、現場のコメントとしてちょっと外れることも多いかと思いますけれども、

私が現場の園長として短大に求めることということで、少しお話ができたらと思います。

短大の専門課程を卒業した学生さんを一職業人として採用する、一保育園としてのコメントとなりますが、短

大に求めるもののなかにひとつだけ中元先生が言われるように、人材育成のような教養的なものをしっかり持っ

て、社会人になって欲しいということはとても強く願っています。それに関してはどの事業所、幼稚園の関係者

も強く願ってらっしゃることと思います。もうひとつ私たちが短大に求めているものでは、保育の現場は専門的

なものですから、基礎的な保育についての知識を習得して、保育現場に保育士や幼稚園教諭として立ってくださっ

ています。しかし、実際には 4 月の時点で一担任として子どもの前に立つ時は、 1年目であれ 2年目であれ 3年

目であれということは、関係なくなってきます。自分の目の前にいる子どもたちやその保護者と向き合うことは、

どの職員にとっても、それは一対一の関わりというところであります。新人、ベテランの差が、若干ふつうの職

場からすると特殊かなと思いますけれども、自分の目の前に立つ子どもたちのケース、問題がひとつとして同じ

ものがないんですね。家庭的な背景、色々な問題を抱えたりと、子どもさんたち、保護者の方々との関わりとい

うのが全くひとつとして同じものがありませんので、どの職員も苦悩しながらどうやればいいのかなと問題点を

多く持って保育に携わってます。その点では、保育園は若い職員ばかりではなく、20歳くらいから上は60代くら
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いまでの職員も抱えてますので、世代的な考え方、養成学校で学んできたことも違ってきますが、目の前にいる

子どもたちは一緒ですので、その部分では学びがいつも新鮮でなければいけないということも抱えています。で

すから、新人の先生だけが研修を受けて学んでくださいということでなく、皆が一緒に学んでいかないといけな

いと考えています。社会情勢と密着してると思いますが、今子どもたちを取り巻く環境、家庭環境がだんだん孤

立化していく部分において、問題の幅が広くなっています。それを一個人の職員が学んでどうにかしようと思っ

てもなかなか難しく、園単位として向かっていくことの必要性をとても感じてます。

国からの指針等でも保育士の資質向上が求められている課題のひとつですし、子どもたちや保護者に対する問

題も多様化していますので、そこの辺で難しさを考えています。うちの園は、研修に対しては、とても時間とお

金を割いてる園ではないかなと思います。私が長崎県委託の保育協会の研修部員もさせていただいて、研修を持

つ時の講師の選定などに携わっております。研修の内容も食育、初任、所長、保育研修 1・ 2・3・ 4、未満児さ

ん、乳児さん、幼児異常時専門的看護師など、色々な分野で、重ならないように幅広く研修部で考えてます。この

研修を県内の先生方は受けられるんですけれども、全員で受けることはとても難しく、各園から 1 人ないし 2 人

研修を受けて感動して持って帰られます。それを自園の中でどう報告して、役立てていくかというところでは、

難しさを感じられておりますが、新しい情報を組み込んでいきたいという思いのなかで研修に参加されています。

一番良いことは、園全体で同じ研修を受けられることではないかと思ってます。また、みんなで研修を受ける

ことによって、子どもや保護者に対して対応がひとつになってきますので、園としてのまとまり感がでてきます。

いつも感じるのが、どうしても保育園という現場は日常生活がとても大変です。日々の現場に追われているため、

手いっぱいで社会のなかの子どもの変化や、今、どういうものが必要でどういうことを私たちは学ばないといけ

ないのかということに、段々疎くなってきています。ましてネットワークがないと、なかなか講師の先生やどう

いう学びをすればいいのかといったところも難しさを感じています。

うちともうひとつ系列の園両方に長崎短大のインターンシップの学生さんを受け入れています。何が違うのか

と思うと、現場にある色々な問題を持って、一番新鮮な問題提起を持って学校に行って授業が受けられる。その

短大の学生たちが研究をするときにまた園にその問題を返してくれますので、そのところで一緒に今の抱えてい

る問題を考えられるというところでは、インターンシップ制度はとてもいいなと私は感じてます。

あっちこっちにいっていますけれども、結局短大に求めることとして、私たちが今一番学んでいきたいところ

を、短大が受け皿になっていただいて、講師の方の派遣や、そういう学びの情報等を提示していただければ、私

たちの現場が活性化されるし、今子どもたちが手を差しのべて、訴えている子どもたちに、ちゃんとした手が差

しのべられるのではないかと思っています。なかなかネットワークがないので、どこにそれを相談すればいいの

かわからないと、聞くこともあります。そういうところについては、求めるだけではなく、短大から発信をして

いただくと、私たちもそこでお願いができたりするのではないかと思います。

現時点の学生の教養自体のことよりも、それから先が園としては大切ですし、どう子どもたちを受け入れて、

保護者を受け入れてという課題の方がとても大切です。そういうところで短大の先生方と手を組めたら良いと、

正直思っているところでして、上手く情報交換ができたり、指導を受けられたりすることを願って、コメントを

終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

吉本：ありがとうございました。少し私も見えてきたような感じですけれども、中元さんのキャリア教育の提起

にもあったように、いっぱいありすぎるんだけれども、どこかに肝心なものがあるんだろうとあれもこれもキャ

リア教育と。キャリア教育が教養教育から職業観や情操教育から就職準備、テスト対策まで全部であると。あま

りそういう使い方はしないほうがいいのかな。後で君塚さんにも文科省のお考えを聞きたいとは思います。保育

園との接点がたくさんありそうだということを確認して次に行きたいと思います。

次、西九州大学短期大学部の食育の例、西岡征子先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

西岡：西九州大学短期大学部の西岡です。よろしくお願いいたします。
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キャリア教育の実践事例ということで、私どもは学生たちが地域に出た時に困らないように、いわゆる職業人

を作るために地域活動連携で取り組んでおります。本学には食物栄養学科と、生活福祉学科、幼児教育学科、あ

と保育専攻科がございます。今日は食物栄養学科中心にご紹介したいと思っております。

職業・キャリア教育の根源には、本学の教育理念「あすなろう」を掲げております。これは、あすなろの木を指

しております。今は小さな苗木でも長い年月をかけてヒノキのような大木に成長していく姿、これが創立以来の

伝統と教育経験からでた基礎精神が教育の理念となっております。これをもとにあすなろう精神を持った人物を

養成するために、あすなろう教育ですなわち自己啓発展開しています。では、本学のキャリア教育のなかで、あ

すなろう教育は 3学科共通科目によって身に付けた力を展開する教育科目、「あすなろう」と「あすなろう（就業）」、

「共に学ぶあすなろう」があります。そして食物栄養学科の取り組みで栄養士の実力認定試験対策講座、本学が最

も大切にしている卒業研究。卒業研究は食物栄養学科だけでなく、ほかの学科も一緒に取り組んでおります。

入学から卒業までの職業・キャリア教育、学びの課程として、初年時教育では基礎をあすなろう科目で汎用的

に学んでいきます。この学びを応用しながら「あすなろう（就業）」、「共に学ぶあすなろう」のなかで専門的に学

んで、2年間の集大成として、実践の場である学外実習、卒業研究へと繋げていきます。専門分野にどんどん入っ

ていき、最後に深化していく形で進めていきます。段階的に①知らなかったこと、②それを知る、③そして理解

できる、④さらに行動できる、⑤最後は自ら考えて責任を持った行動ができる、行動変容、考え方も変わってい

くことになります。

では、あすなろう関連科目の授業内容ですけれども、「あすなろう」は初年時教育の最初に行います。全般的に

意識の確立ということで、まず本学の理念を知ってもらうことと、この理念がきちんと言えるような形に持って

いく。そのあと先達に学ぶ、これは人生の先輩からいろんなお話を聞いて自分の将来の到達目標を決めていく。

そして文章作成。今はなかなか文章が書けませんので、日本語の文章作成技能法を用いて正しい文章が書けるよ

うにする。情報管理では、学生が、ポータルサイトを活用しながら自己管理ができるようにしていく。コミュニ

ケーション能力については「あすなろう」のなかで行って「あすなろう（就業）」のなかでは、さらに職業人とし

ての意識の向上を目指します。

加えて「あすなろう（就業）」では、基礎学力についても展開しています。基礎学力が低下してしまいますので、

定期的に講座を設けて確認テストを行っています。ビジネスマナーは接遇マナー、就職活動の在り方とか履歴書

の書き方、面接の受け応えなども含めていきます。現職者の OB・OG講話。これは社会人栄養士が話をすること

によって栄養業務の中身がわかる。そして自分の将来の栄養士像が具現化できる、栄養士になりたい、なるぞと

意識を高めていきます。

「共に学ぶあすなろう」は、今日紹介する体験型学習になります。 1・ 2年生が共同で、学年縦割り形態で行っ

ていく学習活動です。互いに学びあい教えあいながら、学内の体験から学外の地域へ出て行って、体得していく

ことでコミュニケーション能力と協調性、連帯感、社会性、企画力、リーダーシップ能力といったものを外で体

験することによって自分のものにしていき、実践事例として、たくさんの活動をしてきましたので、ご紹介した

いと思います。認定子ども園との連携で親子クッキングを実践しました。親子クッキングは、共に学ぶというこ

とで縦割りです。だから 1年生と 2年生が一緒になって学びあっていく。 2年生がリーダーシップをとって 1年

生と一緒に計画を立てていく。あくまでも最初から最後まで自分たちの力でやりぬくということで、最初の挨拶

から栄養講話、調理体験、終わりの挨拶まで学生たちが考えて学生たちが自分の力でやっていく。これは自分た

ちの力に繋がっていく。出来上がった後は一緒に食事をし、最後には頑張りましたねと頑張った賞のメダルをプ

レゼントしてあげるという流れになっています。この親子クッキングでは、栄養士の卵として子ども達に指導し

ていきます。ただ、それだけではなく、参加してくださった方からも学ぶ場になってきます。保護者の方と話を

しながら子ども達の食に関しての状況を知り得る、調理体験を通して子ども達はどのくらいの年代でどのくらい

の理解ができるのかといったようなことを、教えるだけでなく学ぶ。また、皆さんからの知識、さらに今のニー
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ズこういったものを探りながら学ばせてきていただいています。

次に江北町との連携は食農体験しました。江北町は以前より生活福祉学科と幼児保育学科が、それぞれの専門

性を活かして、すでに学生たちと教員が色々な事業に参加し、交流をしてまいりました。これは農業の方に、畑

の先生、田んぼの先生となっていただいて一緒に町おこし、協力隊の方々のサポートをしていただきながら、苗

付けをしているところです。江北町は佐賀県の中心にあるということで「ヘソの町」と言われているということ

です。しかし今佐賀県の中心にある町の上小田地区が過疎化してきているので、ぜひ若い力を借りたい。私たち

も学びの場としてそこで学ばさせていただくということで、包括連携事業として連携をさせていただいていると

ころです。食農体験で収穫した玉ねぎは、実際に使って学内給食で提供しました。地域の方にも食べに来ていた

だきました。自分たちの力で苗付けをする、そして、生産から消費までということで一連の流れを知ることもで

きますし、学ばさせていただいているというような謙虚な気持ち、当たり前だというより謙虚で、ありがたいと

いった人間力、そういったことも養っていきます。

同じように江北町での取り組みということで旬菜カフェ。栄養士の卵の初プロデュースで一緒になって町おこ

しをしましょうと、過疎化したところでレストランを開いて、たくさんの方に来ていただきたいという願いを込

めました。まず、私どもが江北町に出向いて役場の方といろんな話をして、コンセプトを決めていきます。そし

て実際に開店するお店に行って、状態を確認し、学内に戻って計画を立てました。食べていただいた方のアンケー

トを見ると、「とてもおいしかった」、また、何でも使い切るエコ料理ということで紹介しましたので、「江北産の

野菜を使って捨てるところがない。」「今後家庭に帰って実際に食べたものを作ってみたい。」というお声もいただ

いております。

次に、みやき町の返りトマトを使った食品開発です。一度市場にでたトマトで、戻ってきたものを何とかスイー

ツとして売り出すことができないでしょうかと相談をいただいて、開発に取り組んでいるところです。みやき町

の方との試食会を済ませてたくさんのスイーツを作っております。

有田焼の電子レンジオーブン耐用調理器兼食器を使った簡単レシピの開発も、学生さんに作ってもらいたいと

依頼がありましたので、計画から写真撮影、研究、報告を済ませて有田焼の器を使った簡単レシピを作り上げた

ところです。

学校行事になりますが、おせちクリスマス料理大会です。コンクール形式で技術を学んでいく、高めていく行

事になっております。デコレーションケーキ大会では、デコレーションの技術を競い、展示したあとチャリティー

バザーを行いその収益金を寄付しています。食育フェスタは、今のニーズで食に関心を持ってもらうためにはど

んな計画をしたらいいのか、自分たちが相手の立場になって考えていく取り組みです。

こういったキャリア教育の実践によって、コミュニケーション力や自己管理力、職業観、人間力を養うことが

できます。自己啓発の大切さ、人づくり、そしてリーダー的な役割を担う栄養士。これが地域での活動をさせて

いただくなかで、地域から学び、地域に貢献する、そして地域に愛される職業人の育成ということで、キャリア

教育を進めているところです。長くなりましたけれどもありがとうございました。

吉本：それでは短大と行政、地元との地域連携ということで、江北町子ども応援課の山下様から、地域からの学

び、地域に貢献する、そして地域に愛される職業人の養成というようなことを含めてコメントをいただければと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

山下：只今紹介を受けました、江北町役場子ども応援課の山下と申します。

西九州短大さんとの連携の部署は江北町役場の総務企画課でございまして、担当だった者が所用で来れず、私

がこの場に立たせてもらうことになりました。私の専門は幼児教育でございまして、公立幼児教育センターの保

育園と幼稚園の機能をあわせ持つ、認定子ども園ではないんですけれども教養課でやっている園の園長でもござ

います。私も短大卒業で幼稚園教育から始まって、時代の波、行革の波で幼稚園や保育園の民間委託となったり

するなかで、私たち職員が役場に吸収されることになり、まず私が一番に役場に 5年間行っておりまして、また

― 61 ―



幼児教育センターに戻りました。今は新しい制度で大きく変わろうとしておりますけれども、そこを担う新しい

課が子育て支援の子ども応援課で、課長に今はなっております。半分園長、半分課長をやっています。今回のキャ

リア教育・職業教育について、私もどんなことをコメントすればいいのかと思いながら、行ってどうにかなるさ

で失礼ながらも来させていただいております。先生方のお話を聞いて、今短大教育はこんなになっているんだ、

自分も短大卒であり「わあ」と思いながら、話を聞けただけでとても良かったなと思っております。そして先ほ

どの武宮園長と同様、私もインターンシップ等を受け入れている立場におりますので、この話を聞いただけで、

まず受け入れ側としての受け方が今から変わるなと思いました。それだけでも今回参加させていただいて、私に

とって成果だなと思っております。

本題の西九州大学短期大学さんの取り組み実践事例に対するコメントですけれども、先ほどの事例発表の中に

も江北町との連携の部分がいくつかございました。江北町中で過疎化している小田地区の再生というものがあり

ます。江北町も南側にバイパスができて、かなり発展している部分もございますけれども、逆にどこかが発展す

るとどこかが寂れていくということは思います。江北町は大きく 5地区あり、そのうちのひとつ小田地区、もと

もと炭鉱で栄えた地区ですが炭鉱閉山と共に人がよそにがばっと流出いたしまして、人口が減少しました。昔は

長崎街道とかだったのですけれども、やはり自動車が通るには道が狭くて不便でもあり、過疎ぎみです。江北町

の中でも、特にその地域は高齢化が進んでいるようなところで空き家も多く、独居の老人さんもすごく多い地区

でございます。そこを今何とか再生しようと、町で頑張っているところです。

その頑張っているなかに自治体と大学の協働というところで西九州さんと連携をはじめたようです。大学とし

ては人材育成であるとか、キャリア教育であるとかの目的があられるかと思いますけれども、自治体としては、

大学の資源、学生がまず一番ですけれど、そういったところを活用して、問題の解決に向けて共同してやってい

けると、素晴らしいことだと私も思っております。共同というのは元来同じ目的で、同じ立場でやるものですけ

れど、大学と自治体の目的は、若干違うかもわかりません。でも、人のためになんらかのボランティア精神で取

り組む、そういったところは同じだと思います。そういったことを自治体の一方的な企画立案ばかりではなく、

若い発想力とか、これからを担う次世代の人たちの色々な意見を聞きながら意見を戦わせていい案をお互いに納

得したところで、じゃあこういったところでやってみようか、と先ほど紹介された食農体験であったり、旬菜カ

フェであったり、という一例になるかと思います。西九州短大の今日の発表は食育のことでしたが、実際には生

活福祉学科の方も高齢者サロンに参加していただいていますし、幼児保育学科の方にはママサロンとか、放課後

保育とか各自治体で大きな課題となっているところに、非常に力になっていただいています。ぜひこれからもい

ろんなところで身体と能力とパワーといろんなことを一緒にやっていただけたらと思っております。

こういった活動は、25年 3月くらいから一緒に西九州さんと連携して江北町が 1年以上も共にやらせていただ

いております。今年度の 7月には、包括的地域連携に関する協定書の締結も交わされています。西九州短大に大

いにうちの町を利用していただいて、子どもたちのキャリア教育・職業教育、それから一人一人の学生さんの人

材人的な成長に一役も二役もかわれるような取り組みをしていただきたいと思います。そして先ほどの繰り返し

になりますけれども、うちの町としても大いに色々な面で若いパワーを借りたいと思います。今日の発表は食に

ついてでしたが、食べ物には人は寄ってくるんですね。そして特に女性が寄ってまいります。女性が、主婦が寄っ

てまいりますと子どもが共に来るし、ご主人がついてくることもあります。やっぱり人を呼ぶということは、非

常に大事かなと思っておりますので、特に食にはですね人が寄ってくる力を持っていますので、そういったとこ

ろでうちの町としても西九州さんの力を借りながら人をぐっと引き寄せれるようなイベントや行事ができたら、

ますます町としても活性化になるなと思っているところです。

最後に、短大で取得できる資格について、先ほどからお話があっています。保育士、幼稚園教諭、介護士等い

ろいろあると思いますが、実際処遇が悪いと思うんですね。専門職でやってて大変な仕事にも関わらず、なんで

こんなに処遇が悪いのよと思うんです。大野先生の話で、大野先生の大学でとても就職率がいいということを、

― 62 ―



羨ましいなと思いながらみていたのですが、それがずっと続けばいいなと思うんです。就職に一旦就いたけれど

も、ちょっとのことで折れてやめてしまう人が非常に多いと聞いていますし、特に全国的に、佐賀県もですが保

育士が不足しています。なぜせっかく免許を取ったのに、その仕事に就かないのか。またせっかく就いたのに、

なぜすぐ辞めてしまうのかというようなことです。立ちかえると幼児期の人格形成の基礎作りにも影響されてい

ると思いますが、褒められて褒められて育てられてきた子どもさんも多いかと思います。ちょっとのことで叱ら

れたら全人格を否定されたようなことになったりすると聞いています。折れない、少々のことでめげない、だか

らこういったキャリア教育・職業教育も成功ばかりではなく、失敗もして、そこでまた立ち上がる精神力という

ものを付けさせてもらったらと感じているところです。まとまりがありませんでしたけれども、私の話はこれで

終わらせていただきます。ありがとうございました。

吉本：ありがとうございました。いろいろな興味深い視点があったと思います。それでは次に企業のテーマで香

蘭女子短大の宮﨑先生。テクニカル専攻科。ファッション総合学科の中のテクニカル専攻科の事例となっており

ます。よろしくお願いします。

宮﨑：香蘭女子短期大学の宮﨑と申します。

テクニカル専攻科の企業とのプロジェクト企画について報告させていただきます。本学は昭和33年に被服学科

の単科短期大学として開学し、建学の精神である技術教育を重視した職業教育を展開しています。アパレル業界

ではデザイン、パターン、および縫製の分業化がはじまり、その分業も国際化という名のもとの時代の変化に対

応し、設備や技術内容も変化させてきました。しかし現在、家庭での衣生活も変わり、家庭からミシンがなくな

ることや、高校での家庭科授業における被服教育の減少から、技術教育の低下の問題があげられています。18歳

までに何かを制作するという経験は、10年前の学生に比べ非常に少なくなっています。教科書通りの被服教育で

は、アパレルの現場では通用しないという指摘も受けています。このような状況から、短期大学の 2年間では、

十分な技術力が身に付かないこと、企業では即戦力にならないことなどから、卒業後すぐに活躍できる学生育成

のために、ファッション総合学科はアパレル産業界との連携による、被服・技術教育を展開し、さらに産学連携

による実践型人間育成の教育目標とし、ファッション総合学科としては 3年目となるテクニカル専攻科を新設し

ました。テクニカル専攻科におけるカリキュラム内容は、必修14単位、選択 8 単位の22単位以上を修得するよう

にしています。今回報告する企業とのプロジェクト企画は、演習 4 単位の必修科目として開講しています。

企業とのプロジェクト企画の目的は、ファッションの企画・生産・販売に関して学生が実際の企業とプロジェ

クトを組み、仕事を進めていくなかで、企業の仕事や専門職の仕事内容について理解を深める。また、プロと仕

事を体験することによりプロとして働くことがどんなことかを理解する。学内で学べない知識や見聞を広める。

将来の進路についての示唆をえると同時に、自己研磨の場とすることを目的にしています。過去 5年間のプロ

ジェクトの中から一部抜粋して事例を紹介したいと思います。

事例 1は、平成23年度、制服メーカー尾崎商事とのプロジェクト企画内容は、制服 CAWAII 化計画です。現在

の中学生・高校生の多くは学生服を着て通学しています。制服も世界的ブームとなり、私服とコーディネートを

楽しんだり、若者には大ブレークしています。学生は 6 名で 2 カ月間かけて制服デザインの提案とパターンの作

成を担当し、布地と縫製については企業側にお願いしました。この 5 体の完成作品は、中国大連で開催された国

際服装紡織品博覧会で展示いたしました。デザインによっては非常に高い評価をいただいたものもありましたが、

量産するとコストの面で高くつくなどの理由から、量産には至りませんでした。

事例 2は、平成24年度の宮崎県美郷町うまなエイサー流星會の衣装デザインと制作についてです。依頼をいた

だいた宮崎県美郷町は太平洋戦争時、沖縄県豊見城市から学童疎開の児童を受け入れたことがご縁で、昭和63年

に姉妹都市を提携し、沖縄伝統芸能が盛んになったそうです。今まで使用した衣装を新調するために本学に制作

依頼がありました。衣装デザインの内容は頭に着けるサージ、衣装、帯、リストバンドの 4 点です。デザインの

中に、必ず琉球のびんがたを使用して欲しいとの依頼があり、そのイラストから学生が提案したデザインの試作
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を行い、縫製計画に基づき 6 名で授業の空き時間を利用して、 2ヶ月間で20着分の制作を行いました。制作した

学生の感想を報告書から抜粋すると、「短期大学の 2年間では体験できなかった大量生産の仕組みを理解する良

い機会になったといえます。」というものがありました。

事例 3 は、平成23年度と25年度の通信販売会社プレシュアとのプロジェクト企画です。ネットで販売されるブ

ラウスのパターン、作製から試作、提案までの企画です。企業側から提示された内容は30代から40代をターゲッ

トにしたフォーマルブラウスであること、商品展開可能であればネットにアップしていただけるとのことでした。

23年度に関わった学生はネットにアップされ販売に至っております。学生にとってこの企画は、実際に企業に入

り、社員として通勤し、企画会議に参加してブラウス企画のプレゼンをさせていただいたことや、通信販売での

仕組みや流通経路が学べたこと、企画制作を行ったことで、学生自身の実力を試せる良い機会になったようです。

また、企業で働く上でのコミュニケーションの取り方など、多くのことを学べたとの報告がありました。

事例 4は、平成26年度のしおばる保育園とのプロジェクト企画です。平成25年に新設された保育園で、新設時

に使用したエプロンから、布地、デザインの変更を依頼され、新しいエプロン40着を制作しました。保育士の行

動調査や、現在使用しているエプロンの問題点の聴き取り調査から行いました。調査結果の問題点と改良点は、

ポケットの付け位置、結び紐の長さ、エプロンの丈、素材の問題について以下のような改良を加えました。ポケッ

トは前身ごろ表側に付けるようにしましたが、園児を抱いた時に足が入り込まないようポケットの角度に注意す

るなど、試作の時点で再検討いたしました。縫製計画に沿って学生 8 名で 2ヶ月間をかけて学内での制作を行い

ました。この企画につきましては好評で、来年度も依頼が来ている企画のひとつであります。

様々な企画を通してテクニカル専攻科の学生は、技術力アップと就職への足がかりをつかんでいるといえます。

就職面でもデザイナー、パターンナーの就職は新卒学生の就職にとって狭き門となっているのが現状ですが、専

攻科の就職率は、専門職・専門技術職70％、販売職20％という結果が出ています。専門技術職の内訳はパターン

ナー27％、デザイナー20％、縫製13％、企画10％になっています。このことから、テクニカル専攻科の就職につ

いては専門技術職への就職割合が高いという結果が出ています。企業とのプロジェクトを体験することによって、

教員側の感想として、受け身の授業では得られない自ら考える力が養えた、企業の仕組みが理解できた、自発的

に動く力が付いてきた、報告・連絡・相談の重要性が理解できたと学生の変化を感じます。

今後のテクニカル専攻科における企業との企画としての課題としては、今まで実施した半数近くがインターン

シップに近い内容になっています。そのため今後はインターンシップとプロジェクト企画との違いを明確にして

いく必要があります。過去 4年間でプロジェクト企画を通して就職に至った学生は 5 名おりますが、企業側から

ぜひ入社して欲しいと言っていただける学生を育てる必要があります。実際に企業とプロジェクトを組み、学生

が企画したものを企業に提案できるまでにレベルを上げ、商品化へつなげるようにしたいと考えます。今後もア

パレル業界へ送り出す学生の人間教育の向上に努めていきたいと考えます。これで香蘭女子短期大学の報告を終

わらせていただきます。

吉本：ありがとうございました。次は佐賀女子短期大学の夏目先生から企業見学会というテーマで報告をお願い

します。

夏目：みなさんこんにちは。佐賀女子短期大学キャリアデザイン学科の夏目といいます。よろしくお願いいたします。

今日は本学のキャリアデザイン学科で取り組んでおります、地域の企業と連携した企業見学会の事例を報告さ

せていただきたいと思っております。本学は健康福祉学科、子ども学科、キャリアデザイン学科の 3学科ござい

ます。前者の 2学科はいわゆる専門職就職を中心にしておりますが、キャリアデザイン学科は一般企業への就職

が主となる点が特徴であります。キャリアデザイン学科は、いわゆる地域総合科学科で、現在は、医療事務／養護

教諭系、ビジネス実務／ビューティ系、キャリア英語／韓国語系、司書／日本文化系の 4つの系に区分した形で、

それぞれの専門分野で資格教育を行っております。共通の何かがあるということではなく、それぞれの専門分野

を勉強して、それぞれの資格を取得して、それぞれの企業に就職していくというイメージになるかと思います。
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学科共通の教育では、まず「人間性・マナー」を建学の精神に基づいて作り、その上に柱として就職力・キャリア

デザイン力、日本語運用能力、IT活用力、課題発見・解決能力を身に付けさせようと、日々取り組んでいます。

一般企業就職を中心とする就職は、そのまま学生に自分でしなさいと言ってもできないので、以下のようなキャ

リア支援スケジュールの下で行っております。入学前ガイダンスとして高校生を事前に集め、短大に入ってから

の教育、どのような学びをしていきたいのか等を 3月に行います。 4 月に入りますと、新入生研修などを通じ、

自分が目標とする将来像、実際にはどういう資格を取りたいのか、そのためにどうすべきか等の指導を行います。

6 〜 7月になると、企業見学会、空港見学会という、今回事例としてご報告する見学会を行います。この後、実際

に「キャリアデザインⅠ」という科目を通じて、自己分析や企業研究等を行っていきます。「キャリアデザイン I」

等におきましては、本学独自で作っているキャリアノートに沿って進めております。

さて、企業見学会についてです。キャリアデザイン学科の前身は、文化コミュニケーション学科でしたが、な

かなか本人任せでは就職が進まないとか、就職活動が非常に遅いなどの問題もありました。キャリアデザイン学

科に変更した後でもそれほど変わり映えはなかったのですが、何か学生たちに働きかけをして、意識を高める方

法はないかというなかで、企業見学会という案が出てまいりました。 1年生にいきなりインターンシップといっ

ても抵抗もありますし、私たちもあまりノウハウがなく、比較的取り組み易いところで企業見学会を実施するよ

うになりました。

企業見学会は、学生の意識もしくは行動を少しでも変えるきっかけにと取り組んでおります。目的としては特に、

現場の体感を通じて学習意義を自覚することをあげています。座学ではなかなかマナーや企業の実際のイメージ

を持つことは難しいので、比較的ハードルの低いところから学生に意識づけができないかという取り組みです。

企業見学会、実はコメンテーターの横尾様から佐賀の企業、なかでもよく知られている、実際に非常にシェア

が高く、行ってみたらすごい企業だったと後で学生たちがわかるような、様々な企業へ行きました。具体的な企

業は、有明佐賀空港、ホテルニューオータニ佐賀、ロイヤルチェスター佐賀、副島印刷、サガシキ、中村電機制

作所、株式会社ミゾタ、新生工業といったものでございます。これらの企業を見学することで、学生が企業が何

をしているのかを学び、以降の学習意欲、なぜ勉強しなければならないのかを自覚してもらう場と位置付けてお

ります。

企業見学会は、事前準備、見学会、事後指導という 3つの流れで構成されています。事前準備において見学を

希望する会社の調査を行います。本学は様々な学びを行う場所ではありますが、それぞれの学びに応じた会社、

例えば、空港、ホテルならホスピタリティを学ぶところ、印刷会社なら印刷技術だけでなく、どのような教育を

行っているか等を考えながら行います。そして教員から事前指導、学生には事前調査をさせています。事前調査

は就職活動の企業研究と結び付くものでもありますので、何をポイントとして調べたらよいのか等を事前に学ぶ

ことができるというわけです。見学会には、教員が同行し、学生が事前調査の内容について質問をするというよ

うなことをしています。有明佐賀空港では、会社での実際のマナーの様子、専門の人の指導を受けたりしました。

ロイヤルチェスター佐賀では、実際のブライダルに参加させていただいてお手伝いをしたり、体験として衣装を

着せていただいたりして、裏方の仕事を学ばせてもらいました。株式会社ミゾタは会社内の様子の見学の際に、

例えばヘルメットに血液型が書いているが、その理由が何かをお聞きし、事故時の対応のためと知り、学生が感

心するなどありました。また、企業様から色々なお話のなかで、就活時のアドバイスをいただいたりすること、

会社の現場を見ることで、間近に迫った就職を意識している学生は捉え方も違うようです。事後指導としては、

レポート作成や感想などを書かせています。また、ワールドカフェ方式の少人数ディスカッションをさせ、企業

にはレポートという形で成果報告をしています。

こうした 1年間の学びを通じ、 2年目は空港でのインターンシップや、それぞれの専門の実習へ行きます。 2

年次では「キャリアデザインⅡ」という科目でキャリア支援を行い、本学キャリアデザイン学科では 2年間のカ

リキュラムの中で教育を行っています。
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最後に、企業見学会に対する学生の反応です。はじめは抵抗を感じる学生もいましたが、これから迎える就職

を意識し、社会人・企業人になるための心の準備をしているようであることが、学生へのアンケート等で多くみ

られました。

今後の課題は、これを後のカリキュラムとどうつなげるかが課題です。今年から本学は新学長のもと、アクティ

ブラーニングをキーワードとして科目の導入・推進を図っていこうとしております。キャリアデザインではない

ですが、「佐賀をあるく」というひとつの授業科目を通じて、チームワーク力を養う、コミュニケーション能力を

高めようという試みが考えられています。以上が、本学の企業見学会に関する概要でございました。ありがとう

ございました。

吉本：続いては精華女子短大の芝木先生から、学生支援の取り組みについての報告をよろしくお願いします。

芝木：精華女子短大の芝木と申します。

本学は、 1年課程の介護福祉士を養成している保育福祉専攻科を含めて、 4つの学科で構成されています。お

かげさまでこのところ定員数を保っている状況でございます。

平成21年に就職支援や学生支援 GP というのがございました。GP にトライすることは恐れ多いと思っていま

したが、トライしました。これで多くのことを勉強させていただいたし、何よりも GP は全く新しいことを作り

上げて完成させるという、とても大きなことをするイメージがありましたが、これまで私たちが一生懸命取り組

んできたことを一度整理して、さらにパワーアップすることも GP なのだと助言をいただいて、やってみました。

ですから真新しいことはありません。就職対策の保護者懇談会、保護者との連携、就職指導室を学生が来やすい

ようする、パソコンを変える、企業の方に来てもらっての実践セミナー等を行いました。また、学科専攻ごとの

指導もかなり力を入れてやっていましたが、足並みの不ぞろいもあったので、教務課と学生課の統合したような

学生支援課と連携を図り、特に学生支援課には個別指導をしっかりやってもらおうと当時のメンバーに加えてス

タッフパワーを増強し、学生も強くなってもらおうという取り組みをしました。これらの取り組みもあり、ある

程度の V字回復を見せることによって、学生支援機構などから評価をいただいたという結果を得ております。

職業教育とキャリア教育と初年次教育と、私自身がごっちゃになってよく分かっていないところもあるのです

が、ひとつの指標として就職についてあげられると思います。例えば食物栄養専攻の 7割ぐらいの学生が栄養士

もしくは関連職に就職していきますが、残り 3割は一般職です。私が所属するビジネス専攻もやはり一般職です。

一般職が安定してちゃんと就職できるように、この割合をもうすこし増やしていこうと。専門職は比較的安定し

て、平成22年当時はそんなに悪くありませんでした。ですが一般職は極めてさびしい状況だったので、学生たち

も受けるチャンスを与えていこうではないかということに力点を置いて取り組みました。特別に新しいことをし

たわけではありません。私たちの意識をもって取り組み、学生たちにもさらに力を込めて話していくということ

をしていった結果、21年はとても厳しい状況でしたけども、22年は希望者に対する一般職比率を回復させること

ができました。最近まで就職率も上向いていますので、学生たちも頑張ればできるんだという気持ちになってき

ています。まだまだ課題は多いかなとも思います。学長を中心で考えている指標のひとつとして、就職率を算出

する際に、就職希望者分母というのはいかがなものかというものです。就職希望者分母について批判的な意見も

出ています。それで私たちは進路決定率というものを前に出していってはどうかと考えています。短期大学は編

入というひとつの出口を持っていて、結構、良い数字が出てきます。専門学校も編入については力を入れている

と聞きますが、やはりその数を学校基本調査から見ると、一目瞭然で短期大学が頑張っているという点が見えて

きます。

GP の終わった後の取り組みとして、キャリア系のゼミを全学一斉にやっていこうとなりました。しかし学科

によってはやりやすいところと取り入れにくいところがありました。学科の壁を越えて、まずはみんなでやろう

というのが、この数年間の取り組みです。 1年生ではビジネス基礎ゼミとか、食物栄養基礎ゼミという科目名で

1年間を通して授業をしていきます。 2年生になりますと、仕事をターゲットにゼミをしています。これらは、も
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ともとカレッジアワーという時間があったので、そこをベースとして、新たに時間を設けたりして進めています。

キャリア教育（形成）の特色として、落ちこぼれと言ったら申し訳ないが、学生の落ちこぼれ対策、伸びこぼ

し対策。前者については、補習授業で対応できるのですが、やる気のある学生についてはもっとリーダーシップ

を発揮してもらおうということで、幼児保育学科では30年来続く代表委員という制度を設けて、いろんなイベン

トのリーダーをやってもらっています。これをビジネス専攻も最近はじめましたし、食物専攻もこういったリー

ダーを作り、いろんなイベントで前に出てくるということをしております。また、先輩たちを迎えての里帰りの

会や、地域の清掃などを行うほか、地域にどうやって還元していくかということが今からの課題と思いますが、

やっと緒に就いたところということです。企業説明会の学内誘致、最近は学内で入社試験をしてもらうことも始

めています。また、新しい取り組みとして「高校生とともに歩むキャリア形成」ということで、将来的には色々

な高校と連携を図りたいのですが、ブラバン少女の精華女子高校の併設でもありますので、その生徒たちと何か

一緒に仕事ができないか考えました。そこで、秘書検定の講座を開いたり、あるいは学園祭に来てもらったりし

て、単なるお客さんではなく、スタッフとして短大生と一緒に活動してもらおうと。保育科の学生たちは外に出

向いていくチャンスがたくさんあり、大人や子どもたちと触れ合う機会があります。専攻科もそうです。しかし、

一般職を考える我々ビジネス専攻や食物専攻の一部の学生たちは、なかなか異世代との交流が少ない。そこを克

服するためにまずは高校生と付き合ってみようという取り組みを始めております。

このようなことに取り組みながら、少しでも明るい学生を作っていって、キャリアに結び付けていけたらなと

思っているところであります。以上です。

吉本：ありがとうございました。次に、私にとっては鳳趨塾の横尾さんとなってしまうのですが、横尾さんには

キャリア教育を色々な形でサポートしていただいておりました。そのような観点から、短期大学での職業・キャ

リア教育がどう見えているのかも含めてコメントいただければと思います。

横尾：みなさん、こんにちは。只今ご紹介いただきました、今は佐賀銀行のグループ会社、佐銀キャピタル＆コ

ンサルティングで、起業家養成やベンチャー企業の育成を仕事としている者でございます。吉本先生からご紹介

がありましたように、去年までは鳳趨塾という NPO法人を自分で立ち上げまして、銀行から出向して佐賀大学

の中で、キャリア教育を実施する仕事を 8年間しておりました。その関係で、今でも佐賀女子短期大学の「キャ

リア入門 I」の授業や、西九州大学の「あすなろう体験」の一部の講座を担当させていただいております。

先ほどの 3つのお話に関して私のコメントです。香蘭女子短大さんは専門課程をいかに深めていくかという深

化論の話、深度を深めていく縦軸の話として受け止めました。佐賀女子短大は、一般職という話も出ていたので

すが、いかに体験をしていくかという、それも幅広い体験をする仕組みづくり、どちらかというと横軸の展開で

す。そういった形で現場を通じて、学生さんたちがキャリア教育を実践するなかで、自分の職業観を高めていく

かというところになると思います。最後の精華女子さんからもあったように、そこに深く教職員の皆様が関わる

と、これはまさに奥行き、 3次元の支援を皆様方でするなかで、そこにいかに企業のニーズに合致した、キャリ

ア教育をいかに体系立てていくかというお話ではなかったかと思います。

香蘭さんのお話で印象に残ったのは、まさにアパレルの仕事をされていて、どちらかというと作り手さんの目

線が生きる業種だと思いました。しかし、これが企業に入ってくると、企業側はやはりユーザー視点というか、

ユーザーニーズを重んじなければならない。そういったところでコストが合わないとかいうことが出てきます。

あるいは保育士エプロン制作であれば、動いた時に動きやすいとか、使用しやすいとか、そういったユーザー視

点がなかなか学校の中では学べないもので、現場で体得していくという活動だったのではないかと思います。

佐賀女子さんについては、幅広い業種業体をみて、かつ西九州さんの試みと一緒だとは思いますが、地域に特

化した企業、地域の試みに自分たちが入って行って、色々な視点を学ぶと。もちろんこれが保育であっても同様

で、保育では子どもだけが相手かといえばそうではなく、今問題になっている、その奥にいる保護者との関わり

等を考えると、色々な視点が大事になってくると思います。保護者はどういったところに勤めているのか、個人
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情報になってしまいますけれども、そういった方とどう付き合うかということ、社会を知るということが、この

なかでは非常に重要になってくるんじゃないかと思っています。

最後に精華さんの話では、特に事務方さんの、裏方さんの役割というのも出ていたと思います。大野先生の話

にもあったように、それでも先生は忙しいんだよと。そういったなかで先生、あるいは事務方の方々が、どう学

生に支援をしていくか、これが非常に重要な事項になってくると思いますが、そのなかでもキャリア教育に関し

ては全学一斉で取り組むと、非常に良い取り組みだなと思って聞かせていただきました。

私も先生方に「専攻は何ですか」と聞いた時に、「自分の専攻プラス、キャリア教育です」という先生になって

いただけたら非常にありがたいと思っています。このキャリア教育が、皆様方全員が、ゼミの中であるいは授業

の中で教え込んでいただく、そうなっていただけたら良いなと思っています。

我々は、経産省のもとでキャリア教育をやっておりましたので、社会人基礎力という言葉をよく使っていまし

た。これは文科省でいう、汎用的基礎的能力や学士力、色々な言葉を各省庁が使っていらっしゃいますけれども、

この部分はなかなか学校の中では体得できない。やはり現場ですとか、企業ですとか、地域に学生さんたちが出

ていかないと体得できない能力だと思っていますので、こういったものをどうやって体得していくのか。学生も

その職場の雰囲気や仕事のことは、今の状況ではわかりませんので、インターンシップ等、現場を体験しながら

みていって、本来はその職場の奥にいるお客さん、ユーザーのことを考えながら働くのですが、そういったこと

を考えてほしいと思います。

就職に関して言えば、西九州大学さんがよく言われていることですが、真の就職率。要は一旦は就職するけれ

ども、 2、 3年後には辞めてしまうと。離職しなくてもいい第 1志望、第 2志望に入るような就職を目指すため、

先生方、事務方の皆様方の協力、そういったものが必要となってきます。今の 3校のお話を聞くと、学校、教職

員の皆様方と主役となる学生さん、それと企業がいかにトライアングルを作りながら、学生さんのキャリア教育

にかかわっていくかという、そういったところを先ほどの 3つの中からちょっと感じ取らせていただきました。

早口で非常に恐縮なのですけども、私からのコメントは以上とさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。

吉本：本当に短くコンパクトに話していただきました。もっと色々と話をお聞きしたいところですけれども。そ

れでは、今のおさらいをしたいという意味でのパネルディスカッションになります。短大への取り組みへのコメ

ントをいただきましたお三方の先生、短大からは中濵先生、安部先生に、基調講演をいただいた君塚先生、大野

先生にパネラーをお願いします。時間がなくなりましたので、私の方で蛇足的に話をするのはやめておきます。

ただ、職業教育とはなんぞや、キャリア教育とはなんぞやということはこの議論のなかで反芻できると思います。

まずは今の発表とコメントについてのご意見を 4 名の、君塚さん、大野さん、安部さん、中濵さんに 3分ぐら

いずつワンポイントでお願いできればと思います。

君塚：端的に申しますと、キャリア教育・職業教育を GP 事業として行うこと、それを各短大が共有できるフォー

ラムの意義を感じて、また、職業教育・キャリア教育は学科の特性に応じて、それぞれの短期大学が、色々と取

り組まれていると感じました。学生一人一人にどう職業観を植え付けるのか、職業人としての能力を植え付ける

のか、色々とご苦労されていると思います。

学生に教育をしっかりと行うことが結果的に地域貢献、例えばボランティア活動につながったりとか、地域の

産業・活動に踏み込んで入ったりとか、そういった動きにつながっていると感じました。これがある意味、直接

的な効果ではないかもしれません。同時に外部の色々な企業とのつながりも幅広く広がり、これが結果的に学生

さんの進路への多様化にもつながっていきます。一方で短期大学にとっては、地域の色々なコミュニティの中で、

色々な連携ができてくるのではないかと非常に感じました。また、先ほどの離職者の問題というのもあります。

効果というものを推し量るというものが難しい面もあるのですけれども、こういう地道な取り組みを積み重ねる

ことによって、わが国の高等教育における職業教育というもの、キャリア教育のあり方というものが、確立され
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ていくのではないかなと思います。以上でございます。

大野：私も端的に。まずもって、正直感動しました。九州の先生方がこうやって一堂に会して、テーマのもとに

真摯に取り組んでる姿。冒頭に南里学長から九州発信で嵐を巻き起こしたいので、という話がありましたけれど

も、あぁこれで確実に、本当に起きるなと思いました。本当に率直に感じた次第です。しかし今、短期大学の置

かれている状況は、大変厳しゅうございます。これがどう全国的な動きになっていくのかということは、具体的

な課題として、私自身も考えていきたいと思わせていただいたフォーラムでした。以上でございます。

安部：君塚課長補佐のお話には、短大WGの審議まとめの中にある短期大学の 4つの機能別分化というのがござ

いました。今日の事例発表には、短期大学はまさに専門職業人養成をやっているのだけれども、どうやってさら

に質を高めていったらよいのか、また、地域と連携をして、地域を知る、地域の役に立つ人材を育てるという取

り組み、そしてキャリア教育では、職業意識の低い学生にどうやったら職業人としての教養を投与することがで

きるのかという取り組みについての発表は、まさに地域基盤社会に対応した職業人材を養成している。それから

生涯学習、これも卒業後の支援として、職場に出た卒業生たちに、生涯教育の場として短期大学を提供するとい

う支援等も考え、実施しています。まさにこの短大WGのまとめに示された 4つの短期大学の今後のあり方をひ

とつひとつ地道に我々は踏襲しているという実感を持った次第でございます。どうもありがとうございました。

中濵：香蘭女子短大の中濵でございます。

もうすでに 3名の先生方がコメントをされておりますので、私は少し違う角度からお話したいと思います。地

域との連携や職業教育に関する話が今日のテーマなのですけれども、そもそも私たち 7 短大がなぜくっついてい

るのかという話が抜け落ちているような気がしましたので、その点についてお話したいと思います。

まずそもそもコンソーシアムを結成して何をやっているのかということです。 1つには戦略的パートナーシッ

プをテーマとして掲げました。これは近隣の短期大学がくっついて、それぞれに切磋琢磨しながら、短期大学を

盛り上げていこうということが目的でございます。そうしたなかで、私たちとしましては次の段階として、コン

ソーシアムスタンダードというものを作っていきたいと思っております。今回の連携 GP の中でやっております

IRネットワークシステムでは、昨年度からウェブで在学生調査を行っております。そういたしますと単独で、各

短期大学がひとつひとつでやった場合と何が違うのかといいますと、自学の特徴が非常によくわかります。 8 月

26日に福岡女子短期大学で、在学生調査の結果をデータとして FD/SD研修会をやりました。そうすると自分の

ところの結果だけで、ここが穴かなと推定するものではなくて、しっかりとデータでそうしたものも分かると。

こうしたところが 1つコンソーシアムスタンダードと呼べることではないかなと思っております。最後に、短期

大学は、教育資源が非常に乏しいところが特徴だと思います。そうしたときに、例えばですけれども、これから

お互いの教育資源を持ち寄りながらコラボレーションしていきましょうという動きがございます。その 1つの事

例として、今後やっていきたいことは、本学にファッション総合学科がございまして、今度 GP 事業の一環とし

て短大フェスというイベントに参加して、長崎でファッションショーを開催してまいります。福岡女子短大さん

には音楽科がございます。同様に短大フェスで、生演奏をしていただきますけれども、今後はこの 2つをぶつけ

て、生演奏でファッションショーができるのではないかということが、案として出てきております。こうした動

きがコンソーシアムを作ったことの意義ではないかと思っております。それが職業教育・キャリア教育につな

がっていくものだと思ってやっております。私からは以上です。

吉本：ありがとうございました。みなさんにまとめていただいたので、ディスカッションをするというような感

じではないですが、もう少し課題を議論していただければなと思います。せっかくですから、江北町の山下課長

から、なんとか就職させるところまではもっていっているけれども、そのあと保育人材の早期離職とか色んなこ

とがあって、それは待遇の悪さがかなりあるというお話がありました。この形というのは、短大 2年間の高等教

育が残っている専門領域であり以前より絞られてきて、教育だけになっている。けれども、それは保育の待遇の

悪さが、そこを残している理由なのだという見方だってできるよね。どうやったらこの待遇が改善していくんで
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しょうか。何か安部さんに考えがあれば、山下さん、武宮さんは保育園として、何かお感じになられていること

などあれば、どなたからでも。

山下：これはとても大きな問題で簡単には解決しない。私たち自治体がどう頑張ってもできるようなことではご

ざいません。園は、私立園さんと公立園さんとがあります。実際にうちの職場も、保育士業務を民間会社に委託

をしております。そうして、その委託をした保育士と、役場職員である職員の保育士、 2通りあります。やはり

役場職員であると公務員で安定してる。 1 回辞めると戻れないということもありますし、何ともいえないのです

が。一方、委託の職員さんとなると、どうしても安定してるといえませんので、ちょっと何か問題があると辞め

るという決断が早いというところがあります。先ほどからいわれておりました、今、子どもだけの問題だけでは

なくて、その背景、保護者には先生たちもすごくビビっているところもございます。親も変わらないといけない

という問題もあります。また特別支援を要する子どもさんたちも増加しているということもあります。色々な問

題があって複雑ななかで専門性を発揮しないといけないのに、かたや公務員、かたや民間でという状況。うちの

職場でいうと、同じクラス担任をして、取り組むことや仕事は一緒ですが、待遇が違ったりすると、不平不満が

出てくる。どうしてもそれを改善することは難しいところがあって、不平不満は増加するけどもなかなか減らな

い。私自身も園長として思うのは、これだけのことになっているのに、何で待遇が、処遇が上がらないのかなと。

例えば私立園とかでいう運営費を上げるとか。新しく制度が変わるので、その辺でどうなるのかなと思います。

これは国としての動きでもあると思います。介護にしてもそうだと思いますが、なかなか男性の介護士さんが長

くつとまらないで辞めてしまうという話も聞き及んだことがございます。やはり生活の場の基盤が保てるぐらい

の処遇にならないと、一生懸命やる気をもってやってきたんだけれども、日々の現実と処遇を考えると、そういっ

た決断にならざるを得ない人もいるのかなと。これは国としてもっと動いてほしいと思います。これを文科省の

先生、働きかけをお願いします。厚労省もそうですけど、よろしくお願いいたします。

吉本：今の話はむしろ国の議論になるかもしれませんね。

君塚：国も今そこを真剣に取り組んでいるところで、消費税を財源にして、子どもへの支援などを。財源問題は

非常に大きいのですが、おっしゃる通りです。

大野：一言だけ。ジェンダーギャップ指数というのがあって、日本はかなり遅れている傾向があります。これは

男社会でこれまできていたということもあるんですけれども、肝心要の女子学生が、ちょっと働いたら家で主婦

活動に専念したいという考え方がまだまだ根強いんですね。ですから条件整備もいろいろ大事ですが、学生が社

会貢献をしていくことが大切なんだ、やり甲斐があるんだということを、教育の世界でもっと盛り上げていかな

いと、条件整備されたところで、行きたい人が行かないと、難しいのかなと思っています。

吉本：その辺を民間企業の立場から、どうなっているんでしょうね。銀行でしっかりと短大卒の学生を採用して

もらいたいと思いますし。横尾さんどうですか。

横尾：そうですね。その話をもとに戻すと、諸悪の根源がどこにあるか、原因分析をどういう捉え方をするかな

んですけれども。サラリーにあるのか、あるいは対人コミュニケーションの、職場のなかの環境にあるのか、あ

るいはその他の問題点があるのか。私ども銀行の中でも、他の企業さんと比べると少ないですが、辞めていく人

たちが多いです。やっぱり一番困るのは、自分が想像していた職場とは全く違っていたと、「もう、やーめた」と

いう観点で、「私にはもっと深い夢があったんだよ」という辞め方をしていかれる人たちもいます。それでは

ちょっと困るなという感覚を持っています。

銀行でいうと、今、やっと環境が少し良くなってきましたので、高校生卒業を 4、 5年ぐらい前から、短大生

も、今日人事に確認したら、毎年 1 人か 2 人は採用していると。高卒の、特に学校で頑張った人たちを銀行では

高くとっています。 4大卒は何か自分が差別化したものをもってきます。その時に短大生は何が差別化できるか

というところを人事はしっかりと見ているようです。そういった学生生活の中で何を体験してくるかということ

は、非常に重要かなと思っています。
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吉本：高卒と大卒、銀行の中では高卒のイメージがある、大卒のイメージがある。短大のイメージはどうやって

つくるかという。そういうのはある種、キャリア教育・職業教育というのがあって、また○○力、いわゆる「短

期大学力」というのはまだいってはいないようですけれども。我々の学士力だっていうのをあんまり言いすぎる

のもどうかということ。やっぱり短期大学固有の、まさに短期大学のスタンダードを作っていくことが大切かな

と思います。その辺、どうですか、中濵さん、安部さん、九州から発信できそうですか。

中濵：先ほどの横尾さんのお話から、高卒の学生さんと、大卒の学生さんのイメージがあると。これは先ほどおっ

しゃられた数でわかると思うのですけれども、まずは短大生をたくさん採用いただけると、短大生のイメージが

深まると思います。まず、入れる人数が少ないので十分なイメージをつかめないんじゃないかというのが、現場

を預かる私の意見です。もうひとつ、私が金融関係の人とずっと学生支援をしているものですから、その観点か

らお話ししますと、多分資格など、そういったところのレベルであれば、4大生に負けない教育ができるかと思っ

ています。ただ、触れ合う機会が非常に限られている。短いものですから、やる気を出す仕組みが弱いかなと、

そこが十分できれば、十分教育できる可能性があると私自身は思っております。

吉本：安部さん。何かありませんか。

安部：最近、高校卒業生の求人が増加しているというニュースがありました。若年労働力が減るなかで、若い人

が欲しいという企業が今後増えてくると思います。ただし、高卒時点で就職ができたとしても、世の中の変化の

なかで、その人が生涯にわたって通用する職業的能力をもって、職場で、きちんとした職業人として活躍できる

かどうかは、中等教育終了段階では心もとない。そうするとさらに 2年間でも、高等教育である短期大学で学び、

何か力を付加する必要がでてくる。現在、吉本先生は短期大学に残っている専門職・職業人養成は保育人材だけ

ではないかとおっしゃいましたけど、違います。栄養人材もありますし、介護人材も養成しております。そうい

う短期大学の 2年間で養成できる専門職人材もございます。そのなかで、私たちが短期大学教育の特徴として出

さなければならないということは、先ほどからキャリア教育を論じる中で、少しずつ言葉が出ておりましたけれ

ども、短期大学の「教養教育」をいかにしていくか、どう可視化していくかということが、今後の課題になってい

くのではないかと思います。日短協ではコア・カリキュラム等々の研究にも着手はしておられるのですが、なか

なか可視化ができていない。専門教育をやっている短期大学だけれども、その土台となる教養教育、ジェネラル

エデュケーションとはどういう内容かを、私たちが提示できれば、短期大学教育のオリジナリティというか、アイ

デンティティが確立できるのではないかと思います。それは各短期大学の取り組みの集約、あるいは情報の共有

を通して確立していくものと私は感じておりますし、もしそれができたら、短期大学は中等教育のさらに上にあ

る、本当にショートターム（短期）の高等教育ができる機関になれるのではないかと思っております。以上です。

吉本：安部さんの言っていた 4つの機能的分化（短大WGの審議のまとめ）で、一番わからないところが知識基

盤社会に対応した教養的素養を擁する人材養成機能で、ここに GP でタックルしているんだということで、今日

は職業・キャリア教育がテーマだったのですけれども、今度は、教養教育。おそらく大学においても、どういう

言葉でも教養教育と言ってしまう。大学人だって、ある種好き勝手に教養教育を語っている。非常にある種、め

くらましの言葉。だからそこをどのように議論していくか。それから我々短期大学は、大学以上にカリキュラム

の制約があるなかで、教養教育をどう議論するのか。次の会の課題になるかと思います。

私は逆に職業教育は単純で、職業の職業による職業のための教育、これを徹底するんだということ。それが職

業実践専門課程にあるような形で、どれほど明確に外部のステークホルダーとつながるのか、そうすることによっ

て横尾さんがいうような形の、作り手の視点からユーザーの視点、要するに作る組織のさらにその奥にあるもの

が見える形の教育をしていく。そのような方法がとても重要であると思います。そこを職業教育の基礎的キャリ

ア教育という考え方をすれば良いだろうと僕は常に思っています。これがどうできるかというのは、悩ましいと

ころです。

そんなところで、せっかく登壇いただいて、あまりコメントがいただけなかったのですが、パネリストのみな
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さん、ありがとうございました。

藪：こういうディスカッションの常ですが、本当に面白くなってきたところで時間がなくなってしまうという。

今日もそういうことになってしまいました。

最後に、西九州大学短期大学部の福元学長先生より閉会のご挨拶を頂戴いたします。

福元：西九州大学短期大学部学長の福元でございます。先生方、お疲れ様でございました。君塚さんも遠路おい

でいただきまして、参考になる話、これから短大の将来、本当に大事なところです。今後もよろしくお願いいた

します。大野先生も関東の方から、おいでいただきまして、すばらしいお話をしていただき、ありがとうござい

ました。先生の自己効力感、これは今日聞いて非常に印象に残りました。誰かおっしゃったのですが、折れない

心をもった学生を、短期大学はキャリア教育・職業教育、プラス教養教育を通じて持っている、身に付けている

ということです。これはデータで示さなければならない。私たちがコンソーシアムを組み、共同で GP 事業に取

り組んでいる IR ネットワーク、そういうデータを共有して、みんなで…というところです。学習成果を可視化

する、見えるようにする。共通なものを作って 7短大でデータを出し合って共有して、短大の職業・キャリア教

育それから教養教育をやると、そういう目に見える成果をあがっているということを、 7短大で見せれば、嵐を

起こせるのではないかということを思いました。

今後ともこの活動を続けていきますので、それぞれの先生方、いろいろ知恵を絞って、短大の生き残りにお力

を発揮していただければということを願って、ご挨拶とさせていただきたいと思います。

本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。
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第 4章

会議ならびに研究会等の記録





（ 1）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10月12日（日） 日時 平成27年 3月16日（月）

10：40〜11：40 13：30〜15：30

場所 アルカス SASEBO 大会議室 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 議題 1．GP 中間評価について

2．GP 中間評価に向けて 2．平成27年度事業について

②事業推進会議の開催

日時 平成26年 4 月27日（日） 日時 平成26年 8 月26日（火）

10：00〜16：00 10：30〜12：00

場所 佐賀女子短期大学 411教室 場所 福岡女子短期大学

参加人数 19名 参加人数 17名

議題 1．リーフレットについて 議題 1．職業・キャリア教育フォーラムについて

2．短大フェアについて 2．リーフレットについて

3．FD/SD研修会について 3．短大フェスについて

4．その他 4．WIL 先進事例視察について

5．在学生調査/卒業時調査について

6．その他

日時 平成26年 5 月25日（日） 日時 平成26年10月 3 日（金）

14：00〜16：30 10：30〜12：30

場所 アルカス SASEBO 小会議室 場所 長崎短期大学

参加人数 17名 参加人数 16名

議題 1．リーフレットについて 議題 1．スケジュールの確認

2．短大フェアについて 2．会場レイアウト

3．在学生調査/卒業時調査について 3．来場者数アカウントについて

4．その他 4．アンケートについて

5．事務的な確認

6．その他

日時 平成26年 8 月11日（月） 日時 平成26年11月30日（日）

13：00〜15：30 14：20〜16：20

場所 佐賀女子短期大学 411教室 場所 香蘭女子短期大学 第 5会議室

参加人数 10名 参加人数 14名

議題 1．名称について 議題 1．運営協議会について

2．タイムスケジュール/レイアウト 2．在学生調査/卒業時調査について

3．広報について 3．FD/SD研修会について

4．その他 4．評価委員会について

5．短大フェスについて

6．その他
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③職業・キャリア成果検証部会

日時 平成26年 5 月25日（日） 9 ：30〜11：00

場所 アルカス SASEBO 小会議室

参加人数 7名

議題 1．Ｈ26年度の検証部会の取り組み事業内容の確認

2．国内のWIL事例収集のための訪問について

④職業・キャリア教育推進部会

日時 平成26年 5 月25日（日） 9 ：30〜12：00

場所 アルカス SASEBO 小会議室

参加人数 13名

議題 1．短大フェアについて

2．その他

⑤在学生調査の分析に関する研究会《公開》

第 1回 日時 平成26年 9 月11日（木）10：30〜15：00

場所 佐賀女子短期大学 411教室

参加人数 11名

内容 1．これまでの調査の整理

2．データの有効活用のために

3．その他

第 2回 日時 平成26年11月30日（日）10：30〜13：30

場所 香蘭女子短期大学 第 5会議室

参加人数 16名

内容 1．短大生のレディネス調査計画

2．データの活用法について

3．その他

（ 2）FD/SD研修会記録

第 1回 日時 平成26年 8 月26日（火）13：30〜15：30

場所 福岡女子短期大学

内容 「IRを活用した EM（学習支援GP）」 【精華女子短期大学 講師 熊田亜矢子】

平成25年度在学生調査実施報告 【福岡女子短期大学 講師 中元 博明】

【長崎女子短期大学 准教授 武藤 玲路】

【西九州大学短期大学部 助教 福元 健志】

第 2回 日時 平成27年 2 月27日（金）13：30〜15：30

場所 佐賀女子短期大学

内容 「共同教学 IRネットワークシステム機能の活用について」

【㈱ハウインターナショナル 桑木 康宏 氏】

佐賀女子短期大学での IRネットワークシステム運用 経過報告
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