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はじめに

｢大学間連携共同教育推進事業」として平成24年度に採択された「短期大学士課程の職業・キャリア教育と共同教学 IR
ネットワーク」は、北部九州 3 県に所在する 7 つの短期大学が協働して取り組んできたものであるが、平成28年度をもっ
て最終年度を迎える。本事業では、 7 短大連携体制のもと、短期大学生のための職業教育とキャリア教育の質的・量的拡
充と発展を目指し、各短期大学教育の質保証にも資することを目標に取り組んできた。具体的には、合同アクティビティ
（高校訪問キャラバン隊、短大フェス、卒業生インタビューリーフレット制作）の実施や、連携校の教員らによる国内外の
WIL（Work Integrated Learning）先進校視察などの取り組みがある。これらの効果は、各校の教職員に情報交換や学び
合いの場をもたらしたことや、各校の学生どうしの交流の場を提供できたことであろう。また本事業は、内部的質保証の
実現を図るために、短期大学の実情にあった共同の教学 IR ネットワークシステムを構築し、在学生や卒業生を対象とし
た共同の調査研究や、学生の学びの自覚を促すプログラムなどの開発も行ってきた。その結果、共同教学 IR ネットワー
クシステムを用いて共同調査や学校独自の調査を Web 上で実施できるようになり、入力・集計の手間をなくして瞬時に
入学生と在学生の特徴と傾向の理解、学修成果の可視化、自校の教育取組の客観視、卒業生の状況把握などが可能となっ
たほか、PDCA サイクルによるカリキュラム・マネジメントの確立も実現できる体制を整えられるようになった。さらに
本事業では、教員の教育力や研究力の向上を促すための FD、および職員の教育・研究支援や管理運営の資質向上を目指
すための SD も積極的に企画・実施してきた。
さて、冒頭で述べた通り本事業は最終年度を終えたところである。今、各短期大学では地域の短期高等教育機関として
直面する諸問題といかに立ち向かって乗り越えるか、そして地域から信頼される高等教育機関として存続していくために
はこれから何をすべきかという課題がある。少子化と全入時代の今日、入学者選抜方針（アドミッション・ポリシー）は
重要な検討課題の一つである。生活環境が変化し、知識基盤社会となった現代社会、学生たちの専門科目を学ぶレディネ
スについての実態把握も重要である。企業や地域のニーズ把握を通じて社会実情に適した学修評価・学位授与方針（ディ
プロマ・ポリシー）を検討し、卒業生のアウトカムズの集約を加味して教育内容・方法（カリキュラム・ポリシー）の継
続的な点検・見直し作業がますます教育改革の要として位置づけられる。教学マネジメント機能のために IR は不可欠で
ある。本事業を通じて連携 7 短大はこれら教育改革を取り組むハード面での土台構築を実現できたと思われる。今後は、
ソフト面を充実させ、短期高等教育の発展に向けた取り組みが重要である。たとえ厳しい状況下に置かれていても、社会
変化と時代の要請に応じた改革・改善を行い、良質な人財を育成し輩出することで、地域の短期大学は間違いなく存続で
きるものと確信している。

平成29年 3 月
佐賀女子短期大学

学長

南里

悦史
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第2章

短期大学の職業・キャリア教育の充実に向けた活動

（ 1 ）WIL ／職業・キャリア教育先進事例収集
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（ 2 ）学生／卒業生調査
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（ 3 ）合同アクティビティの実施
1 ．高校訪問キャラバン隊
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2 ．短大フェス
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3 ．卒業生インタビューリーフレット制作
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（ 4 ）IR ネットワークシステムの構築
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第3章

本事業を踏まえた連携校の改善活動について
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香蘭女子短期大学／佐賀女子短期大学／精華女子短期大学
長崎女子短期大学／長崎短期大学
西九州大学短期大学部／福岡女子短期大学
連携校で実施する職業・キャリア教育一覧（抜粋）
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第5章

本事業のまとめ
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第6章

活動記録／資料
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※各執筆者については文末に《 》にて掲載

第1章

「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」取組概要

本連携事業は、こうした問題意識に立って、短期大学

（ 1 ）連携取組の概要
本取組は、短期大学独自の職業・キャリア教育の充実・

による、短期大学のための、短期大学の教育の質の保証

発展のために、①学生の主体的学びを促進し、教育成果

を目指すことで、日本の短期高等教育の将来像を描くこ

を高める Work Integrated Learning（以下、WIL と省略）

とを企図している。
日本の短期高等教育機関である短期大学は、60年以上

に関しての国内外における知見と情報の集約を図る活動、
②学習経験や価値観の異なる他学科・他短大の学生が、

の歴史を持ち、特に、地域の多様なニーズに応えた中堅

共同で地域のステークホルダーと交流し、社会人基礎力

人材の養成を担っている。大学と同様、「短期大学設置

を培う 3 つのアクティブラーニング事業の展開・充実を

基準」
「認証評価制度」等、高等教育機関としての基本的

実施するものである。実施に当たっては日本インターン

な質を担保するための法制度も整っている。しかしなが

シップ学会関係者と協働して活動内容の充実を図り、成

ら、短期大学は、大学に較べると規模が小さく、地方都

果検証を行う。また本取組では、連携 7 短期大学で、短

市にあり、少子化・過疎化の波を受けて経営環境の厳し

期大学士課程教育の質の保証システムの汎用的なモデル

い学校が多い。そうした中で、大学として組織的・体系

となる共同教学 IR ネットワークシステムの構築と、ア

的に教育を支えることや、成果を社会や地域の活性化の

セスメント活動を含む運用スキームの整備を図る。取組

ために活かすことに、短期大学が単独で取組むことには

の成果は、日本私立短期大学協会を通して関係者に公開

大きな困難が生じている。

し、短期大学全体における教育の質の保証のための方策

この困難の解消のために、福岡・佐賀・長崎の北部九

を提示する。

州に位置する 7 つの短期大学は「短期大学コンソーシア

（ 2 ）本事業の目的・必要性

ム九州」を組織し、短期大学教育の点検・評価から課題

本補助事業の全体の目的は、10年間の連携実績を有す

の抽出に関する多くの知見を蓄積し、その知見を素に各

る地方の短期大学連合（
「短期大学コンソーシアム九州

短期大学および、加盟短期大学全体の教育改善に資する

／ JCCK」）に加盟する 7 短期大学が地域の「分厚い中堅

活動を積極的に行い、その成果について関係者に広報し

人材育成」という機関機能の強化のために、教育の質の

てきた。それらの活動の到達目標は、一貫して、短期大

保証に共同で取組むことにある。

学教育の質の保証とスタンダードの確立である。

今般の中央教育審議会大学分科会の審議のまとめ（平

本取組では、この目標を総合的に達成するために、日

成24年 3 月26日「予測困難な時代において生涯学び続け、

本私立短期大学協会をはじめとする短期大学教育関係者

主体的に考える力を育成する大学へ」）では、学士課程

や、短期大学教育の内容・方法に関する専門的な知見を

( 4 年制大学）における教育の質の保証について議論さ

有する、日本インターンシップ学会等の学協会と連携し、

れているが、短期大学士課程について具体的な内容の記

支援・協力を受けながら、短期大学教育の質の保証を目

載はなく、日本の高等教育には、短期大学教育に関する

指していく。

論議の不在が見られる。

（ 3 ）本事業の取組内容

大学が機能的分化を進めつつ教育の質を高めていくか

Ａ．短期大学の特色ある職業・キャリア教育の充実

は、依然として、高等教育政策の中心課題であるが、短

Ａ- 1 ．短期大学の職業・キャリア教育の成果検証

期大学の機能は、幅広い職業人養成、総合的教養教育、

Ａ- 1 -①連携校の特色ある職業・キャリア教育に関す

地域の生涯学習機会の拠点、社会的貢献（平成21年 日
本私立短期大学協会『短期大学教育の再構築を目指して
―新時代の短期大学の役割と機能―』
）の 4 つと定義さ
れている。こうした短期大学の機関機能を高めるために
は、学士課程と同様、学生の思考力や表現力を引出し、
その知性を鍛え、課題の発見や具体化からその解決へと
向かう力の基礎を身につける、能動的な授業を中心とし
た教育を保証しなければならないのは自明のことである。
しかしながら、短期大学教育の質の保証を確立するため
には、大学で行われている改革に安易に追随するのでは
なく、 2 年間という短期の教育期間と、学生の学習経験
や志向に基づく独自の方法を開発しなければならない。
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る事例の研究
②国内外の Work Integrated Learning の事例研
究
③事例研究に基づく各短期大学における教育の
改善
④職業・キャリア教育の点検・評価指標の開発・
改善活動
⑤開発をした点検・評価指標における教育成果
の向上
Ａ- 2 ．連携校の学生・教職員共同の職業・キャリア教
育の効果的な実践
Ａ- 2 -①高校訪問キャラバン隊

②卒業生リーフレット制作

※本報告書では、便宜的に大学間連携共同教育推進事業

③短大フェア／短大フェス

を「連携 GP」や「GP 事業」と標記することもある。
また、連携して取り組む、香蘭女子短期大学、佐賀女

Ｂ．共同教学 IR ネットワークシステムの構築
Ｂ- 1 ．システムの完成と運用スキームの確立

子短期大学、精華女子短期大学、長崎女子短期大学、長

Ｂ- 1 -①学生調査

崎短期大学、西九州大学短期大学部、福岡女子短期大学

②夢・目標設定セルフチェックシステム

は、短期大学コンソーシアム九州を組織している。その

③学修ポートフォリオ

ため連携 7 短大を指す場合、便宜的に「短期大学コンソー

④学生サポートメモ

シアム九州」や「JCCK」という語も使用している。

Ｂ- 2 ．アセスメント活動
Ｃ．連携ステークホルダーとの関係性の強化
①関連学会と連携した短期大学の WIL の内容や方法
の確立
②日本短期大学協会と連携した短期大学教育の査定モ
デルの作成
③連携取組の事務局運営と基盤体制づくり

― 3 ―

第2章

短期大学の職業・キャリア教育の
充実に向けた活動

・カリキュラム編成

（ 1 ）WIL ／職業・キャリア教育先進事例収集
職業・キャリア教育の事例紹介をしている学会などに

選択科目ではあるが、 1 年次から 4 年次にかけて計

参加、先行事例紹介を通じてインターンシップや WIL

18のキャリア形成支援科目が開設されおり、学生は興

（＝ Work Integrated Learning）の重要性を再認識する

味のある科目に履修希望を出し、教員は学生の意欲を

とともに、短期大学においてどのように応用していくの

面接で査定して、受け入れを確定する。主な科目は、

かという課題を明確にした。また、学生の学びという視

自己発見とキャリアプラン、実践フィールドワーク、

点からは、学校行事（オープンキャンパス等の課外活動）

インターンシップなどである。

を広報という視点から捉え、職業・キャリアへ繋げるよ

・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

うな方法へ示唆を得た。
また、職業・キャリア教育に意欲的に取り組んでいる

約30名を選考し、企業の若手社員と合同でその社員が

先進校へ視察訪問を実施した。 4 年制大学への訪問から

抱えている問題の解決策を検討する講座を開設してい

「短期大学にあった形でどのように展開していくのか」

る。最終的には討論の成果を公開報告会で発表し、地

ということが課題にあがった。この点は以前より課題で

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。

はあったが、先行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

・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

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

名の事務職員が授業の運営にかかわっている。教員の

開に向け、短期大学の現状や方向性を認識するため、各

みならず事務職員もローテーションで、キャリアプラ

種の審議会や研究会へ参加したり、短期大学のなかで職

ンの講座で学生に助言・指導をしている。

業・キャリア教育に力を入れている学校へ視察訪問を

・特色ある取り組み
毎年97〜98％の学生が確実に就職しており、特にイ

行ったりした。

ンターンシップやハイブリッド科目を受講した学生の

以下、WIL ／職業・キャリア教育先進事例収集として、
視察訪問した学校についての報告である（審議会・研究

就職率や企業側の評価が高い。勤務地は地元が多いが、

会等については省略）
。

全国や海外にまで及んでいる。

1 ．京都産業大学

京都産業大学では、建学の精神を具現化したものとし

日程：平成25年11月28日（木）

てキャリア教育を位置づけ、全教職員が共通意識の下で、

訪問者：中濵雄一郎（香蘭女子短期大学）

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。

竹中真司（佐賀女子短期大学）

特に注目すべきことは、ハイブリッド科目で企業の若

武藤玲路（長崎女子短期大学）

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

対応者：松高政（経済学部准教授）
林誠次（事務部長）

座である。大学と企業が協同で人材育成に取り組み、地

概要：京都産業大学を訪問し、キャリア教育研究開発セ

域社会の認知度も上昇している。

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
る説明を拝聴し、その後質疑応答と自由討議を
行った。
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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《竹中真司・中濵雄一郎・武藤玲路》

2 ．桜の聖母短期大学

て、教員への負荷や担当科目数も影響しており、教員

日程：平成26年12月20日（土）

側が入力できている又は入力できていないという状況

訪問者：朝木徹（精華女子短期大学）

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

小嶋栄子（長崎短期大学）

方法・運用について広く周知していく予定である。

対応者：加藤竜哉・遠藤修司
概要：情報ネットワークシステムの運用と活用・具体的

・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。

な職業に直結した教育の内容について説明を受け、

学生の利用状況については、情報ネットワークシス

質疑を行い、施設見学等をした。

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、

①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

入力を成績に反映させて対策を講じている。今後、全

ネットワークシステムの運用について、どのように各

教職員の全面的利用に留まらず学生利用も含めたます

教職員が参加しているのか、当該システムの促進状況や

ますの情報ネットワークシステム構築を進めていく予

実際の活用状況を視察した。その結果、全教職員で情報

定である。

《朝木

徹》

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、

②具体的な職業に直結した教育の内容について

使用する教職員の現状、必要性に合わせて個別に情報

―キャリア教養学科のインターンシップを中心に―

ネットワームシステムの活用を進めているとのことで

全学的にビジネス実務教育に力を入れており、キャリ

あった。現在、全教職員の全面的利用に向けてシステム

ア教養学科（定員100名）では 1 年次共通科目として「ビ

の構築を進めていると共に学生の利用についても、学外

ジネス実務Ⅰ」
「ビジネス実務Ⅱ」とともに「インターン

からの利用環境（HP より）整備がされている状況を踏

シップＡ」（前期 1 単位）が必修となっている。

まえ、一層の活用を構築していく予定である。

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。

・全ての教職員が参加しているのかどうか。

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

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

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。

同じ学生情報が閲覧可能である）
。情報ネットワーク

さらに、インターンシップ前の準備として 6 月頃には

システムの管理はクラウド上（solomon）にて行って

「キャリア形成演習Ⅰ」という授業内で、前年にインター

いる。

ンシップを経験した 2 年生へのインタビューを行う。こ

例：ｅ‐ポートファリオシステム（学生カルテ・ポー

のことによって、 1 年生は、インターンシップの具体的

トフォリオ・ｅ‐ラーニング）
、BCSA（ビジネスコミュ

なイメージ作りができると同時に、その大変さ、注意し

ニケーションスキル診断）
、リテラシー能力診断（プロ

なければならない点を学び、さらに、自分がなぜインター

グ）、学習観アンケート、実習先評価、企業評価（企業

ンシップをするのか、その目標をより明確にできる。

への聞き取り評価も含む）

インターンシップ終了後には、その評価の基準として

特に高校訪問時には広く活用されている。ｅ‐ラー

受け入れ企業へのアンケートを実施する。

ニングは本学への入学が決まった高校生に対して例：

また、学生たちは自らのインターンシップ体験の振り

日本語・英語・数学・情報に関する入学前事前学習を

返りを行う。振り返りの方法の一つは、10月の土曜・日

課題として（ベーシックスキル）
、入学時にはプレイス

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

メントテストを実施し入学前学習の成果を確認してい

うポスターセッションである。学生たちは、このポス

る（ｅ‐ラーニング効果検証の 1 つ）
。

ターセッションで、振り返りと同時にプレゼンテーショ

・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。

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、ポスターの内

例：学生との顧問（クラス担任）面談の記録につい

容・配置、説明の方法等に工夫を凝らすからである。
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訪問調査を終えて最も印象に残ったのは、加藤先生の

取り組みの充実を図っている。

お口から発せられた
「 1 年生 5 月の連休明けが勝負です」
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

という言葉だった。

編成

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

学部・学科を問わず、就業力の育成を目的とし、その

価を確認すると同時に、教職員側もこの結果を基にして

系統的・段階的な修得を可能とするカリキュラム編成や

指導や助言を行っていく。さらに、教員 1 人あたり学生

授業の実施を図っている。具体的には、各学科・専攻科

約10人という顧問制度を設け、授業以外の時間はいつで

で学ぶ専門科目については、実学的専門科目を設定し、

も、学習面はもちろん私生活にわたるまで相談にのると

産業界等のニーズを踏まえた授業の実施を図っている。

いう徹底ぶりである。教職員の方々が 2 年間という短い

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

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

センターを設置し、そこで全学共通教育のカリキュラム

ているか、また、どれだけ熱心に学生たちの将来を見据

の編成や実施、改善を行っている。キャリア教育科目は

えた教育を行おうとしているか、その熱意を目の当たり

その一つに位置づけ、職業観や勤労観および職業に関す

にした思いだった。

る知識や技能を身につけるとともに、自己の個性を理解

また、
インターンシップが終わった後の、
ポスターセッ

し、主体的に進路を選択する能力・態度を育て、人生を

ションでは、インターンシップをインターンシップ体験

設計する力を育むことを目的としている。このキャリア

だけでは終わらせず、その体験を友人たちにいかにわか

教育科目の運営にキャリア教育支援課が携わっており、

りやすく解説するかという実践をさせることで、学生を

授業内容によっては徳島県下の企業関係者や地域活動実

さらに成長させ、その実践も含めた評価体制・測定方法

践者を招聘し、徳島県の文化や歴史、経済についての理

の構築につながるのではないかと考えられた。

解を深めている。キャリア教育科目の他にも、建学の精

《小嶋栄子》

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」

3 ．四国大学短期大学部

とし、それについて学ぶ「スタンダード関係科目」
、大学

日程：平成26年11月25日（火）

での学習に必要な知識や技術、学生に求められる常識・

訪問者：中元博明（福岡女子短期大学）

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、

福元健志（西九州大学短期大学部）

人間・社会関係力の育成に取り組んでいる。

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）

③地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）による地域

加渡いずみ（ビジネス・コミュニケ―ション科

貢献型人材の育成と地域の活性化の推進

講師）

平成26年度の地（知）の拠点整備事業として、
「とくし

概要：WIL 等について、短期大学部における取り組みに

まで学び育てる地域貢献型人材育成事業」が採択された。

ついて拝聴する予定であったが、大学と同内容、

その推進のために、上記の取り組みに加え、県内 2 か所

同体制で短期大学部でも実施されているとのこと

にスーパーサテライトオフィスを開設し、全学性を対象

であったため、大学における取り組みを拝聴した。

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

①就職支援体制の充実

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

就職キャリア支援部（キャリアセンター）の下に、実

図る。

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

本視察を一言で要約するならば、四国大学に本学や

課を設置し、各課が中心となって就職支援およびキャリ

GP 連携校の進むべき方向性を見出すことができたとい

ア教育に関する取り組みを行っている。就職キャリア支

うことである。

援部には部長 1 名、参事 3 名（うち 2 名は主に徳島県内

その 1 つが地域に根ざした大学を目指している点であ

の就職先およびインターンシップ先の開拓に専従）、正

る。一般的に大学は短期大学と比べて学生の地元出身者

規職員 6 名、臨時職員 3 名の計13名もの人員を配置し、

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

長崎短期大学、西九州大学短期大学部、福岡女

への就職率が高いということであった。四国大学はその

子短期大学ほか）

現状を踏まえ、教育指針の一つとして社会・地域に貢献

概要：蔚山科学大学校視察、表敬訪問、国際シンポジウ

できる就業力に富んだ人材の育成を掲げている。さらに、

ム、蔚山市女性人材開発センター見学、現代重工

四国大学は、地元徳島の経済状況にも目を向け、自学で

業見学

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

12月17日から 2 泊 3 日の日程で、蔚山科学大学校での

択された。本 GP 連携校が地域に根ざした短大を標榜す

WIL 視察、表敬訪問、国際シンポジウム、蔚山市女性人

るのであれば、四国大学のように、育成する人材像を明

材開発センター見学、現代重工業見学を行うなど、学ぶ

確化することや、地域の活性化についても一定の成果を

ことの多い訪問となった。ここでは蔚山科学大学校にお

出すことが近い将来求められることが予想されるため、

ける WIL の先進的な取り組み事例について紹介する。

そのような取り組みについて検討すべきだと思った。

蔚山科学大学校は1973年に科学工業系の短期高等教育機

2 つ目は、手厚い就職支援体制の構築である。四国大

関として、現代グループが創業者の地元である大韓民国

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

慶尚北道蔚山市に設置した短期大学である。現在 3 学部

が、履歴書の作成や個人面接の指導のみならず、就業へ

14学科あり、工学系、看護・医療系、経営系、幼児教育・

の意欲喚起を目的としたジョブカフェをはじめとして、

社会福祉系などの分野が充実している。教育課程は専門

多様な進路に対応した各種ガイダンスが企画、実施され

分野によって就学年数が異なる。例えば、社会福祉系、

ていた。さらに、教職員のためのキャリア相談 GUIDE

料理・調理系、経営関連系の学科は 2 年間、建築系、電

の作成、配布や学生の就職活動情報の共有を通じて、就

気工学系、情報技術系、食物栄養系、幼児教育系は 3 年

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

間、そして看護学科は 4 年間で学べるカリキュラムに

おり、全学的な就職支援体制が構築されていた。大学全

なっている。平成22年 3 月から参加校である佐賀女子短

入時代の到来により、ますます学生や進路の多様化が予

期大学と海外学術交流協定を結ぶなど、蔚山科学大学校

想されるため、就職キャリア支援部のような部署の設置

は積極的に海外の高等教育機関との交流活動をすすめて

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

いる。蔚山科学大学校の総長や教職員たちが、「国際的

いが、全学的な就職支援体制の構築は必要不可欠である

に通用する高い水準の専門的職業教育の提供」と「世界

と考えられるため、本学や GP 連携校において体制構築

で活躍できる人材の育成」に心がけ、
「世界トップレベル

に向けた取り組みが必要だと考えられる。

の短期大学」を目指していると強調していた点は非常に

四国大学への視察を通して、 1 ）短期大学は「短期」

印象的であった。韓国の有名財閥企業のひとつであり、

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

自動車や造船業分野などで積極的なグローバル展開をす

あること、 2 ）WIL（職業統合的学習）とはインターン

すめる現代グループが創設した短期大学だからこそ、こ

シップ等の職業体験に限ったものではなく、地域人材の

れほど明確な教育目標をおしすすめる力があるのではな

授業への参画や地域社会との関わりについても、広義の

いかと思った。

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

蔚山科学大学校

ることができた。可能な限り本学や GP での取り組みで

模型

活用していきたい。

《中元博明》

4 ．蔚山科学大学校
日程：平成27年12月17日（木）
場所：蔚山科学大学校
（大韓民国慶尚北道蔚山広域市）
・産業教育センター（西キャンパス）
・就職支援センター（東キャンパス）
参加者：12名（香蘭女子短期大学、佐賀女子短期大学、
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産業教育センター

就職支援センター

《鹿毛理恵》
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（ 2 ）学生／卒業生調査

学生を集め一斉実施。一方、福女は操作方法

1 ．在学生調査

などのマニュアルを手渡して自分でスマート
フォンなども使って回答するように指導した

本事業は、連携する短期大学で共通の在学生調査を平

のみ。長短は ID・パスワードを送信したのみ。

成25年度から実施している。在学生調査には、前期を終
えた 1 年生を対象とする入学半年経過時在学生調査と、

目

・短期大学教育のベンチマーク設定に向けた調

卒業が近づく 2 年生を対象とした卒業時在学生調査の二

査

つがある。入学半年経過時在学生調査は平成25年度から
スタートし、最終年度をもって 4 回実施した。卒業時在

的：・共通調査のための問題点の洗い出し

特

色：・平成27年度より、ライ・スケールを質問項目

学生調査は平成26年度から開始し、最終年度をもって 3

の中間地点と最後の質問項目に設定した。例

回実施している。以下に、それぞれの調査とその回収率

えば、「嘘をついたことはない」「後悔したこ

等について述べる。

とはない」などといった質問を設け、質問を
よく読んで考えずに回答している可能性のあ
る回答者を洗い出すひとつの判定材料として

①入学半年経過時在学生調査

の役割を期待したものである。

調査について

・平成28年度より、入試形態についてたずねて

調査名：入学半年経過時在学生調査

いる。
期

間：①平成25年度（11/ 7 〜12/31）
実施方法と回答回収状況について

②平成26年度（10/15〜 2 /28）
③平成27年度（10/20〜12/31）

本事業では、共通調査を行うことで質問項目や教育的

④平成28年度（10/ 3 〜 2 / 6 ）

取組の問題点を洗い出し、短期大学教育の質保証の担保
に向けて特色や改善点を明らかにするため、また、ベン

対

チマークの設定を目標に入学半年経過時在学生調査を平

象： 1 年生

成25年度から本事業の最終年度28年度にかけて実施して
参加校：香蘭女子短期大学
（香蘭）
、
佐賀女子短期大学（佐

方

きた。表 1 は調査に参加した各学校の回収率の状況の経

女）
、精華女子短期大学（精華）
、長崎女子短期

年変化を見たものである。連携 7 校全体の回答回収率は、

大学（長女）
、長崎短期大学（長短）
、西九州大

おおむね 8 割という高さを維持することができた。しか

学短期大学部（西九）
、福岡女子短期大学（福女）

しながら、各学校の回収率を細かにみると、それぞれの

法：・IR ネットワークシステムによる Web アン

学校の調査の実施方法と指導方法によって、その到達割
合に大きな差がみられた。IR 担当者やクラス担任など

ケート（調査）
・学生のメールアドレスへログイン ID とパス

が定められた日時に、学生を学内コンピュータ室に集め
て一斉に実施した学校の回答回収率は 9 割以上に達して

ワードを送付
・平成25年度および26年度に実施した調査につ

いる。一方、平成27年度実施の事例として、操作マニュ

いては、初めての取り組みだったため、学校

アルのみを手渡し、各自の責任でアンケート調査を実施

内での周知や協力体制が整っていない学校が

するような指導をした学校と、最初から学生の自主性に

あった。そのため対象者が非常に小さくなっ

任せて ID パスワード配信のみを行った学校では回答結

た学校や、 2 年生も調査対象者として含まれ

果の回収率が幾分低くなった。学生全員の満足度や短期

た学校などがある。

大学の教育内容や取組等について把握したい場合は、学

・平成27年度より、調査に参加する各学校で学

生自身の自主性や個別にスマートフォン等で実施するよ

内周知や協力体制が構築されるようになり、

うに促すような指導をするよりも、日時を定めて対象学

適切に対象者に ID とパスワードが送付され

生を 1 カ所に集めて、一斉に回答できる時間と環境を提

るようになった。

供する方が得策といえよう。

・平成27年度より、各校の判断でそれぞれの方
法が実施されるようになった。例えば平成27
年度の各校の実施方法は次の通りである。香
蘭・佐女・精華・長女・西九は日程を定めて
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表 1 ．各学校の入学半年経過時在学生調査の対象者数と
回答者数および回収率の推移（平成25〜28年）
H25

H26

H27

338/426

360/420

362/392

400/416

蘭

（79.3）

（85.7）

（92.3）

（96.2）

佐

185/226

144/171

168/186

153/166

女

（81.9）

（84.2）

（90.3）

（92.2）

精

299/323

272/312

296/319

288/311

華

（92.6）

（87.2）

（92.8）

（92.6）

長

25/25

171/200

170/174

182/186

女

（100.0）

（85.5）

（97.7）

（97.8）

長

179/210

218/234

54/251

232/242

短

（85.2）

（93.2）

（21.5）

（95.9）

西

256/359

122/324

138/149

148/157

九

（71.3）

（37.7）

（92.6）

（94.3）

福

100/191

174/201

199/262

79/175

女

（52.4）

（86.6）

（76.0）

（45.1）

計

1,382/1,760
（78.5）

1,461/1,862
（78.5）

1,387/1,733
（80.0）

を作図した。これらは調査実施年度別に、入学半年経過
時在学生調査から得られた各学校の回答データについて、

H28

香

続いて、年度別の全体像を理解するために、図 1 〜 4

それぞれ連携 7 校全体に占める割合を円グラフで示した
ものである。

図 1 ．平成25年度における各学校の回答の全体に占める
割合（％）

1,482/1,653
(出所)

（89.7）

IR ネットワークシステム Web 調査「入学半年経過時在
学生調査（平成25年度）」

(出所)

IR ネットワークシステム Web 調査「入学半年経過時在
学生調査（平成25年度〜28年度）」

(注 1 )

表の値の見方について、各学校の上段の数値は、「回答し

図 2 ．平成26年度における各学校の回答の全体に占める
割合（％）

た学生数/調査対象者数（人）」、下段丸カッコ内の数値は
「回収率（％）」である。
(注 2 )

平成28年度実施の集計結果は平成29年 1 月27日現在の
データを使用している。この時点で調査は実施中である。

(出所)

IR ネットワークシステム Web 調査「入学半年経過時在
学生調査（平成26年度）」
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図 3 ．平成27年度における各学校の回答の全体に占める
割合（％）

②卒業時在学生調査
調査について
調査名：卒業時在学生調査
期

間：①平成26年度（10/15〜 2 /28）
②平成27年度（10/20〜12/31）
③平成28年度（10/ 3 〜 2 / 6 ）

対

象： 2 年生

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（長短）、西九州大
学短期大学部（西九）、福岡女子短期大学（福女）
方
(出所)

法：・IR ネットワークシステムによる Web アン
ケート（調査）

IR ネットワークシステム Web 調査「入学半年経過時在

・学生のメールアドレスへログイン ID とパス

学生調査（平成27年度）」

ワードを送付
・平成27年度より、各校の判断でそれぞれの方
法が実施されるようになった。例えば平成27

図 4 ．平成28年度における各学校の回答の全体に占める

年度の各校の実施方法は次の通りである。香

割合（％）

蘭・佐女・精華・長女・西九は日程を定めて
学生を集め一斉実施。一方、福女は操作方法
などのマニュアルを手渡して自分でスマート
フォンなども使って回答するように指導した
のみ。長短は ID・パスワードを送信したのみ。
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

特

色：・平成27年度より、ライ・スケールを質問項目
の中間地点と最後の質問項目に設定した。例
えば、「嘘をついたことはない」「後悔したこ
とはない」などといった質問を設け、質問を
よく読んで考えずに回答している可能性のあ

(出所)

(注 1 )

IR ネットワークシステム Web 調査「入学半年経過時在

る回答者を洗い出すひとつの判定材料として

学生調査（平成28年度）」

の役割を期待したものである。

平成28年度実施の集計結果は平成29年 1 月27日現在の
データを使用している。この時点で調査は実施中である。
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・平成28年度より、入試形態についてたずねて
いる。

実施方法と回答回収状況について

同様に、卒業時在学生調査の回答結果についても図 5

卒業時在学生調査は、各学校が入学半年経過時在学生

〜 7 のように作図した。これらは調査実施年度別に、入

調査とほぼ同様の手法を採用していた。学生に督促をか

学半年経過時在学生調査から得られた各学校の回答デー

けて回答回収率を上げた学校もあった。 2 年次学生は、

タについて、それぞれ連携 7 校全体に占める割合を円グ

時期的に卒業発表や各種資格試験などと重なるために、

ラフで示している。

学生や教職員にとっても、学生を一斉に同じ日程で集め
て実施するための時間確保が難しいとの声があがった。

図 5 ．平成26年度における各学校の回答の全体に占める
割合（％）

表 2 ．各学校の卒業時在学生調査の対象者数と回答者数
および回収率の推移（平成26〜28年）

香蘭

佐女

精華

長女

長短

西九

福女

計

(出所)

H26

H27

H28

384/421

336/386

287/383

（91.2)

（87.0)

（74.9)

201/224

133/169

151/182

（89.7)

（78.7)

（83.0)

286/314

254/286

274/319

（91.1)

（88.8)

（85.9)

177/205

181/191

170/170

（86.3)

（94.8)

（100.0)

88/209

132/231

214/307

（42.1)

（57.1)

（69.7)

146/186

137/153

133/144

（78.5)

（89.5)

（92.4)

146/191

72/200

79/254

（76.4)

（36.0)

（31.1)

1,428/1,750

1,245/1,616

1,308/1,759

（81.6)

（77.0)

（74.4)

(出所)

IR ネットワークシステム Web 調査「卒業時在学生調査
（平成26年度）」

図 6 ．平成27年度における各学校の回答の全体に占める
割合（％）

IR ネットワークシステム Web 調査「卒業時在学生調査
（平成26年度〜28年度）」

(注 1 )

表の値の見方について、各学校の上段の数値は、「回答し
た学生数/調査対象者数（人）」、下段丸カッコ内の数値は
「回収率（％）」である。

(注 2 )

平成28年度実施の集計結果は平成29年 1 月27日現在の
データを使用している。この時点で調査は実施中である。
(出所)

IR ネットワークシステム Web 調査「卒業時在学生調査
（平成27年度）」
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図 7 ．平成28年度における各学校の回答の全体に占める

特に平成28年度からは大幅に質問項目を増やし、各短大
の職業・キャリア教育との比較において、JCCK の活動

割合（％）

を相対化し、参加していただいた学生や教職員に対し、
アンケート調査を実施したことは大きな成果と捉えてい
る。
今年度取ったばかりの調査なので、分析はこれからで
あるが、各短大の活動の分析にも活かせる内容になって
いるのではないかと期待している。
ふたつは、第 2 章の前半部分で報告してきた在学生調
査（入学後半年調査、卒業時調査）及び卒業生調査といっ
た各種アンケート調査の質問項目の作成と回収したデー
タの分析である。
短期大学コンソーシアム九州の 7 短大のデータを用い
た分析結果は、平成27年 9 月 3 日に行われた日本イン
ターンシップ学会で、長崎女子短期大学の武藤准教授よ
(出所)

IR ネットワークシステム Web 調査「卒業時在学生調査

思うが、大会で交付された発表要旨の中で武藤准教授は、

（平成28年度）」
(注 1 )

り報告がなされているので、詳細はそちらに譲りたいと

平成28年度実施の集計結果は平成29年 1 月27日現在の

今回の連携事業を通じて開発したアンケート調査システ

データを使用している。この時点で調査は実施中である。

ムのメリットは、

《鹿毛理恵》

｢①調査終了と同時に JCCK 7 短大と当該短大の回答が
質問項目ごとに円グラフで出力される点
②全学生の回答一覧表が作成されるため、集計作業を
追加することで自学の学修成果を JCCK 7 短大の回

2012年に始まった今回の 7 短大による大学間連携共同

答をベンチマークとして検証できる点である。
」

教育推進事業（以下、連携事業）は幕を閉じようとして
いる。2017年度以降は自前資金を原資とし、これまで

とまとめられた上で、

行ってきた事業の継続を審議しなければならない。今後

｢今後の課題は、キャラバン隊や短大フェスなどの合同

の運営体制について不安がないわけではないが、一先ず

アクティビティによる職業・キャリア教育の成果を、IR

ここで大きな区切りをつけなければならないことには変

ネットワークの在学生調査とリンクさせて検証するシス

わりはない。

テムの構築である」

この約 4 年半の間に連携事業の活動の中で、われわれ
が深く関わった職業・キャリア教育成果検証部会（以下、

と提言されている点は、今後の成果検証部会の方向性を
指し示していると捉えている。
また、第 2 章の長崎女子短期大学の詳細な分析結果を

検証部会）は、表立って発表したりした訳ではないが、
全体の活動を縁の下で支えてきた組織であったと捉えて

こうして手に取り、長崎女子短期大学の改革の確かさと

いる。まだまだ十分に手がけられていない部分もあるが、

エンロールメントマネジメントへの取り組みの一端を窺

第 2 章の前半部分を閉じるにあたり、これまでの活動を

うことができ、JCCK の関係者のみならず、他の短大で

振り返りつつ、部会としての一応の総括を行いたいと思

も参考になるのではないかと考えている。
そして、平成28年度に実施した卒業生調査の質問項目

う。
今回の連携事業における検証部会の役割は、大きく 2

を検討するにあたり、

つに分けられると考えている。ひとつは、アクティビ

1 ）各短大のカリキュラムへのフィードバック

ティ部会の活動についての成果検証を行うための仕組み

2 ）各短大のキャリア教育についての卒業生による卒
業後の評価

づくりを行ってきた。具体的には、各種のアクティビ

3 ）卒業生の卒業後の実態調査

ティに応じたアンケート調査のための質問項目を作り、
アンケートを実施し、回収し、分析を行ってきた。詳細

という 3 つ柱を設け、調査を実施できた。正確なことに

は第 2 章の後半部分の該当箇所を参照していただきたい

ついては今後の分析結果を待たねばならないが、大きな

が、毎年質問項目の精査を分析結果を元に行っており、

一歩を踏み出せたのではないかと思われる。
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●学生調査の活用事例（長崎女子短期大学）●

その理由は、各短大独自に卒業生調査を実施したとし
ても、ベンチマークなしでは、自学を相対化し、見つめ

1 ．はじめに

直すことが難しいと考えられ、共通のものさしで自学の

1.1

教育の質保証の動向

卒業生からの評価を受け取れるという機会はなかなかな

2005年の文科省中教審答申において、教育機関ごとの

いのではないだろうか。平成28年度実施の卒業生調査

3 つのポリシー「卒業認定・学位授与の方針（ディプロ

は、 2 月末で一応の締切を迎えるので、その後成果検証

マ・ポリシー）」、
「教育課程編成・実施の方針（カリキュ

部会としてこれまでの在学生調査のデータと結び合わせ

ラム・ポリシー）
」、
「入学者受入れの方針（アドミッショ

た分析に取り掛かる予定である。

ン・ポリシー）
」の明確化が提唱されて以来、各大学・短

最後に、成果検証部会の仕事をあともうひとつ付け加
えるとしたら、第 3 章に掲載した「リスト集（連携校で

大等は任意に独自の基準と手法で 3 つのポリシーの策定
と運用に取り組んできた。

実施する職業・キャリア教育一覧）
」の制作であろう。各

2016年 3 月に文科省は教育の内部質保証の強化を目的

短大の取り組み状況が一覧で見える便利さは、各短大の

として、
「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」を

これからの歩みを加速させるものと考えている。

公布し、「 3 つのポリシーの策定及び運用に関するガイ

《中濵雄一郎》

ドライン」を示した。これにより、各大学・短大等の 3
つのポリシーの策定と公表が法令上義務化されることと
なった。また、大阪大学の佐藤浩章（2016）は、
「AP・
CP・DP ポリシーの進化と学修成果の検証」の中で、 3
つのポリシーに加えて「教育課程の評価の方針（CAP：
カリキュラム・アセスメント・ポリシー）
」を含めた 4 つ
のポリシーが、今後の教育の質保証と PDCA サイクル
の構築において極めて重要であることを提唱している。
1.2

学生調査の目的

以上の点を踏まえて、長崎女子短期大学では従来実施
してきた学生調査の目的と位置づけを改めて見直し、教
育の改革・改善と内部質保証に取り組むこととした。以
下は、今回実施した学生調査の目的である。
①学生調査の結果を教育の質保証の根拠資料として明
確に位置づけ、教育課程の評価の方針（CAP：カリ
キュラム・アセスメント・ポリシー）の評価指標と
する。
②短期大学コンソーシアム九州 7 短大（JCCK 7 短大）
の学生調査の結果を 6 分野（教育、家政、キャリア
探索型、人文、社会、芸術）に分類・集計し、学科
系統別の学修成果の到達度を比較検討する。
③長崎女子短期大学の学生調査の結果を教務データの
GPA 成績別に集計し、学修成果の到達度を比較検
討する。
④長崎女子短期大学の学生調査の結果を JCCK 7 短大
の平均値を評価基準（ベンチマーク）として比較検
討し、学修成果の到達度の強みと弱みを明確にする。
⑤長崎女子短期大学の学修成果と学生支援、学業成績
と学修行動と学生支援について学生個々の評価の分
布をグラフに表示し、授業改善と学生支援に活用す
る。
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1.3

⑥「AP・CP・DP ポリシーの進化と学修成果の検証」

教育課程の評価の方針（CAP：カリキュラム・ア

の DVD（地域科学研究会･高等教育情報センター、

セスメント・ポリシー）の策定

H28. 9 ）

( 1 ）学修成果およびディプロマ・ポリシー（学位授与の

( 2 ）学修成果およびディプロマ・ポリシー（学位授与の

方針）の策定に用いた資料

方針）の策定に用いた能力

まず、長崎女子短期大学の学修成果およびディプロ

次に、長崎女子短期大学の学修成果およびディプロ

マ・ポリシーを策定するために、以下の資料を参考にし

マ・ポリシーの核となる能力を策定するために、以下の

た。
①「 3 つのポリシーの策定及び運用に関するガイドラ

キーワード（太字・斜体）を取り入れた。

イ ン」
（中 央 教 育 審 議 会 大 学 分 科 会 大 学 教 育 部、

①「学力の 3 要素」の特性
ａ）基礎的・基本的な知識・技能

H28. 3 ）
②「学習指導要領の学力の 3 要素」
（文部科学省高大接

ｂ）課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等の能力

続システム改革会議）
③「社会人基礎力の 3 つの能力／12の能力要素」
（経済
産業省）

ｃ）主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
②「社会人基力」の特性

④「2030年以降の社会・現状を見据え解決すべき課題」
（文科省中教審、第 3 期教育振興基本計画、H28. 9 ）
⑤「短期大学評価基準（改定案）
」
（短期大学基準協会、
H28. 9 ）

ａ）前に踏み出す力（主体性・働きかけ力・実行力）
ｂ）考え抜く力（課題発見力・計画力・創造力）
ｃ）チームで働く力（発信力・傾聴力・柔軟性・情
況把握力・規律性・ストレスコントロール力）

1
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2

③「2030年以降の社会・現状を見据え解決すべき課題」

( 1 ）対象学生
① JCCK 7 短大では、2014年度入学生1,099名の 1 年

の特性
ａ）自立した人間として、主体的に判断し、

と 2 年時のパネル調査の回答を用い、「全学生の平

ｂ）多様な人々と協働しながら

均」と「 6 分野の学科系統別平均」を算出した。

ｃ）新たな価値を創造する人材の育成

②長崎女子短期大学では、2015年度入学生162名の 1
年時の回答を用いた。

( 3 ）カリキュラム・アセスメント・ポリシーの策定によ
る学生調査の位置づけ
最後に、長崎女子短期大学の学修成果およびディプロ

( 2 ）評価指標
① JCCK 7 短大では、学修成果の14能力を指標とした。

マ・ポリシーに基づいて、
「アセスメント・ポリシー」と
「学修成果根拠資料」の一覧表を作成した。これにより、

②長崎女子短期大学では、学生調査の学習行動、学習

「学生調査」を「教員評価」
「学務データ」
「外部テスト」

時間、学修成果、学生支援の評価、および各学生と

「卒後評価」と並ぶ学修成果およびディプロマ・ポリシー

リンクした教務データの GPA 成績を指標とした。

の評価指標として明確に位置づけた。
2.2

学生調査は、短期大学コンソーシアム九州（2013）が開

2 ．学生調査の方法
2.1

発した「共同教学 IR ネットワークシステムの学生調査

対象学生と評価指標

JCCK 7 短大と長崎女子短期大学の対象学生と評価指
標は、以下の通りである。

調査項目・調査手順

システム」および「短大生の学びと生活に関する質問項
目」を用い、JCCK 7 短大ごとに PC やスマートフォンで
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3 ．短期大学コンソーシアム九州 7 短大（JCCK 7 短

Web 調査を実施した。質問項目の回答形式は、学修成果

大）の調査結果

の到達度と学生支援の満足度、学修行動・学習時間など
について、学生が 5 段階で自己評価をするものである。

3.1

学修成果の経年変化

2.3

成果の経年変化を 5 段階評価でレーダーチャートに示し

JCCK 7 短大の全体について、 1 年時と 2 年時の学修
学科系統別の分類

JCCK 7 短大の学科系統別の分類は、以下の 6 分野で

た。その結果、「リーダーシップ」「自分に対する自信」
の自己評価は低いが、「最後までやりぬく力」「一般的な

ある。
①教育系には、
「幼児・保育・こども」の学科・専攻等

常識・礼儀・マナー」の自己評価は高い。また、14項目
の能力の殆どが 1 年時より 2 年時に上昇しており、 1 年

が含まれる。
②家政系には、
「食物栄養・ファッション」の学科・専

間の学修成果がみられる。
JCCK 7 短大の 6 学科系統別に、 1 年時と 2 年時の学

攻等が含まれる。
③キャリア探索型には、
「ビジネス・情報・観光」の学

修成果の経年変化を 5 段階評価でレーダーチャートに示
して比較した。その結果、
「社会」分野の学修成果の伸び

科・専攻等が含まれる。
④人文系には、
「国際・文化・コミュニケーション」の

が最も高く、「キャリア探索型」分野の伸びが最も低く
なっていることが分かる。これには、入学時の基礎学力

学科・専攻等が含まれる。
⑤社会系には、
「介護福祉」の学科・専攻等が含まれる。

や学習行動、学習意欲の差か、カリキュラムや授業形態

⑥芸術系には、
「音楽」の学科・専攻等が含まれる。

の差が影響しているのではないかと考えられる。

2.4

結果の処理方法

成果検証の根拠資料とするための結果の処理方法は、
以下の 6 種類である。なお、今回は検定等の統計処理は
実施していない。
① JCCK 7 短大の全体および 6 学科系統別の学修成果
の経年変化
② JCCK 7 短大の全体および 6 学科系統別の学修成果
の能力別の経年変化
③ JCCK 7 短大の全体および 6 学科系統別の学修成果
の 5 段階評価の割合
④長崎女子短期大学の GPA ランク別の学習行動・学
習時間・学修成果・学生支援
⑤長崎女子短期大学と JCCK 7 短大の学修成果の能力
別経年変化の比較
⑥学修成果と学生支援の 2 指標、GPA と学習行動と
学生支援の 3 指標の学生分布

3
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4

5
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3.2

学修成果の能力別の経年変化

JCCK 7 短大の全体について、 1 年時と 2 年時の学修
成果の能力別の経年変化を 5 段階評価で散布図に示した。
その結果、
「学問に対する興味関心」の伸びは低迷してい
るが、
「自分に対する自信」
「ひとつの問題を深く探究す
る態度」
「職業や進路選択への方向づけ」
「社会の現実的
な問題への関心」には大きな伸びがあり、 1 年間のキャ
リア教育の学修成果がみられる。
JCCK 7 短大の 6 学科系統別に、 1 年時と 2 年時の学
修成果の能力別の経年変化を 5 段階評価で散布図に示し
て比較した。その結果、この図でも「社会」分野の学修
成果の伸びが最も高く、
「キャリア探索型」分野の伸びが
最も低くなっていることが分かる。

6
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7

3.3

学修成果の 5 段階評価の割合

JCCK 7 短大の全体について、 1 年時と 2 年時の学修
成果の 5 段階評価の割合をレーダーチャートに示した。
その結果、1 年時より 2 年時は「とても劣っている」
「少
し劣っている」という自己評価の割合が減少し、学修成
果に対する苦手意識が減っていることから、得意分野の
促進よりも苦手分野の克服に力点を置いたキャリア教育
になっていることが窺える。
JCCK 7 短大の 6 学科系統別に、 1 年時と 2 年時の学
修成果の 5 段階評価の割合をレーダーチャートに示して
比較した。その結果、この図でも「社会」分野の学修成
果の伸びが最も高く、
「キャリア探索型」分野の伸びが最
も低くなっていることが分かる。

― 22 ―

8

9
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10
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4 ．長崎女子短期大学の調査結果と活用事例
4.1

IR システムによる教育の質保証

長崎女子短期大学では、入学時から卒業後までのパネ
ル調査（追跡調査）によって、学修成果の到達度や学生
支援の満足度などの評価指標を定期的に調査・収集して
いる。今回、教育システムの方針と IR システムの機能
を活用して、教育方針の意思決定のための根拠資料を作
成することとした。これにより、各種会議・委員会等で
今後の行動方針を策定し、エンロールメント・マネジメ
ント（学生のデータに基づいて入学前から卒業後までを
一貫してサポートする取り組み）に基づいて、短大教育
と学生支援を実践することができる。

11
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4.2

GPA 別の学習行動の積極性

長崎女子短期大学について、GPA 別の学習行動の積
極性（受講態度・家庭学習）を 5 段階評価で積み上げ横
棒グラフに示して比較検討した。その結果、GPA の成
績が 3 以上の学生の平均値は3.52、GPA 2 〜 3 は3.29、
GPA 2 未満は2.90の評価であった。つまり、学業成績を
示す GPA ランクが高い学生ほど学習行動の自己評価も
高いことから、成績が優良な学生はそれなりに十分努力
して学習に取り組んでいることが分かる。

12
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4.3

GPA 別の家庭学習の 1 週間の学習時間

長崎女子短期大学について、GPA 別の家庭学習の 1
週間の学習時間（授業以外）を積み上げ横棒グラフに示
して比較検討した。その結果、GPA の成績が 3 以上の
学生の平均値は 3 時間15分、GPA 2 〜 3 は 4 時間15分、
GPA 2 未満は 4 時間00分の学習時間であった。つまり、
学業成績を示す GPA のランクが中程度の学生が最も家
庭等での学習時間が長いことから、学業成績は必ずしも
学習時間と対応せず、学習の方法や密度、学生の能力に
よると思われる。

13
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4.4

GPA 別の学修成果の到達度

長崎女子短期大学について、GPA 別の学修成果の到
達度（専門的・汎用的能力）を 5 段階評価で積み上げ横
棒グラフに示して比較検討した。その結果、GPA の成
績が 3 以上の学生の平均値は2.96、GPA 2 〜 3 は3.11、
GPA 2 未満は2.78の評価であった。つまり、学業成績を
示す GPA のランクが中程度の学生が最も学修成果の自
己評価が高いことから、学修成果の自己評価は教員評価
と必ずしも一致せず、成績のフィードバックの必要性が
あると思われる。

14
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4.5

GPA 別の学生支援の満足度

長崎女子短期大学について、GPA 別の学生支援の満
足度（学修支援・生活支援・進路支援）を 5 段階評価で
積み上げ横棒グラフに示して比較検討した。その結果、
GPA の成績が 3 以上の学生の平均値は3.29、GPA 2 〜
3 は3.43、GPA 2 未満は3.21の評価であった。つまり、
学業成績を示す GPA のランクが中程度の学生が最も学
生支援の満足度が高いことから、学生支援は成績が中程
度の学生を基準にして実施されていることが多いと思わ
れる。

15
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4.6

長崎女子短期大学と JCCK 7 短大の学修成果の
能力別の経年変化

長崎女子短期大学の学修成果の能力別の経年変化を
JCCK 7 短大の平均値を評価基準（ベンチマーク）とし
て比較検討し、学修成果の到達度の強みと弱みを明確に
することにした。その結果、長崎女子短大の強みは「最
後までやりぬく力」
「チームで仕事をする力」
「多様なも
のの見方を知って受け入れること」
「一般的な常識や礼
儀・マナー」で、弱みは「リーダーシップ」であること
が明確となった。

16
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4.7

学修成果と学生支援の 2 指標、GPA 成績と学習
行動と学生支援の 3 指標の学生分布

長崎女子短期大学の学修成果と学生支援、学業成績と
学修行動と学生支援について学生個々の評価の分布をグ
ラフに表示し、授業改善と学生支援に活用することにし
た。その結果、特に学修成果や学生支援の評価が低い学
生には、声掛けなどの個別支援の必要性が窺えた。また、
実際に GPA 成績や学習行動や学生支援の評価が低い学
生に対しては、個別面談や個別支援などの精神的・教育
的なケアを実施している。

17
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18

「自分に対する自信」「ひとつの問題を深く探究する

5 ．おわりに
5.1

態度」「職業や進路選択への方向づけ」「社会の現実

学生調査の概要と教育の改革・改善

的な問題への関心」には大きな伸びがあり、１年間

今回の学生調査の概要と今後の教育の改革・改善につ

のキャリア教育の学修成果がみられる。

いて以下に示す。
( 1 ）JCCK 7 短大の全体および 6 学科系統別の学修成果

( 3 ）JCCK 7 短大の全体および 6 学科系統別の学修成果

の経年変化

の 5 段階評価の割合

①「リーダーシップ」
「自分に対する自信」の自己評価
は低いが、
「最後までやりぬく力」
「一般的な常識・

○ 1 年時より 2 年時は「とても劣っている」
「少し劣っ

礼儀・マナー」の自己評価は高い。また、14項目の

ている」という自己評価の割合が減少し、学修成果

能力の殆どが 1 年時より 2 年時に上昇しており、 1

に対する苦手意識が減っていることから、得意分野

年間の学修成果がみられる。

の促進よりも苦手分野の克服に力点を置いたキャリ
ア教育になっていることが窺える。

②「社会」分野の学修成果の伸びが最も高く、
「キャリ
ア探索型」分野の伸びが最も低くなっていることが
分かる。これには、入学時の基礎学力や学習行動、

( 4 ）長崎女子短大の GPA 成績ランク別の学習行動・学

学習意欲の差か、カリキュラムや授業形態の差が影

習時間・学修成果・学生支援
①学業成績を示す GPA ランクが高い学生ほど学習行

響しているのではないかと考えられる。

動の自己評価も高いことから、成績が優良な学生は
( 2 ）JCCK 7 短大の全体および 6 学科系統別の学修成果

それなりに十分努力して学習に取り組んでいること
が分かる。従って、学習意欲・学習行動の促進が必

の能力別の経年変化
○「学問に対する興味関心」の伸びは低迷しているが、
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要であると言える。

②学業成績を示す GPA ランクが中程度の学生が最も

援として、当該学生への「声掛け・個人面談・個別

家庭等での学習時間が長いことから、学業成績は必

支援」などの働き掛けを継続的に実施した。その結

ずしも学習時間と対応せず、学習の方法や密度、能

果、自分のことを気にかけてくれる教員の存在が、

力によると思われる。従って、今後は学習方法の支

自分の存在意義や存在価値の自覚へと繋がり、以前

援が必要であると言える。

よりも明るく元気な表情になり、欠席・遅刻も減少

③学業成績を示す GPA ランクが中程度の学生が最も

して、インターンシップへの参加を希望するまでに、

学修成果の自己評価が高いことから、自己評価は教

意欲的で前向きになった成功事例がある。

員評価と必ずしも一致せず、成績のフィードバック
が必要であると思われる。従って、課題・試験の

( 3 ）学生調査システムの今後の検討課題（有用性の高い

フィードバックが必要であると言える。

成果検証の指標として）

④学業成績を示す GPA ランクが中程度の学生が最も

①一貫性と妥当性の高いデータを得るためにルーブ

学生支援の満足度が高いことから、学生支援は成績

リックの導入を検討する必要がある（尺度）。

が中程度の学生を基準にして実施されていることが

②カリキュラムや教育プログラム、授業等の改善につ

多いと思われる。従って、今後は能力別の個別支援

ながる設問を検討する必要がある（観点）。

が必要であると言える。

③休退学の兆候を早期発見するため入学時から半期ご
との実施を検討する必要がある（時期）。

5.2

学生調査システムの活用事例と今後の課題

④多様なクロス集計や学務データとのリンクによる多

学生調査システムの活用事例と今後の課題について以

角的な分析を検討する必要がある。

下に示す。

⑤キャラバン隊や短大フェスなどの合同アクティビ

( 1 ）長崎女子短大と JCCK 7 短大の比較による強みと

ティの成果検証を検討する必要がある。

弱みの明確化

⑥内部質保証や第三者評価の根拠資料として、妥当性

① JCCK 7 短大と比較した長崎女子短大の強みは「最

と信頼性の高い調査方法について検討を重ねる必要

後までやりぬく力」
「チームで仕事をする力」「多様

がある。

なものの見方を知って受け入れること」「一般的な
常識や礼儀・マナー」であり、弱みは「リーダーシッ

5.3

プ」であることがわかった。

今後の学生調査システムの展望

入学時から卒業後の学生調査は、教育の質保証やエン

②また、教務データの GPA とリンクして学生個々の

ロールメント・マネジメントにおいて、大変重要な意思

学修成果の散布図を作成した結果、学科・コース内

決定や根拠資料としての役割を担っている。そのため、

で顕著に学修成果と学生支援の 2 指標の評価、GPA

学生調査の質問項目は本来各短大が掲げる学修成果およ

成績と学習行動と学生支援の 3 指標の評価が低い学

びディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）を検証する

生の存在が明確となった。

ための評価指標であることが第一の目的である。しかし
ながら、自学の調査結果の良し悪しを判断するための評

( 2 ）長崎女子短大での学生調査の活用事例

価基準となるベンチマークのデータがなければ、自学の

①「リーダーシップ」の弱みを解消する授業改善とし
て、 2 年生が 1 年生に履歴書・エントリーシートの

強みや弱みを明確に表明し、また改革・改善して教育の
質を保証することは非常に困難であり妥当ではない。

書き方、面接試験の受け答えについて、助言・指導

今後は、JCCK 7 短大のそれぞれが自学の学修成果お

をする「学生ピアサポートの活動」を 1 ・ 2 年生合

よびディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）を検証す

同のキャリアアップセミナーの授業で実施した。そ

るための質問項目を作成し、その中から 7 短大で共通す

の結果、 2 年生は 1 年生をリードすることにより、

る質問項目を選定して「共通調査」を作成する方法が考

後輩からの感謝や評価を受け、自己肯定感や自己効

えられる。また、
「共通調査」には、第三者評価や文科省

力感が多少なりとも生じ、就職活動への意欲や主体

の支援事業等の補助金申請に必要な設問など、 7 短大に

性が芽生えたようである。

共通して有用性が高い項目を追加し、それ以外に各短大

②学科・コース内で顕著に「学生支援の満足度や学修
行動の積極性、
学業成績の到達度が低い学生の存在」

が必要とする質問は「学内調査」として個別に作成して
実施するという方法が、妥当で適切ではないかと思う。

が明確となったことから、学生一人一人への個別支
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以上のような視点と方針を JCCK 7 短大で常に共有し、

今後の学生調査による成果検証や教育の質保証に取り組

2 ．卒業生調査

んでいきたいと考えている。

2.1

《武藤玲路》

平成28年度卒業生調査の取組内容

今回の 7 短大による大学間連携共同教育事業の申請書
にも書いたとおり、職業・キャリア教育成果検証部会が
実施すべき事業のひとつに卒業生調査がある。また、過
去 2 回実施した短期大学コンソーシアム九州に加盟して
いる短大の卒業生を対象とした卒業生調査では、回収後
のデータの精査に時間が掛かり、分析結果を公表するま
でにかなりの時間を要したという反省を踏まえ、当初か
ら Web を活用した調査を実施することをその目標とし
て掲げた。
我々は、今回の連携事業を通じて制作したアンケート
調査システムにおいて、重要な鍵を握るのは質問項目の
質と数と考え、毎年質問項目の精査を行ってきた。注意
したこととしては、入学時点から卒業後までを見通した
質問項目を作成するということ、質問項目の重複を避け、
スマートフォンでも十分に答えられる質問に落とし込む
という点に注力し、この 5 年間質問項目の精査に時間を
かけてきた。
結果として、申請書内に書いた到達小目標に掲げた 7
短大共通の評価指標の開発ではなく、在学生調査・卒業
生調査の質問項目の内容の精査に時間をかけ、 7 短大で
合意を取りつつ成果検証部会において検討を重ねてきた。
平成28年度に実施する卒業生調査の質問項目を検討す
るにあたり、
1 ）各短大のカリキュラムへのフィードバック
2 ）各短大のキャリア教育についての卒業生による卒
業後の評価
3 ）卒業生の卒業後の実態調査
という 3 つ柱を設けた。過去に実施した卒業生調査は上
記の 3 ）を中心とした質問項目となっていたため、卒業
生の現状を把握することはできたものの、各短大のカリ
キュラムをどうすべきか、特に各短大のキャリア教育は
このままで良いのかという本質的な問いに十分答えられ
ていないという反省の下、全面的に見直しを行った。
この最終報告書を書いている段階ではまだ今年度の
データが揃っていないため十分な検討ができていないが、
卒業生がどのような技能や知識が現場で役に立っている
のかについて答えてくれている部分は、今後の短大のカ
リキュラムの見直しに役立つものと思われる。本稿では、
現時点（2017. 1 .27現在）で把握できている分について、
簡単にご紹介し、この卒業生調査のデータの分析結果に
ついては、後日別の機会を活用して発表したいと考えて
いる。
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2.2

表 1 ．各学校の卒業生の調査対象者数と回答者数および

平成28年度卒業生調査の調査内容と回収率等

回収率の状況（平成28年）

調査について
調査名：卒業生調査

H28

期

間：平成28年度（10/ 3 〜 2 /28）

香蘭

対

象：平成25年 4 月入学・平成28年 3 月の卒業生

佐女

参加校：香蘭女子短期大学
（香蘭）
、
佐賀女子短期大学（佐

精華

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（長短）
、西九州大

長女

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

長短

ケート（調査）
・10月に卒業生に郵送でログイン画面の URL、

西九

ログイン ID とパスワードを知らせる案内を
封書で郵送。12月の帰郷時期を見計って、督

福女

促状を郵送。
実施方法と回答回収状況について

計

表 1 は調査に参加した各学校の回収率の状況を見たも

40/395
（10.1)
11/217
（5.1)
24/307
（7.8)
49/196
（25.0)
18/158
（11.4)
27/154
（17.5)
6/175
（3.4)
175/1,602
（10.9)

のである。連携 7 校全体の回答回収率は約11％。しかし
ながら、各学校の回収率を細かにみると、長女は回収率

(出所)

25％と最も高く、続いて西九17.5％、長短11.4％と香蘭
10.1％はほぼ全体平均であった。逆に福女3.4％、佐女

IR ネットワークシステム Web 調査「卒業生調査（平成28
年度）」

(注 1 )

表の値の見方について、各学校の上段の数値は、「回答し

5.1％と全体平均を大きく下回り、到達目標20％に到底

た卒業生数/調査対象者数（人）」、下段丸カッコ内の数値

届かない回収率にとどまってしまった。平成29年 1 月27

は「回収率（％）」である。

日現在において、卒業生調査はまだ途中経過に過ぎない

(注 2 )

が、すでに締切日まで残り 1 カ月程度となっており、今
後は何らかの対策を検討すべきであると考える。ひとつ
明らかなのは、これらの差は、各学校の卒業生調査に向
けた取り組みや調査の実施方法、指導方法に何らかの工
夫があったからに違いない。特に、すでに回収目標の
20％に到達している長女と、もうすぐ20％に届きそうな
西九の 2 校が、具体的にどのような方法で卒業生調査の
回答回収率を高めたのか、明らかにする必要があろう。
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平成28年度実施の集計結果は平成29年 1 月27日現在の
データを使用している。この時点で調査は実施中である。

続いて、年度別の全体像を理解するために、図 1 を作
図した。これは平成28年度の卒業生調査から得られた各
学校の回答データについて、それぞれ連携 7 校全体に占
める割合を円グラフで示したものである。
図 1 ．平成28年度における各学校出身の卒業生の回答の
全体に占める割合（％）

(出所)

IR ネットワークシステム Web 調査「卒業生調査（平成28
年度）」

(注 2 )

平成28年度実施の集計結果は平成29年 1 月27日現在の
データを使用している。この時点で調査は実施中である。

《鹿毛理恵・中濵雄一郎》
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表 1 ．「高校訪問キャラバン隊」参加学生数

（ 3 ）合同アクティビティの実施
1 ．高校訪問キャラバン隊

年度

参加学生数（名）

平成24年度

19

られているが、短期大学 2 年間で質を保証するには既存

平成25年度

27

のカリキュラムや各々の大学における改革のみに追随す

平成26年度

29

るだけでは不十分である。そのため 2 年間の短期教育に

平成27年度

30

平成28年度

41

合計

146

1 ．高校訪問キャラバン隊
近年大学改革が叫ばれ、特に大学教育の質保証が求め

加え、学生の学習経験や志向に基づく独自の方法を開発
しなければならない。そこで北部九州の短期大学連合
（
「短期大学コンソーシアム九州」
）に加盟している 7 短

その結果、高校側の評価としては良い評価をいただい

期大学が、教育の質保証のためのスタンダードを確立し、
共同で取り組む事業の一つとして「高校訪問キャラバン

ており、毎年継続して承諾していただいている。またあ

隊」を実施した。 5 年間を振り返り今年度の結果および

る高校からは “学校行事として組み入れたい”、“保護者

評価委員からの指摘について下記の通り報告する。

参加も可能か”、“高校教員の短大理解のために「高校訪
問キャラバン隊」を活用したい” との要望があった。

2 ．方法
3.2

( 1 ）実施時期

他県連携校の「高校訪問キャラバン隊」参加

本取り組みの趣旨を伝え同意、協力を得た高校と日

平成27年度までは福岡 3 校で実施していたが、平成28

程調整を行い、高校生、短大生が夏休みとなる 8 月〜

年度は福岡県筑後地区の高校へ福岡・佐賀の連携短大学

9 月に実施した。

生を派遣することができた（表 2 ）
。

( 2 ）訪問高校
本取り組みの趣旨に対し同意、協力を得た福岡県内

表2．
「高校訪問キャラバン隊」訪問高校、訪問短大生一
覧

高校 5 〜 6 校で実施した。
( 3 ）派遣学生

実施
年度

連携 7 短期大学のうち福岡地区の短期大学および佐
賀地区の短期大学 3 〜 4 校の学生を派遣した。

Ｈ24

( 4 ）実施方法（対象学年、対象生徒の選別、人数、訪問

訪問高校数
（校）
5

形式）
原則高校側の意向に沿った。

Ｈ25

5

( 5 ）事前・事後アンケート
参加高校生に対し「高校訪問キャラバン隊」に関す

Ｈ26

る事前、事後アンケートを実施した。加えて高校教員

5

にも事後アンケートを実施した。
Ｈ27

3 ．結果
3.1

6

参加学生数

参加学生は年々増え、 5 年間で合計146名の学生が本

Ｈ28

事業に参加した（表 1 ）
。

6

参加高校生（名）
学年

人数

1

9

2

55

3

103

1

0

2

36

3

142

1

0

2

2

3

102

1
2
3

83

不明

1

合計

訪問短大生（名）
学年

人数

1

7

167

2

12

1

18

178

2

8

既卒

1

1

20

2

9

25

1

19

31

2

11

1

29

2

12

1

3

2

20

3

80

104

140

103

合計
19

27

29

30

41

参加者の決定については時間的な問題があり、教員か
3.3

らの声掛けにより参加学生を決定した。この点について

実施方法（訪問形式）

は評価委員からも指摘あり、本来ならば広く学生に呼び

原則、高校側の要望に応える形で改善を行った。

かけ自主的に参加してもらうのが理想であるが上手く

当初短大生が高校生に向けて話をする「講話」形式を

いっていないのが現状である。しかし参加が決まった学

とっていた。しかし、終了後のアンケートでは「複数短

生は、後輩へ短大のことを伝えようと一生懸命であった。

大の話が聞けて良かった」、
「短大のことがよくわかった」
等の感想がある一方「もっと具体的な意見が聞きたかっ
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た」
、
「短大ならではの情報が足りない」といった厳しい

教育の成果検証アンケートでの「事前研修に参加し

意見もあった。つまり一方向での情報提供に終わり、高

たことによって、特に当日の活動（高校訪問キャラ

校生が十分満足するものにはなっていなかった。そこで

バン隊）に役立ったことはどんなことですか？」と

一部、保育学科の “手遊び”、“エプロンシアター” などを

の問いに、

披露し短大での学びについて理解できるよう「実技」を

・後輩とのコミュニケーション

取り入れた。さらに高校生からの質問を受けやすくする

・どのように伝えればいいか（資料、プリントなど

ため、希望学科・専攻・コース別に小単位での「対話形

を使用する）
・話を広げて具体的なことを伝える

式」を取り入れた（表 3 ）
。

・相手の立場に立って考え、どのような答えを待っ
ているのか考えることができ、それに答えること

表 3 ．訪問形式

ができた

実施年度

形式

平成24年

講話、実技

といった回答があり、自己評価ではあるが参加学生

平成25年

講話および一部対話形式
（希望学科・専攻・コース）

結果となり、課題目的を達成できたのではないかと

平成26年〜

対話形式（希望学科・専
攻・コース）

が自身の “実践力”、“伝達力” 向上を実感している
思われる。
「高校訪問キャラバン隊」事前研修会の様子

3.4

事前・事後アンケート

さらに高校生のニーズを把握することで短大生がス
ムーズに情報発信できるよう「高校訪問キャラバン隊」
に関するアンケートを実施後に行っていたが、平成25年
度より事前にも実施した。高校教員については事後アン
ケートのみ実施した。
結果、
「話しやすく気軽に学校生活や心配なことを聞
くことができて参考になった」
、
「短大生活だけでなく、
これからの進路について深く考えることができた」、「短
大は今まで以上に忙しいし大変だが、その反面とても充
実していて必ず希望短大に合格したい」
、
「入試のことだ
けでなく、入学後のことも考えていきたい」など、
「講話」
よりもより小さなグループで話をする「対話形式」にす
ることで、短大を全体的にではなく具体的に理解するこ

②短期大学での学びについて、視覚媒体作成（伝達力

とになったのではないかと思われる。

強化）

3.5

プリント、実習媒体、時間割、シラバスなどを持参

参加学生の中には実際に使用しているテキストや
評価委員からの指摘点

評価委員会より指摘（ 4 点）があったので下記に報告

し、入学後の学びや学生生活等について分かりやす
く説明をしていた。ただし訪問できなかった学科・

する。

専攻について希望する高校生への説明、理解が不十

①事前研修の充実（実践力、伝達力強化）
平成27年度より 6 月に「高校訪問キャラバン隊」
事前研修会を実施した。研修会の目的は自身の学び
の振り返りを行い、後輩へ分かりやすく情報伝達が
できるようにする。また高校生の進路選択の一助と
なることを狙いとしている。

分であったことから、オリジナル DVD を作成する
ことを検討している。
③訪問高校の拡大
昨年度までは福岡地区連携 3 短大で 5 つの高校に
訪問していたが、今年度は佐賀地区連携 1 短大が加

具体的にはグループワークを中心にプレゼン資料
の作成（KP 法）やプレゼンの仕方を学び、最後はグ
ループ発表を行った。このことは、職業・キャリア
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わり 6 つの高校への訪問が実現した。今後も拡大し
ていく予定である。
④キャラバン隊参加前後の評価の実施（成果検証）

昨年度より参加後、成果検証部会による評価アン

高校訪問キャラバン隊に参加した学生の職業・キャリ

ケートを実施している（結果等については後述内容

ア教育における成果を検証する為、平成26年度より成果

を参照）。しかし実施前アンケートについては実施

検証アンケートを作成した。アンケートの構成について

に至っていない。今後作成予定である。

は、佐藤（2011）
「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」を基調とし、各年度で内容
の検討を行いながら質問項目を選定した。

「高校訪問キャラバン隊」の様子

平成26年度では、大設問（ 1 ）チームによる問題解決
能力について（対人コミュニケーション力、問題解決力）
、
（ 2 ）働く基本スキルについて（社会的マナー、表現スキ
ル、情報リテラシー）、
（ 3 ）社会的・職業的自立につい
て（倫理観、論理的思考力、学習継続力）の 3 分野 8 項
目及び（ 4 ）活動を終えて（発表した内容が後輩や教員
に伝えられたかどうか）、に対して 5 段階評価
（ 5 〜 1 点）
で回答を求めた。
平成27年度では、
（ 1 ）チームによる問題解決能力につ
いて、（ 2 ）働く基本スキルについて、
（ 3 ）社会的・職
業的自立についての 3 分野 8 項目、
（ 4 ）活動を終えてに
加え、同年度より開始したキャラバン隊活動事前研修会
へ参加した学生に対しては、事前研修会での学びのなか
で、キャラバン隊活動の本番で役立ったことは何かにつ
いて自由記述で回答を求めた。
平成28年度では、平成27年度と同様の質問項目を用い
てアンケート内容を構成した。一部集計結果を図 1 、図
2 に示す。
表4．
「高校訪問キャラバン隊」成果検証アンケート結

《武部幸世》

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

福岡県立
福岡魁誠高等学校

7名

5名

6名

福岡県立
玄界高等学校

8名

9名

8名

福岡県公立
古賀竟成館高等学校

6名

6名

7名

福岡県立
宇美商業高等学校

3名

4名

4名

九州産業大学付属
九州高等学校

6名

3名

8名

訪問高校

4 ．「高校訪問キャラバン隊」成果検証アンケート
成果検証部会では、平成26年度より職業・キャリア教
育の成果検証を行う為、
「キャラバン隊」活動に参加した
短期大学生を対象として、キャラバン隊の活動によって
高められる能力、または必要な能力に関する質問項目を
選定し、成果検証アンケートを実施してきた。その 3 年
間の集計結果を表 4 に示す。
調査実施期間：平成26年 8 月〜 9 月
平成27年 8 月〜11月
平成28年 8 月〜 9 月
集計：大学間連携共同教育推進事業事務局
回答者数：101名

福岡県立
玄洋高等学校

(内訳：平成26年度30名、平成27年度30名、
平成28年度41名）
4.1

果

｢高校訪問キャラバン隊」の活動における職業・

福岡県立
浮羽究真館高等学校

キャリア教育成果検証アンケートの作成について

合計
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3名
8名
計30名

計30名

計41名

図 1 ．職業・キャリア教育の成果検証アンケートの集計

〔自由記述〕事前研修参加学生の自己評価（各年度より
抜粋）

結果
(平均値の比較）

平成26年度

回答者数：101名

自由記述欄なし。
平成27年度
・プレゼンに大切な要素を頭に入れたので、本番で役に
立った。
・高校生が今、どんなことに不安をいだいているのか、
何を知りたいかを事前に考えることができたこと。
・高校生たちの興味にそって、しっかりと伝える力が身
についたと思う。
・結論から話すと伝わりやすいと教わったので、伝わり
やすかったと思う。
・相手のとらえ方を考えて取り組めたこと。話し方を注
意できたこと。
平成28年度
・相手が気になっている事、聞きたい事を考えながら話
すことができた。
・短期大学の良さについて少しはわかりやすく説明でき
たかなと思います。

図 2 ．活動を終えた後の自己の役割に対する評価の集計
結果

・自分の経験が誰かのためにもなるということを知れた。

(平成27年度及び平成28年度）回答者数：71名

・相手の立場に立って考え、どういう答えを待っている
のかを考えられた。それに応えることができた。

〔質問〕発表内容は高校の後輩や先生方に十分に伝

・人に伝えること。保育の現場では人と接することが多

わったと思う。

いのでわかりやすく説明できるように自分なりにでき
た。
5 ．今後の課題
高等教育改革の中心課題として、いかに短期大学の機
能（幅広い職業人養成、総合的教養教育、地域の生涯学
習機会の拠点、
社会貢献）を果たしていくかが課題となっ
ている。本事業の目的にもこの機能を高めていくために
学生の思考力、表現力を引出し、その知性を鍛え、課題
発見や具体化からその解決へと向かう基礎を身につける、
能動的な授業を中心とした教育の保証をする必要性を掲
げている。
対人コミュニケーション力（平均値3.81点）
、問題解決

｢高校訪問キャラバン隊」は、短期大学生が母校の高校

力（3.74点）
、社会的マナー（3.95点）
、表現スキル（3.60

生に自らの学びのあり方を伝えることで、学生自身が主

点）
、情報リテラシー（3.44点）
、倫理観（4.06点）、論理

体的に学ぶ場を構築し、この事業を通して能動的に思考

的思考力（3.90点）
、学習継続力（3.88点）であった。こ

力、表現力、問題解決能力を向上させていくこと、また

の結果より、平均値の高かった項目は、倫理観、社会的

同時にこの連携短大合同のアクティビティ活動が短大に

マナー、論理的思考力の順であり、低い項目は、情報リ

おける教育の質保証のスタンダートの構築となることを

テラシー、表現スキル、問題解決力の順であった。

狙いとしてきた。
このような取り組みは先行事例として 4 年制大学にい
くつか自校のみの報告例はあるが、短期大学しかも複数
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短大合同での例は見当たらなかった。そのため担当者と

2 ．短大フェス

しても模索しながらのスタートであった。特に訪問高校

1 ．戦略 GP 事業における短大フェア

開拓に際し、高校の先生方の賛同を得るだけの知見がな

短大フェスは本事業（「大学間連携共同教育推進事業」

かったことから、高校の要望を取り入れながら少しずつ

（以下、
「大学間連携 GP」と略記する））において職業・

進めることで理解が得られ、うち 5 高校とは 5 年間継続

キャリア教育の合同アクティビティとして充実を図るこ

して実施することができている。さらに複数短大合同で

とになっていた。ただ、その連携 7 校は短期大学コン

の実施であった為、訪問日程の調整が難しかったが、各

ソーシアム九州に加盟しており、本コンソーシアムは
「大

短大の推進委員が協力することで現在の形を作ることが

学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」
（以

でき、本年度は佐賀の連携校の参加も得ることができた。

下、
「戦略 GP」と略記する）事業において、様々な活動

本事業は短大生の学びを通した教育の質保証を目的と

を行っていたことを受け、本格的な実施に先駆けて、同

していたが、同時に高校生へ短期大学の学びを伝え、進

事業を通じた短大生の学びの成果を発表するとともに短

路選択の一役を担う、また教員にも成長した姿を見せ、

大の存在自体を広く社会へ情報発信するという目的で、

短大教育理解につなげるという高校−短大双方にメリッ

2012年 2 月26日（日）、JR 博多シティ 9 階の JR 九州ホー

トとなるアクティビティ活動の一つになったと思われる。

ルおよび10階の会議室にて「短大フェア」を開催するこ

その大きな要因は “短期大学生” 一人一人の力と連携短

とにした。基本コンセプトは、
「九州の短大が博多シティ

大推進委員の協力だった。さらに連携短大の関係強化を

に勢揃い〜短大ってイイね」であり、短期大学コンソー

図り、学生たちの力が最大限に引き出せるよう内容の充

シアム九州加盟 9 短大（香蘭女子短期大学、佐賀女子短

実に努めたい。

期大学、精華女子短期大学、東海大学福岡短期大学、長

今後の課題として、①自主参加学生による訪問、②参

崎女子短期大学、長崎短期大学、西九州大学短期大学部、

加学生、訪問高校の拡大、③事前・事後指導の充実、④

福岡工業大学短期大学部、福岡女子短期大学）が企画し、

訪問内容の充実、⑤成果検証アンケート結果の PDCA

それに九州にある12短大（折尾愛真短期大学、九州女子

サイクルへの活用などがあるが、自校だけでなく複数短

短期大学、九州造形短期大学、筑紫女学園大学短期大学

大が連携することのメリットを活かし、
「高校訪問キャ

部、中村学園大学短期大学部、福岡医療短期大学、福岡

ラバン隊」を短期大学教育のスタンダードにしていきた

こども短期大学、福岡女学院大学短期大学部（以上は福

い。

岡県）、別府大学短期大学部、別府溝部学園短期大学（以

《朝木

徹》

上は大分県）、南九州短期大学（宮崎県）、鹿児島女子短
期大学（鹿児島県））が参加して、計21短大で実施した。
実施内容としては、21短大による進学相談会（ブース形
式）や、ゲストの山本華世氏による MC と現役短大生と
のトークショー、参加短期大学による情報交換会、高等
学校教諭との情報交換会（高大連携促進）、参加短期大学
の学生によるステージ発表等であった。ステージ企画と
しては、和太鼓演奏（精華女子短期大学）、ゲームイベン
ト（福岡工業大学短期大学部）、音楽演奏会（福岡女子短
期大学）、ファッションショー（香蘭女子短期大学）
を行っ
た。参加者数は217名に及び、大学間連携 GP における
「短大フェス」の試金石として内容的には充実したもの
であったが、関係者を除いた来場者数が52名に止まった。
2 ．「短大フェス」の内容の充実
短大フェスは、基本方針として、戦略 GP 事業におけ
るものを含め、短大生の学びの成果を地域に発表するこ
とを掲げていたことから、福岡を起点として連携校のあ
る福岡、佐賀、長崎の順に開催し、開催地域を固定しな
いこととした。平成23年度の「短大フェア」の結果を踏
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実際のフェアの様子は以下の写真のようであった。

まえ、本事業における「短大フェア」の基本的な枠組み
等の策定に約 1 年の歳月を費やした。平成25年度から年
1 回開催し、平成28年度までに計 4 回実施した。
「職業・
キャリア教育推進事業部会」が中心となり、実施場所や
実施時期、実施内容について検討し、年々改良を重ねて
きた。各年度の実施状況を以下に示す。なお、文部科学
省に提出した大学間連携 GP 申請書には「短大フェア」

ネイルアート

紙芝居

フラダンス

シュガーデコレーション

と明記していたが、平成26年度に学生からの指摘を受け、
同年度から「短大フェス」と名称変更を行った。そのた
め、平成25年度までは「短大フェア」、平成26年度以降は
「短大フェス」と表記することとする。
2 . 1 平成25年度

短大フェアの開催状況

各短大での学びの成果を披露することで参加学生の自
主性や社会性を育むこと、またそのことを通じて短期大
学教育を広く知ってもらうことを目標として実施するこ
2.2

ととした。概要は以下のとおりである。

平成26年度

短大フェスの開催状況

平成26年度については、
「九州 7 短大合同学園祭」をコ
短大フェア「短大ってイイね‼ 短大生の成果発表」

ンセプトに、日頃の学びの披露だけでなく、学生にチラ

日時：2014年 2 月15日（土）13：00〜16：00

シの制作、総合司会、会場案内、地域の方々との交流の

場所：ゆめタウン佐賀

場を提供し、これらの体験を通じて学生が自主性や社会

1 階（イーストコート）

性を育む機会を獲得できることを目標とした。過去 2 回

2 階（子ども広場）
（佐賀市）
参加校：香蘭女子短期大学、佐賀女子短期大学、精華女

においては、
「短大フェア」の名称で実施していたが、覚

子短期大学、長崎女子短期大学、長崎短期大学、

えやすく若い人に親しみがわきやすい名称がよいとの指

西九州大学短期大学部、福岡女子短期大学

摘を学生から受け、新しく「短大フェス」に名称を変更
した。概要は以下のとおりである。

内容：
〇ステージパフォーマンス
フラダンス（長崎女子短期大学）
、ミュージカル部ダン

短大フェス「短大フェス〜九州 7 短大合同学園祭〜」

ス／本の読み聞かせ（佐賀女子短期大学）
、ファッション

日時：2014年10月12日（日）13：00〜16：00

ショーのビデオ上映（香蘭女子短期大学）、音楽科コン

場所：アルカス SASEBO

サート（福岡女子短期大学）

スクエア）（佐世保市）

〇体験コーナー
バランスの良い

1 階（イベントホール、交流

参加校：香蘭女子短期大学、佐賀女子短期大学、精華女
お・べ・ん・と・う（精華女子短期

子短期大学、長崎女子短期大学、長崎短期大学、

大学）
、ネイルアート（佐賀女子短期大学）
、シュガーデ

西九州大学短期大学部、福岡女子短期大学

コレーション（長崎短期大学）
、アロマセラピー（長崎女

参加学生数：99名

子短期大学）

来場者数：285名

〇展示コーナー（各短期大学の学びの成果をパネルや作

後援：長崎県、長崎市、佐世保市教育委員会、一般社団

品にて展示）
○学生による短大フェアのチラシ配り（広報活動）

法人前項栄養士養成施設協会
内容：
〇ステージパフォーマンス（パフォーマンス順）
ファッションショー（香蘭女子短期大学）
、フラダンス
（長崎女子短期大学）、手遊び・パネルシアター（西九州
大学短期大学部）、絵本・紙芝居の読み聞かせ（佐賀女子
短期大学）、ダンス（香蘭女子短期大学）、茶道実技披露
（長崎短期大学）、音楽科コンサート（福岡女子短期大学）
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〇体験コーナー（学校名順）

食生活習慣チェック

ツアコン研修成果発表

アロマセラピー

茶道「鎮信流」立札点前

ネイルアート（佐賀女子短期大学）
、食生活習慣チェッ
ク／ツアコン研修成果発表（精華女子短期大学）
、アロマ
セラピー（長崎女子短期大学）
、シュガーデコレーション
（長崎短期大学）
、ホットプレートのお菓子作り（西九州
大学短期大学部）
〇スタンプラリー
〇長崎短期大学学生による総合司会
実際のフェスの様子は以下の写真のようであった。
ファッションショー

親子で絆を深める遊び

絵本・紙芝居の読み聞かせ

フラダンス

電子オルガンコンサート

テレビ佐世保の取材

ダンス

たくさんの地域の来場者の方々

2.3

平成27年度

短大フェスの開催状況

平成27年度に実施した短大フェスでは、これまでの形
ネイルアート

ホットプレートのお菓子作り

を踏襲しつつ、新たに以下の 2 点について取り組みを
行った。
まず、 1 点目は、香蘭女子短期大学ファッション総合
学科と福岡女子短期大学音楽科による初の短期大学間コ
ラボレーション企画の実施である。これは福岡女子短期
大学音楽科学生の演奏に合わせて、香蘭女子短期大学
ファッション総合学科の学生がファッションショーを行
うというものである。この企画を成功させるためには、
何より事前準備と、どこまでコミュニケーションが取れ
るかが鍵であった。両短期大学の学生リーダーによる打
ち合わせ等も行い、ファッションショーの構成や使用す
る音楽について、教員も交えて活発に意見交換等を行っ
た結果、多くの方から好評を頂くことが出来た。
そしてもう 1 点は総合司会を 1 人の学生が全て担当し
たことである。これまでも部分的に学生が担当すること
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実際のフェスの様子は以下の写真のようであった。

はあったが、平成27年度はフェス開催中（11時〜16時）
全ての進行を行った。司会は「フェス」の成功を左右す
る大事な役割である為、事前に様々な経験（学び）を行っ
た。最初に取り組んだのは、同じ学校の仲間も協力して
のインタビュー練習、そして次に取り組んだのは学内で
の 1 年生に向けてのプレゼンテーション、最後にまとめ
として、コミュニティ FM に生放送で出演をした。この
ように段階を踏んで「フェス」当日を迎えたので、担当
学生は大役を見事にこなすことができた。概要は以下の
とおりである。
短大フェス「短大フェス〜九州 7 短大合同学園祭〜」
日時：2015年12月 5 日（土）11：00〜16：00

ファッションショー

場所：ソラリアプラザ 1 Ｆゼファ（福岡市中央区）

＆コンサート

参加校：香蘭女子短期大学、佐賀女子短期大学、精華女

クリスマスソング

子短期大学、長崎女子短期大学、長崎短期大学、
西九州大学短期大学部、福岡女子短期大学
参加学生数：159名

Ｋ短期大学のマスコットキャラク

来場者数：407名
(会場でのアンケート調査とシール配布によ

アロママッサージ

ターによる子どもたちとの交流

る粗集計）
内容：
〇ステージパフォーマンス（パフォーマンス順）
ダンス（佐賀女子短期大学）
、紙芝居の読み聞かせ（佐
賀女子短期大学）
、クリスマスソングを楽しもう（長崎女
子短期大学）
、ペーパーシアター（香蘭女子短期大学）
、
オペレッタ（精華女子短期大学）
、電子オルガンコンサー
ト（福岡女子短期大学）
、よさこい（福岡女子短期大学）、
ファッションショー＆コンサート（香蘭女子短期大学、
福岡女子短期大学）
、エンディング（参加学生全員）
〇ブースコーナー（学校名順）
クリスマス雑貨を作ろう！（香蘭女子短期大学）
、ネイ
ルアート／食育おりがみ作り（佐賀女子短期大学）、職
業・キャリア開発シミュレーション／体験型食生活習慣
チェック（精華女子短期大学）
、シュガーデコレーション
（長崎短期大学）
、アロママッサージ（長崎女子短期大学）、

各短大の PR と総合司会

和綴じ体験（福岡女子短期大学）
〇展示コーナー
ファッション総合学科作品展示／ライフプランニング
総合学科展示（香蘭女子短期大学）
、タイ車イスプロジェ
クトパネル展示（佐賀女子短期大学）
、
「福祉の学びと地
域貢献」／「地域の創生と活性化にアクティブに活躍で
きる栄養士養成をめざして！」
（西九州大学短期大学部）
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よさこい

ネイルアート

〇実演

シュガーデコレーション

エスカルゴのクリーム煮 実演と試食（香蘭女子短期
大学）
〇ブースコーナー（学校名順）
卒業制作作品展示＆布で作るかわいいアクセサリー
（香蘭女子短期大学）、食材当てクイズ／ネイル・ハンド
マッサージ（佐賀女子短期大学）
、職業適性診断―あなた
のキャリア形成について／食品中のエネルギー、油、砂
2.4

平成28年度

糖の量を展示とパネルで紹介（精華女子短期大学）
、オリ

短大フェスの開催状況

平成28年度に佐賀のアバンセで実施した短大フェスで

ジナルストラップの展示・実演配布（長崎女子短期大学）
、

も総合司会は学生が務めることとなった。さらに、今回

製菓体験実習／シュガーデコレーション（長崎短期大学）
、

は地元である佐賀女子短期大学と西九州大学短期大学部

福祉用具の展示／回想法（昔の遊びエトセトラ・・・）

から 1 人ずつ選出し、その 2 人で協力しながら務めるこ

／喀痰吸引デモンストレーション／脳年齢チェック／リ

とになった。また、
「九州 7 短大合同学園祭」の基本コン

フレクソロジー／クッキーにメッセージを書こう！（西

セプトに加え、
「地域で生かされる学習成果」をもう一つ

九州大学短期大学部）、オリジナル・カレンダーを作ろ

のテーマとして掲げ、①連携 7 短大が本 GP 事業で行っ

う！（福岡女子短期大学）

ている合同アクティビティ「卒業生リーフレット制作」

〇展示

で、それに参加した学生の学びについて、②フェス開催

特別研究ポスター発表／国際ボランティア活動／こど

地の地元佐賀にある佐賀女子短期大学と西九州大学短期

も学科作品展示／研究発表（韓国語系）／国際交流活動

大学部が日頃から積極的に行っている地域との交流活動

の紹介（英語系）（佐賀女子短期大学）、生活総合ビジネ

を通じた学びについて、発表することとなった。概要は

ス専攻の韓国研修（精華女子短期大学）
、生活福祉学科に

以下のとおりである。

よるパネル展示／学科と地域（江北町＆みやき町との連
携活動パネル等展示）／幼児保育学科によるパネル展示

短大フェス

「短大フェス〜九州 7 短大合同学園祭〜」

（西九州大学短期大学部）

日時：2016年12月17日（土）12：30〜16：00

〇インフォガールによる会場の受付、案内、来場者アン

場所：アバンセ

ケート依頼（長崎女子短期大学）

1 Ｆ（ホール、展示ギャラリー、展示

コーナー）、 3 Ｆ（調理実習室、美術工芸室）（佐
3．
「短大フェス」の成果検証

賀市）

3.1

参加校：香蘭女子短期大学、佐賀女子短期大学、精華女

大学間連携 GP の申請書の調査項目による検証

短大フェスの大学間連携 GP の申請書に記載された、

子短期大学、長崎女子短期大学、長崎短期大学、

年度別達成小目標の参加者数とその実際の参加者数を表

西九州大学短期大学部、福岡女子短期大学

1 に示す。

内容：
〇ステージパフォーマンス（パフォーマンス順）
短大生が取り組んだインタビュー調査の発表「地域で

表1

働く卒業生に聞く“仕事”の魅力」
（ 7 短大 「卒業生リー
フレット制作」参加学生）
、地域で学ぶ短大生の成果発表
「佐賀で学んだ学修成果」
（佐賀女子短期大学、西九州大

年度別参加学生数の目標数とその実際

（名）

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

目標

100

120

150

200

実際

84

99

159

学短期大学部）
、食育に関するエプロンシアター＆ダン
ス（香蘭女子短期大学）
、ミュージカル「うさぎとかめと
仲間たち」／ K-POP ダンス／大型布絵本読み聞かせ（佐

平成25年度や26年度は目標数をやや下回ったが、平成

賀女子短期大学）
、オペレッタ「 7 匹の子ヤギのクリスマ

27年度は目標数を超えることができた。この結果から、

ス」
（精華女子短期大学）
、音楽科コンサート（福岡女子

おおよそ目標は達成できたといえよう。

短期大学）
、エンディング「きよしこの夜」合唱（参加学
生全員）

申請書には、平成27年度までに職業・キャリア教育の
点検・評価指標の開発を行い、その点検・評価指標によっ
て本実践に参加した学生と参加していない学生の教育成
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3.3

果の差により成果検証の測定を行うと記載している。だ

参加学生に対する事後アンケートによる成果検
証

が、点検・評価指標が完成する前に、平成25年度および

平成25年度に実施したアンケートは、学生の短大フェ

26年度の短大フェスは実施されており、その成果検証を
行うことができなくなってしまう。別の指標であっても、

スにおける達成感や満足度を問うような項目のみであっ

その 2 カ年の短大フェスの成果検証を行うため、来場者

た。その後、学生の自己評価ではあるが、職業・キャリ

アンケートを実施した。また、参加した学生に対して事

ア教育としての短大フェスの効果を検証するため、平成

後アンケートを実施し、学生の自己評価による、職業・

26年度からは短大フェスを通じて学んだことや学習能力

キャリア教育としての短大フェスの成果検証を行った。

の変化について、平成28年度においては、
「社会人基礎力」

なお、結果的に、大学間連携 GP 終了までに、職業・キャ

の変化についての項目をアンケートに加え、検証を行っ

リア教育の点検・評価指標の開発が予定通りに進まな

た。
まず、参加学生の任された役割に対する達成感につい

かったため、その指標による参加学生と不参加学生との
比較を実施することが出来なかった。そのため、来場者

ては表 3 のようになった。
｢十分できた」、
「大体できた」を合計した達成感の高い

アンケートと参加学生の事後アンケートによって短大

学生の割合はいずれの年度も95％近い数値となっており、

フェスの成果検証を行うものとする。

参加学生のほとんどが自分に任された役割を充分に達成
3.2

来場者アンケートによる教育効果の検証

したと感じていることが分かる。

学生のパフォーマンスや対応に対する満足度について、
平成25年度から27年度までの 3 カ年の結果は表 2 のよう

表3

自分に任された役割に対する達成感（％）

になった。
表2

学生のパフォーマンスや対応に対する来場者の評
価（％）
平成25年度

平成26年度

平成27年度

とてもよかった

53.7

60.0

69.1

よかった

44.8

35.0

30.4

あまりよくなかった

1.5

0.0

0.5

よくなかった

0.0

0.0

0.0

(注)

平成26年度

平成27年度

十分できた

48.4

53.7

大体できた

47.3

38.9

あまりうまくできなかった

4.3

6.7

できなかった

0.0

0.0

日頃の学習成果の発表や発揮に対する充実感について
は、表 4 のようになった。

平成26年度の割合の合計は100％になっていないが、その残

表4

日頃の学習成果の発表や発揮に対する充実感
（％）
平成26年度

平成27年度

十分発揮できた

40.7

44.3

大体できた

52.7

49.0

あまりうまくできなかった

6.6

5.4

できなかった

0.0

0.0

りの 5 ％は無回答であった。

｢とてもよかった」と「よかった」を合計した満足度は
どの年度もほぼ100％近い数値を示していた。その上、
年々、
「とてもよかった」と回答している来場者の割合が
増加している傾向がみられ、これは短大フェスで披露し
た学習成果の内容が年々高まっていることを示している。
また、短大フェスや短期大学、短大生に対するコメン
ト欄の内容についても、学生のパフォーマンスや対応に
ついては、
「アイデアに優れていて楽しかった。
」
、「学生
が輝いていた。
」
、
「明るくて一所懸命でよかった。」、「学
生が笑顔で気持ち良く接してくれた。
」
、
「心がこもって
おり、対応がとても丁寧だった。
」
、
「学生がとても親切

任された役割に対する達成感同様、「十分発揮できた」
、
「大体できた」の合計がいずれの年度も95％近い数値と
なっており、参加学生のほとんどが日頃の学習成果を発
揮することができ、高い充実感を得ていることが分かる。
1 年生の参加学生に対して、次年度の「短大フェス」
への参加意欲について調べたところ、表 5 のようになっ
た。

だったので、気軽に立ち寄り参加することができた。」、
「ブース内において学生が日頃の勉強内容を活かして対
応してくれた。
」など、高評価な内容が多く見られた。
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表5

ること」
「食栄としての自覚を持つこと」、
「分からないこ

次年度の「短大フェス」への参加意欲（％）
平成26年度

平成27年度

となどは先生に聞くなどした」など、自身の最善を尽く

是非参加したい

29.1

40.0

そうという真摯な姿勢や、
「学校の良さ・雰囲気を伝える

参加したい

67.3

50.0

こと」といった、学校の広報活動の一端を担ったことが

できれば参加したくない

3.6

6.7

参加したくない

0.0

3.3

あった。
｢短大フェス」での他短大の学生の活動や対応に対す
る印象について尋ねたところ、以下のような回答が得ら

いずれの年度も、
「是非参加したい」
、
「参加したい」の

れた。

合計が90％近くを占めており、参加に意欲的な学生が多

｢活気がある」、
「華やかだった」、
「心から感動する出し

かった。一方で、平成27年度には「できれば参加したく

物があった」、
「とても素敵だった」
「司会が良かった」な

ない」
「参加したくない」と参加に消極的な姿勢を示す学

ど、他校の学生のパフォーマンスや対応に対して純粋に

生が10％に達した。

感動したという内容の回答が最も多かった。次に、
「他

上記の回答の理由について尋ねたところ、参加に意欲

の短期大学のことを知る機会ができてよかった」、
「他の

的な回答をした理由として、「学校以外での世代を超え

短期大学で学べる内容がわかった」、「学校によって特色

た地域の人々やよその学校の学生とのコミュニケーショ

が異なる。雰囲気も異なる」など、連携短大における学

ン機会」
、
「つながりや交流機会」
、
「先輩の姿を見て自分

習内容や雰囲気の違いを知る機会となったという回答が

の改善点を理解する機会」
、
「勉強や学びの機会」
、「よそ

多かった。それらに加え、
「もっと元気が必要だと思っ

の学校を知る機会」
、
「良い経験機会」
、
「人に説明・教え

た」、「笑顔で楽しそうで、こちらも笑顔になれた」
、
「負

る経験によって勉強になった」
、
「学生時代の社会・一般

けてはいられないと思った」、「自分もそうなりたいと

の人々への貢献機会」
、
「よその学校の取り組みを学ぶ機

思った」など、連携短大のパフォーマンスや対応に影響

会」など、
「短大フェス」が他短大や地域の人々との交流

を受けたり触発されたという内容の回答もみられた。
｢短大フェス」による学習能力の変化について、佐藤

の機会であり、自身の学習や社会・地域貢献の貴重な機

（2011）に基づいた 8 項目について、学生の自己評価によ

会であるという内容の回答が多数を占めた。
一方、参加に消極的な姿勢を示した理由として、
「きつ

る 5 段階評価を行った。結果を表 6 に示す。

かった」
、
「家から遠い」との記述があったことから、短
大フェスに参加することによって得られる精神的な達成

表6

短大フェスに参加して変化した自身の学習能力の
5 段階評価（ 1 〜 5 点）（数値は平均値。）

感や充実感よりも肉体的な疲労感がそれを上回ったため、
次回の参加に消極的な姿勢を示すようになったことが示
唆された。
｢短大フェス」に参加するために努力したことや意識

平成26年度

平成27年度

対人コミュニケーション力

3.67

3.78

チームワーク力

4.04

4.10

したことについて、自由記述欄を設けて具体的に回答さ

問題解決力

3.90

3.92

せた。その一部を抜粋すると、「うまくできるよう練習

社会的マナー

3.99

4.22

した」
、
「放課後や空き時間を使って練習した」
、
「技術の

倫理観

4.17

4.26

修得」
、
「高校生と接することを意識して、会話スキルを

論理的思考力

3.77

3.93

高めた」など、フェスまでに自身のスキルアップに努め

自己管理力

3.87

4.06

たという内容の記述が多くみられた。最も多かったのは、

学修継続力

3.95

3.84

「人にわかりやすく教えること」
、
「来場者とのコミュニ
ケーション、会話」
、
「大きな声、PR 時にわかりやすく

4.0以上の平均値を基準として、学習能力が向上した

はっきりと話すこと」
、
「笑顔、来場者に明るく接するこ

と判断すると、平成26年度はチームワークや倫理観につ

と」
、
「お客様に失礼のないよう、ご希望にそえるような

いて、変化を感じている学生が多くみられた。平成27年

ネイルを心がけた」
、
「来場者を楽しませること」
、「笑顔

度は平成26年度同様、チームワーク力と倫理観について、

で歌うこと」
、
「常に周りに子どもがいることを意識する

変化を感じているとの結果になった。また、それ以外に、

こと」といった、フェス当日の来場者への心遣いに対し

社会的マナーや自己管理力にも学習効果を感じる学生が

て努力したという内容の記述であった。他には、
「自分

多く見られた。平成27年度は平成26年度と比較して、学

自身が楽しむこと」
、
「自分たちが出来る限りのことをす

習継続力を除く 7 能力でその数値が上昇しており、短大
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フェスの内容の充実に伴い、多くの能力の向上をもたら

によって、チームワーク力や倫理観といった項目で能力

したことが示唆された。

の向上がみられたことから、今後も短大フェス独自のア

｢短大フェス」を通して得た知識や技能の活用につい

ンケート調査を実施しながら、上記のような結果に至っ

て尋ねたところ、
「相手をおもう気持ち」
「お客様との接

た要因についての分析を進めるとともに、申請書に記載

し方」
、
「コミュニケーション力」といった、具体的に身

されている職業・キャリア教育の点検・評価指標の開発

につけた事柄のみの回答も含め、
「来年参加できたら、こ

を進め、それによる成果検証が早期に実施できるよう努

の経験を生かしたい」
、
「人と協力し合うことを仕事に活

力していく必要があると思われる。

かしたい」
、
「人と協力し合って何かを成し遂げることを
意識して活動したい」
、
「製作能力を保育の現場で活かし
たい」
、
「子ども達や見ている人が楽しめるように行うこ
と、自分も楽しんで行うことをこれからの活動や保育に
活かしたい」
、
「社会に出て、仕事の現場で活かしたい」、
「学校生活やクラスで何かする際に、チームワーク力を
大切にしながら行動していくようにしたい」
、
「会場作り
などで周囲の人々の協力があったことが理解できた。感
謝する気持ちを忘れない」
、
「多くの人前で話せるように
活かしたい」
、
「自発的な行動を心がけたい」
、
「相談され
る場合のコミュニケーションスキルの向上に活かした
い」など、フェスを通じて得たことを仕事や学校生活な
どに生かして行きたいという内容の回答が多かった。一
方で、
「積極性や言葉づかいなどに課題があり、知識も足
りていないので、
これらの力を補うようにしていきたい」、
「プレゼンテーション力、発言力、語学力、表現力を身に
つけていきたい」
「色々な知識をもっとつけたい」といっ
、
た、フェスでの自身のパフォーマンスや対応に対する不
満足から、不足している能力を補っていきたいという内
容の回答も多くみられた。また、
「色々なイベントに参
加したい」
、
「出会いを大切にしていきたい」
、
「色々なこ
とにチャレンジしたい」といった、短大フェスのような
交流活動への興味関心の高まりを回答したものもあった。
総じて、短大フェスの経験を次に生かしたいという回答
であり、短大フェスが多くの学生に多大な影響を与えた
ことが示唆された。
4 ．短大フェスの今後の課題
短大フェスの内容自体は、来場者アンケートおよび参
加学生の事後アンケート結果から、高い満足度を得るこ
とのできる内容になっていると言える。一方で、短大
フェスの成果検証に関しては、大学間連携 GP の申請書
には、平成27年度までに職業・キャリア教育の点検・評
価指標の開発を行い、その点検・評価指標によって参加
学生と不参加学生とを比較し、教育成果の差により成果
検証の測定を行うと記載していたが、点検・評価指標の
開発がままならず、申請書通りの成果検証を実施するに
は至らなかった。しかし、短大フェス独自のアンケート
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《中元博明》

平成26年度については、各学校でまとまった原

3 ．卒業生インタビューリーフレット制作
地域で働く連携校の卒業生にインタビューを行い、卒

稿は、香蘭女子短期大学が中心となってとりまと

業生の学びのあり方や成果を聴取し、
「学生と地域との

め、リーフレット作成を主に担当した。香蘭女子

対話」をテーマとしたリーフレットを、平成26年度、28

短期大学の学生のなかから編集アシスタントの公

年度に作成した。

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

タイトル：短期大学から始まる未来のワタシ

やり取りを行い、原稿を集めた。また、印刷会社

―短期大学卒業生へのインタビュー
目的：① 7 短大の職業・キャリア教育の成果（短大フェ

との打合せを行い、リーフレットが完成するまで

スと高校訪問キャラバン隊）と、職業・キャリ

の段取りなどを学んでいる。さらに、リーフレッ

ア教育（卒業生インタビュー）を地域のステー

トのデザインは学生が主体となって制作され、印

クホルダーに紹介し、短期大学の職業・キャリ

刷会社とのやり取りのなかで完成に至った。
成果：先輩から話を聞くことで、学生たちの将来のキャ

ア教育に対する理解を深めてもらうこと

リア形成につながった。平成26年度については、

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

編集に携わった学生たちが出版業界の仕事を体験

解を深め、意欲をもって短期大学の 2 年間を過

することができた。
平成28年度については、短大フェスにてインタ

ごすことができるようになること

ビューを実施した学生たちがお互いの学びについ

③学生が編集に参加することで社会人基礎力を養

て、報告するステージ発表も実施した。学びを人

うこと

に伝える機会を得ることもできた。

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

平成28年度版

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。
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フィールドスタディと位置付けている。

●キャリアリーフレット作成における

また実施時期の問題から、この実践をカリキュラムに

アクティブ・ラーニングの実践報告●

組み込んで行うのは難しく単位とは無関係の実践であっ

1 ．問題と目的
教育界でアクティブ・ラーニングという言葉が耳目を

たこと、そもそも筆者の専門がこの実践とはかけ離れた

集めて久しい。アクティブ・ラーニングの研究は進み、

ものである為、専門的なフィードバックが必ずしも十分

実践例なる書籍が出版されてきてはいるが、実際の授

で は な か っ た こ と を 了解 い た だき た い。あ く ま で も

業・カリキュラムにどのような形で導入すべきか、現場

フィールドスタディを学内の既存の活動の中での実施可

レベルではいまだ戸惑いや混乱があるのが現状ではない

能性を探ることが目的である。

ⅰ

だろうか 。また、アクティブ・ラーニング型の授業を
取り入れようとする際、どうしても現実の壁がある。つ
まり導入コストの問題である。コストの高いものが必ず
しもその授業に最適なものであると限らないのはもちろ
んであるが、逆に最適だと思われても導入コストが高い
ために、現実として選択されない場合が往々にしてある
のではないだろうか。なお、ここでいうコストとは、金
銭的なことだけでなく、実践する際にかかる物理量全般
を指すこととする。あらゆる意味で準備・実施にエネル
ギーがかかるということである。そしてアクティブ・
ラーニング型授業の中でもフィールドスタディは最も高
コスト形態の 1 つだろう。
そこで本稿では、この高コストのフィールドスタディ
を低コストで実現する為の方策として、学内の既存の活
動でフィールドスタディを実施する道を検討することを
目的とする。具体的には、学内で制作・編集したキャリ
アリーフレットに学生と共に取り組んだ事例を、アク
ティブ・ラーニング型授業の中のフィールドスタディの
実践事例として考察と合わせて紹介したい。
キャリアリーフレット（図 1 ）は平成24年度に採択さ
れた文部科学省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」により、平成26年度にキャリア教育を目的ⅱに制作

図1

学生がデザインしたキャリアリーフレットの表紙

されたものである。つまり今回報告するのは、キャリア

男女 2 名のキャラクターは学生が手描きしたもので、

教育をアクティブ・ラーニング型授業の中の一つである

さらに別の学生がデジタル加工している。

フィールドスタディの形式で行った実践ということにな
2 ．キャリアリーフレットの概要

る。

キャリアリーフレットの内容は大きく分けて 3 つある。

筆者は平成23年度にも今回とは別の GP 事業で類似の
出版物の制作・編集に携わっており、今回が 2 度目とな

短期大学卒業生のインタビュー記事、高校訪問キャラバ

る。前回の経験から、学生たちにこの制作・編集過程を

ン隊の紹介、そして短大フェスの紹介である。
それぞれの内容を簡単に説明しよう。まず、短期大学

経験させることに意義を感じていたし、学生の中にこう
した取り組みに興味を示す者がいるだろうと思っていた。

卒業生のインタビュー
（図 2 ）
がこのキャリアリーフレッ

実は本報告で紹介する学生による制作・編集の取り組み

トのメインとなる頁で、全体の半分を占めている。短期

は、GP 申請時には想定されておらず実行段階で急遽取

大学卒業生に自身の職業についてインタビューした記事

り入れた案である。そのため特別な予算等は全くない状

である。彼・彼女らの仕事内容やその仕事を選んだ理由、

態であった。GP という枠組みに後から上乗せした実践

仕事で大変なことや短期大学での学びがどのように仕事

であ り、そ う い う意味で学内の既 存の活動の中 で の

に活かされているか、また後輩へのメッセージなどをイ
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図2

短期大学卒業生へのインタビュー

・左端の列に各短期大学のインタビュアーが 2 名ずつ掲載されている。
・卒業生は各短期大学 1 名で計 7 名が掲載されている（写真は 3 名のみ）。
・各卒業生の欄の最下段に掲載されているのが、学生が考えた「○○さんの一日の仕事の流れ」の図である

ンタビューしている。インタビュアーは現役の短期大学

そして短大フェス（図 3 ）は、合同学園祭といってよ

生でかつ卒業生と同じ学科の学生たち、そして卒業生の

いだろう。各短大の特徴的な実践を学外で披露する催し

職種に興味・関心のある学生たちである。そのインタ

である。短大フェスは2015年度で 3 回目の実施となるが、

ビュアーたちからは憧れの職業について詳しく聞けて勉
強になったということと共に、現在の短期大学での学び
がどのように仕事に活かされるのかが分かって良かった
という声も多く聞かれた。
高校訪問キャラバン隊（図 3 ）は福岡県内の各高等学
校に、その卒業生である短期大学生が出向いて短期大学
での学びやキャンパスライフについて語るものである。
特徴的なのは複数の短期大学の在学生が一緒に母校を訪
ねる点である。高校生は一度に複数の短期大学での様子
を聞いて比較できるのが利点である。この事業は高校生
にとってのキャリア教育であることはもちろん、母校を
訪問する短期大学生にとっても多数の後輩たちや恩師の
方々を前に、日々の学業や学生生活の様子を話す貴重な

図3

短大フェス（左）と高校訪問キャラバン隊（右）
の頁

機会となっている。
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キャリアリーフレットに掲載されているのは2014年度に

きコマを見つけることができなかった。また前述の通り

実施された佐世保のアルカス SASEBO で行われたもの

彼女たちの当役割に対するイメージに齟齬もあったよう

である。ちなみに本学からはファッション総合学科の

なので、今回はファッション総合学科専攻科 1 名とライ

ファッションショー、ダンス部のダンスが参加した。な

フプランニング総合学科 2 年生 3 名の計 4 名を採用する

お、高校訪問キャラバン隊と短大フェスも先の 7 つの短

こととした（図 4 ）。

期大学が合同で実施しているものである。

採用された 4 名の内、 3 名は複数の教員からの声掛け
ⅲ

キャリアリーフレットは、 7 つの短期大学 が合同で

をきっかけとして応募をしてきた学生であったが決して

制作したものであり、制作・編集に携わった学生達は 7

消極的な学生たちという訳ではなかった。それよりもよ

ⅳ

つの短期大学で合計18名 になる。本報告で焦点を当て

り適当な学生が選出されることに繋がり、教員に対して

るのは、その中でも制作・編集の中心的活動を担った 4

告知したことは大変意味があったと思っている。学生よ

ⅴ

名の学生たち である。なお、編集の取りまとめを本学

り活動内容をより的確に把握している教員から、適当と

が中心になっておこなった為、 4 名の学生は全員本学の

思われる学生に対する声掛けが行われたということだ。

学生である。
今回作成したキャリアリーフレットはＡ 4 サイズ 4 枚
分（両面印刷で 8 枚分）であるが、その内の 4 枚分に相
当し、最もボリュームがあるのが短期大学卒業生のイン
タビュー記事である。学生たちにはそこを中心に編集作
業を担当してもらったⅵ。
3 ．キャリアリーフレット作成におけるアクティブ・
ラーニング
3.1

参加者の募集・選考方法

先にも述べた通り、本実践は授業ではないため、制作・
編集作業を希望する学生を募るところから始めた。「編
集アシスタント募集」のポスターを学内各学科の掲示板
と教員用掲示板に張り出した。さらに、教員に対して会
議の場で募集についてアナウンスした。
2 名の募集枠に対して 8 名の応募があった。 8 名の学
生の所属は次の通りである。ファッション総合学科 1 年
生 4 名、
ライフプランニング総合学科 2 年生 3 名、ファッ
ション総合学科専攻科 1 名である。意欲を持って応募し
てくれた 8 名であったが、全員を採用することはできず、
選考のために 8 名との面談を行った。面談では応募者の
動機や編集アシスタントとしてしたいこと等を聞くと共

図4

裏表紙

編集を担当した学生たち

に、募集ポスターでは伝えきれなかったキャリアリーフ
レットの目的や概要、そして編集アシスタントに求める

3.2

顔合わせ

こと等を話した。面談をする中で、ポスターを見て自ら

最初の集まりは顔合わせの形で気軽な会を催した。今

応募してくれた学生の他に、教員からの声掛けをきっか

回の実践に本学で関わるのは、編集アシスタント 4 名の

けに応募してきた学生もいること等や、ファッション総

他に本学の GP 事務補佐の 1 名、そして筆者の計 6 名で

合学科 1 年生 4 名のグループは彼女たちがイメージして

ある。学生たちには、自由なアイディアを存分に出して

いた役割と編集アシスタントの役割に多少の齟齬がある

欲しかったので、アイスブレイクの意味を込めて初回は

ことが分かった。

気軽な形にした。

授業ではないため、全員の共通の空き時間に活動を行

お茶会では、自己紹介をしたり気楽なおしゃべりをし

う必要があったのだが、応募者の中でファッション総合

たりして親交をはかった。筆者からは、地域の人びとに

学科の 1 年生たちは授業コマが多く、筆者との共通の空

分かりやすく親しみやすい冊子を目指しているのであな
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たたちのフレッシュなアイディアを期待しているという

えるにあたって、自分の好きなデザインではなく、たく

ことを伝えた。

さんの方々のために考えることは、とてもやりがいがあ

また、お互いの空きコマを確認して月曜日の 3 限目に

りました。（以下略）」

活動時間を決定し、毎週定期的に活動するわけではない

表紙のデザインも学生が行った。当初はカメラが得意

がこの時間は極力他の予定を入れないで欲しいことを伝

だという学生が他の学生たちを被写体に写真を撮るとい

えた。そして、本実践で使用するのに適当な共有メール

うことで進め、参考にしたい雑誌等の写真資料を集めて

アドレスのユーザー名を話し合って決定した。学生と決

いた。しかしながらそれをデザイナーに相談したところ、

めたユーザー名を情報センターに連絡し、Gmail に本学

カメラで表紙の素材を作ることは素人には相当難しいだ

独自のドメインがあるのだが、それでメールアドレスを

ろうという意見であった。それではと学生たちと相談し、

作成してもらった。

絵を描くことになった。先に紹介した短大フェスのチラ

3.3

シⅶも 4 名の学生が担当していたのだが、その際に描い

編集作業

4 名の学生が編集を担当する卒業生インタビューの頁

た短期大学女学生をイメージしたキャラクターをそのま

は、インタビューこそ 7 つの短期大学がそれぞれで進め

ま活かし、それに男子学生も加えたりした。また、別の

ることになっていたが、その他のことは本学の編集メン

学生が周囲に花とバスケットを加え、さらにまた他の学

バーである程度の枠組みを作る必要があった。例えば、

生がそれをデジタル加工して着色するなどした。その原

インタビュイーの卒業学科が重複しない為の調整方法で

案を元にデザイナーに背景の色等をサイズの調整をこれ

あるとか、インタビュアーの質問事項を統一するかしな

もまた学生たち主導で依頼していた。表紙に関しては筆

いか、文字数の制約等々である。そして、
文字数に先だっ

者の介入度合は非常に少なかった。

て、レイアウトを考える必要もあった。これはデザイン

キャリアリーフレットのタイトルである「短期大学か

に興味のある学生が多かったことから、学生に宿題とし

ら始まる未来のワタシ」も学生の案である。「キャリア

て考えてきてもらった。Ａ 4 用紙 4 枚が横並びの用紙に

リーフレット」では一般の、特に高校生には分かりにく

7 人のインタビュイーをどう並べるのか、学生たちは主

いという先のデザイナーの指摘を発端に、
「キャリア」と

に見やすさという点や 7 つの短期大学を公平に扱うとい

いう言葉の連想を手掛かりに様々な意見をぶつけ合った。

う点を重視して様々なレイアウト案を提案してくれたよ

例えばこんな案が学生たちから出た。「短期大学生によ

うに思う。またその中で、各インタビュイーに「○○さ

るお仕事図鑑」、
「短大のススメ」
、「Work Dictionary」
、

んの一日の仕事の流れ」として、出勤から退勤までの流

「短期大学から始まる未来の自分」等々である。最終的

れを示した図（図 2 ）がある。こうしたコーナーを作る

には「短期大学から始まる未来の自分」が明るい雰囲気

ことを想定していなかったのだが、視覚的に示した方が

で良いと人気が集まり、自分は硬いのでワタシにしよう

その仕事のイメージが掴みやすいのではないかという発

ということで決定した。

想から生まれた学生の優れたアイディアだと思う。

本活動は定期的に行われていたわけではなく、必要に

色や形、文字の位置などのデザインについて学生たち

応じて集合を掛けていた。全員が就職活動中の学生で

の意識は非常に高く、印刷会社のデザイナーとの打ち合

あったため、夏休みは活動を休止したし活動期間が空く

わせの場では、色や形・デザインのバランスに対して積

ことや、就職活動の為に欠席者がいる場合もしばしば

極的に相談や要望を述べていたことが印象的であった。

あった。しかしながら話し合いの場には必ず先述の事務

印刷会社を決める際に、出版業界・デザイン等に興味の

職員が入り、議事録を作成してメールで配信をしていた

ある学生たちが制作・編集に携わること、学生が打ち合

ので効率よく話し合いが進められたと思う。

わせに同席することや、印刷会社やデザイナーの立場か

校正について、当初学生たちには文章中の専門用語な

らこうした学生に伝えたい内容があればぜひ補足説明を

ど分かりにくいと思われる点を挙げてもらうだけの役割

お願いしたいということを筆者から伝えていたのだが、

を考えていた。卒業生の専門はバラエティーに富んでお

先方も学生の意見に積極的に耳を傾けたり、あるいは出

り、職業を紹介する中でそうした専門用語・業界用語が

来ない理由を説明したりするなど、きめ細やかな対応を

出て来ることもあると思われた為である。そして実際、

していただけた。業界に興味を示す学生たちにはプロと

医療事務の「レセプト」等の解説文を担当の教員に確認

のやり取りは刺激があったのではないだろうか。ある学

するなど積極的に動いてくれた。その上、彼女たちが実

生の感想の一部を紹介する。
「編集アシスタントを経験

に見事に文章の校正を行ったことに驚かされた。一般の

し、たくさんの方が手にとっていただけるデザインを考

方に分かりにくい言い回し、あるいは誤字脱字を次々に
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最後に、本実践のコストについてまとめて終わりとし

指摘し適切な言葉へと変えていった。これは嬉しい驚き

たい。

であった。
このように多くの場合、積極性を見せた学生たちであ

まず、本実践では学生の活動に関する予算はまったく

るが唯一筆者や事務職員が最終的に学生の代わりに行う

かかっていない。強いて言えば顔合わせのお茶代くらい

ことになったのがメールである。各学生が共同で制作し

であった。もちろん、リーフレットの印刷代等はかかっ

ている 7 短大を 1 〜 2 校ずつ担当することに決め、我々

ているのだが、それ自体予め計画されていたものなのだ

が顔合わせした際に作成したメールアドレスを使用して

から、本実践をしていなくてもかかった費用である。次

各校の先生方と連絡をとる手筈であったがこれが遅々と

に、リーフレットの制作は元々筆者が個人で行う仕事で

して進まなかった。ビジネスメールの定型文を教えたり、

あった為、筆者としては様々な編集作業を 1 人で行うと

学生によっては全文を教え、学生もそれをメモしたりと

ころを学生たちと共に行ったというだけのことである。

いうこともあったが、それでも出来ない場合があった。

学生と共に行う労力がないとは言えないが、筆者が個人

アクティブ・ラーニング型授業においては教員の介入不

的に制作するものよりも学生たちが加わったことでより

ⅷ

足と過剰介入が議論されることがあるが 、メールに関

質の高いものが可能となったと思っている。つまり、費

して今回は介入不足であったと思う。

用的にも労力的にもコストを押さえつつ、学生の学びに

以上、編集作業の様子を考察した。こうした業界に興

繋がった。今回は筆者にとって実験的な試みであったた

味のある学生がいるだろうとは思っていたが、実際に応

め、授業の体裁を整えていなかったり、筆者の専門性と

募があるのか、編集アシスタント募集時には、懐疑的な

実践の間に齟齬があったりした。専門外で適切な評価が

部分があったのも事実である。授業が多く忙しいと言わ

できない分、本当に学生の学びになったのかと問われた

れる短期大学生のしかも就職活動中であるにも関わらず、

ら証明することはできない。しかしながら、学生が専門

単位とは無関係の本活動に実に積極的に関わってくれた

性を活かしながらいきいきと活動に取り組み、 1 つの

ことは実に嬉しかった。

リーフレットを制作していった過程の伴走者としては、
その成果を確信しているところである。このような取り
組みが学内に埋もれており、それが学生の学びとなる取

4 ．おわりに
本報告では、キャリア教育のフィールドスタディを、

り組みであれば、ぜひ掘り起こしをするべきである。

学内の既存の活動に組み込む形で運営コストを押さえつ
つ実践する方法を模索する目的でキャリアリーフレット
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（2016年）に掲載されたものである。

2 ．夢・目標セルフチェックシステム

（ 4 ）IR ネットワークシステムの構築
本事業では、IR ネットワークシステムとして以下の 4

夢や目標を入学時と各セメスター終了時に設定し、夢

つの機能をもったシステムを開発し、広く教育の質保証

や目標の進捗状況を自己評価するシステム（図 1 ）
。職

のための学生の学習支援を実施した。

業・キャリア教育と連動運用し、学生が定期的に自ら設

1 ．学生調査システム

定した夢や目標への進捗状況を確認する。学生自身に、

学生調査システムは、共通調査での活用だけでなく、

自らの成長過程を確認させ、
「学び」と「夢・目標」の関

各短期大学において日常的に調査に活用し、教育の質保

係を認識させることで、次の学びへのインセンティブを

証のための PDCA サイクルを回すためのツールとして

高めることを狙いとする。また、指導に当たる教職員で

活用できるよう、自学だけの調査にも活用可能なものと

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

した。

現し、同時に教育効果検証のための情報として活用する
ことを可能とするものとした。

図1

夢・目標セルフチェックシステム
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4 ．学修ポートフォリオ

3 ．学生サポートメモ

学生の単位取得状況を可視化し、学生が目標に対して

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（図 2 ）
。教職員間で指導履歴を共

自己評価を行う（図 3 ）
。また学生自らに学修進捗情報

有することで、より適切な個別指導を実現する。また、

を確認させることで、学修計画を検討するための材料を

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

提供する。

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。
図2

学生サポートメモ

図3

学修ポートフォリオ
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《久保知里》

この状況の中において、短期大学を含む全ての高等教

●共同教学 IR ネットワークシステムの成果と課題

育機関には教育の質保証の仕組みを実質化することが求

〜短期大学士課程教育の質保証システムの
汎用的モデルを目指して〜●

められているが、概して、人的にも、財政的にもリソー
スが不足し、思うように取り組みを進められない状況に

1 ．はじめに
短期大学教育の質保証の仕組みづくりを目指して取り

ある短期大学が多い。
一方で、
「高卒就職」、
「専門学校」、
「 4 年制大学」との

組んできた本事業には、次の 3 つの柱がある。
1 ）学修成果を高めるための特色ある職業キャリア教

進路競合を考えると、各校個別に組織的･体系的に教育
を支える基盤を整備し、その教育成果を個別に社会や地

育・方法論の開発
2 ）短期大学の学修成果に関する標準的指標の開発

域に発信していく活動を実施するよりも、各短期大学が

3 ）学修成果の適切な査定を手間をかけずに行うため

連携し、
「短期大学業界」として組織的・体系的な教育の
ための基盤整備に取り組み、その教育成果を短期大学業

の共同教学 IR ネットワークシステムの開発
本節においては 3 ）に関して、次の 3 つの事柄につい

界全体として社会や地域に発信していく活動を展開して
いく方が、リソース面からの課題を解決しやすく、また

て報告を行う。
ａ．「共同教学 IR ネットワークシステム」の構想

社会全体から見た場合に、より分かり易い価値の発信と

ｂ．構想の達成度（成果と課題）

なると考えられる。

ｃ．今後より多くの短期大学で活用され、汎用的モデ

これらの観点から、単独の短期大学ではリソース的に

ルとして普及していくために必要と考えられるアク

整備が困難な領域で、かつ各短期大学の特色ある教育に

ションプランの整理

制約や影響を与えることのない教育の質保証のための基
盤となる領域を、
「質保証システムの汎用的モデル」とし

2 ．そもそも「共同教学 IR ネットワークシステム」とは

て整備することを、本事業全体を通じて企図しており、

近年の短期大学は、他短期大学との競合に加え、大き

その中でも特に学修成果の適切な査定を手間をかけずに

く「就職」
、
「専門学校」
、
「 4 年制大学」との進路競合に

行うための汎用的な情報システムを「共同教学 IR ネッ

さらされており、各短期大学において総力を挙げて独自

トワークシステム」として整備することを目指した。

の価値を打ち出すための活動を展開している。各校個別
3 ．「共同教学 IR ネットワークシステム」の構想

に特色ある教育活動を展開し、募集活動に力を入れ、就
職支援に力を割いている結果、学内リソースが慢性的に

共同教学 IR ネットワークシステムは、
「学修成果の適

枯渇している学校が多く、また経営環境としても芳しい

切な査定を、手間をかけずに行う」ことを主題としなが

状態にあるとは言い切れない学校が少なくない。

ら、同時に、
「学生の成長を支え、学修成果をより高める

実現に取り組んだ仕組み

概要

目的

学修成果の適切な査定を手間をかけずに行うための仕組み
学生調査
システム

Web 共通
アンケート

Web を活用し、複数短期大学で、学生（卒 調査、集計の手間を減らし、改善のための
業生）調査を実施するための仕組み。
労力を確保する。これにより、複数短期大
アンケート 調査結果を自動で集計し、簡易分析まで行 学の調査結果を比較して、自短期大学の状
況を把握しやすくする。
集計・分析 うための仕組み。

学生の成長を支え、学修成果をより高めるための仕組み
夢・目標設定
セルフチェック

自分の夢･目標と短期大学での学びの関係性を整理し、定期的に振り返る仕組み。
学ぶ意味を考えることで、与えられた学習から自ら獲得する学修への脱皮を促す。

学修ポートフォリオ

①教職員が学生一人一人に合わせた適切な
自身のカリキュラムを俯瞰し、どの科目を
アドバイスを実施しやすい情報提供。
どんな成績で取得したか、いつでも確認で
②学生自身が、自らの位置を確認し、主体的
きる仕組み。
に学修計画を立てやすくなる情報提供。

学生サポートメモ

学生の個別指導履歴を、教職員が登録・閲 教職員間で指導履歴を共有することで、よ
覧（共有）する仕組み。
り適切な個別指導を実現する。
表1

実現に取り組んだ仕組み
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ための仕組み」についても教育の質保証のための対象領

調査の結果は、リアルタイムに集計され、調査参加校

域とし、実現に取り組んだ。実現に取り組んだ仕組みの

においては他参加校と自校の比較結果、共通調査事務局

概要と目的は表 1 の通りである。

においては参加校全ての集計結果を確認できる。なお、

また、共同教学 IR ネットワークシステムは、短期大

学生の個人情報については、自校分のみ参照でき、他校

学ごとに状況が異なったとしても利用できる必要がある

の情報は共通調査事務局を含め参照できない仕組みとし

ため、連携短期大学の状況を「学生が利用する側面の違

た。

い」と「システムを動作させる側面の違い」の 2 つの視

また、共通調査への活用だけではなく、各校の独自の

点から調査したところ、次のような点で状況が異なって

IR 活動にも活用し易いよう、設問を自由に設定できる

いた。

ようにし、授業アンケートにも対応した。

（ 1 ）学生が利用する側面の違い

4.1.2

夢・目標設定セルフチェックシステム

入学年度別、学科→学年→コース→グループ別に、学

①学生が自由に利用可能な情報端末環境の違い
②学生の情報リテラシー水準の違い

生に対して、個別の設問を、個別の周期で問いかけ、卒

（ 2 ）システムを動作させる側面の違い

業後の夢目標に向けた PDCA サイクルを回しやすくす

③学務システム環境の違い

る仕組みとした。教員との面談結果を学生に見える形で

④学内のサーバ管理環境の違い

フィードバックできるようにしたほか、学生自身が、自

(1）
-①②については、
整備する仕組みをスマートフォ

身の立てた計画に対して達成できたかどうかを 5 段階で

ンから利用できるようにすることで対処することとした。

自己評価できるようにした。自己評価を行うことで、文

スマートフォンで利用できるようにすることで、学内の

章による定性的な振り返り活動を、定量的に評価可能と

自由に利用可能な端末に依存することなく学生がシステ

している。

ムを利用することができ、また、学生が自分で管理する

4.1.3

学修ポートフォリオ

スマートフォンを利用してシステムにアクセスすること

学生の学修状況を、科目群別の単位修得状況、半期ご

で、学生個人の情報リテラシーに左右されずシステムを

との修得単位数／ GPA、卒業要件に対する単位充足状況、

利用できるようにすることとした。

出欠情報、資格に対する単位修得状況、住所連絡先など

(2）
-③については、
学校によって学務システムのメー

の個人情報を、権限に応じて参照可能な仕組みとした。

カーが異なったり、学務システム自体が存在しなかった

個人情報については、学外からはアクセスできないよう

りしたため、共同教学 IR ネットワークシステムと各学

セキュリティーに配慮した。また、学生を出身高校別に

校のシステム間のデータ連携については、csv データ

検索できるようにすることで、高校訪問においても活用

フォーマットを定義し、フォーマットに合わせてデータ

できる仕組みとした。

をやり取りする仕組みとした。

4.1.4

学生サポートメモ

( 2 )-④については、システムを運用するためのサー

教職員が学生とやりとりした情報を、学生から直接参

バを各学校に設置しようとすると、サーバを設置するた

照できない領域で共有するための仕組み。やり取りの内

めのラックから整備する必要のある学校や、設置後、シ

容を、履修相談、就職指導、定期面談など、学校ごとに

ステムをメンテナンスする人員のいない学校もあったた

カテゴリを設定して分類できるようにし、メモが大量に

め、システムはクラウド上に構築する形式とした。また、

残されても必要な情報をまとめて参照可能な仕組みとし

クラウド化により、定期的なサーバ更新によるまとまっ

た。

た費用の発生を抑え、システムの維持費用を低減するこ

4.1.5

とも意図した。

スマーフォン対応

PC のブラウザとして InternetExplorer 11 , Microsoft
Edge , Google Chrome , Firefox , Safari への対応に加え、

4 ．構想の達成度

スマートフォンの Android、iOS のアクセスに対しても

4.1

標準対応を行った。これにより、利用校のインフラ環境

成果：工夫を行った点／特徴的な機能

4.1.1

学生調査システム

に依存せず、活用可能な仕組みとした。

事務局が調査票を作成した後、調査参加校を指定し、

4.1.6

クラウド基盤

配信することで共通調査が実施できる仕組みとした。調

本システムは、Amazon.com,Inc.提供の amazon web

査参加校においては、いつから誰を対象にアンケートを

services 上に構築し、利用者数の増減に応じて必要な

実施するか主体的に判断の上、調査に参加できる。

サーバを増減できる構成とした。また、バックアップ体
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5.1

制もリアルタイムバックアップ、日次バックアップなど、

研修会の開催：本事業の取り組み成果の発信

多層的に整備することで当初の目的である汎用的なモデ

当初構想である、
「短期大学業界全体」としての価値を

ルとして多くの短期大学で採用されたとしても、対応可

発信する仕組みにつなげていくために、より多くの短期

能な基盤構造となっている。

大学へ普及を図る取り組みを継続したいと考えており、

4.1.7

今後も定期的に取り組み成果を発信するための研修会を

データメンテナンスシステム

システム整備を進める中で、本システムを動作させる

開催していく予定としている。
5.2

ために必要となる情報が増え、データメンテナンスを手

他の共通調査機関への働きかけ

作業のみに頼って実施するには困難を伴うレベルとなっ

今回整備を行ったシステムの中でも、
「学生調査シス

た。これを受け、基本的なマスター管理及び、登録され

テム」については、どのような学務システムとも接続が

たカリキュラム情報、時間割情報、履修情報などをメン

容易で、かつ単体導入可能なシステムであるため、本大

テナンス可能な仕組みも併せて整備した。

学間連携における共通調査での活用だけではなく、他の

4.2

共通調査活動の基盤としても普及を促進し、共通調査の

課題と対策

4 . 2 . 1 課題

結果集計〜分析までのスピードを速め、「短期大学業界

学修ポートフォリオを動作させるために必要なデータ

全体」としての価値を発信する仕組みの充実に努めてい

はカリキュラム情報、時間割情報など多岐にわたると同

きたいと考えている。

時に、各校の学務システムにおけるデータ構造も根本的

5.3

継続的な改善活動

に異なることが多く、データ連携が難しいことが課題と

今回整備した仕組みは、補助期間終了後も継続して活

なっている。これに対してデータメンテナンスシステム

用し、運用を進める中で、継続的に改善を行い、より多

も整備したが、成績情報など間違えて登録してしまうと

くの短期大学にとって使いやすい仕組みとすることを目

問題の発生する性質の情報が多いため、運用に乗せる場

指していきたいと考えている。

合の作業負担が大きく、普及の壁となっている。
4 . 2 . 2 対策

6 ．最後に

整備したシステムを一体としてまとめて全て導入しな

今回整備した仕組みの中でも特に、
「学生調査システ

ければならない構造であると、普及に影響を与えるため、

ム」については、
「短期大学業界全体」が協働して活用可

各機能を個別に導入可能な仕組みとした。

能な、共通調査基盤となっており、市場に任せていては

また、最も運用ハードルの高い学修ポートフォリオの

決して生まれることのない仕組みが整備されたものと考

データ連携作業を運用可能な水準とするため、本システ

えている。今後、この成果をより多くの学校に広げるこ

ムのデータ構造と近い学務システムとは、データベース

とで、本事業の基本構想である「短期大学士課程教育の

を直結し、メンテナンスフリーで運用できる仕組みも併

質保証システムの汎用的モデル」となることを実現し、

せて整備した。

短期大学の価値を社会に発信するための取り組みを推進

4.2.3

していきたい。

構想の達成度

5 年間の運用・改善の活動を経て、システム基盤とし
ては当初構想していた水準をクリアできるところまで、
十分に整備が整ったといえる。
一方で、各校におけるシステム整備計画との兼ね合い
の問題などから、当初計画していた水準まで連携短期大
学における活用が浸透している状態にはなく、汎用的モ
デルとしての普及の側面においては課題が残っている。
5 ．今後の展望：普及のためのアクションプラン
連携短期大学で活用を進めていくことはもちろん、今
後より多くの短期大学で活用され、汎用的モデルとして
普及していくために必要と考えられるアクションプラン
として、次のことを計画している。
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《桑木康宏》

第3章

本事業を踏まえた連携校の
改善活動について

2 ．学内組織改編について

●香蘭女子短期大学●

次に大学間連携共同教育推進事業を開始した後に本学

1 ．香蘭女子短期大学
今回の大学間連携共同教育推進事業への参加を通じた

で大きく変更した点について報告する。大きくは 3 つに

学内への影響は、大きく 2 点にまとめられる。ひとつは、

分けられる。まず、IR（Institutional Research：以下 IR）

短期大学コンソーシアム九州（以下、JCCK）の事業への

委員会の発足が挙げられる。次に、短期大学経営戦略委

参加の仕方の変化であり、ふたつは、学内組織の改編お

員会の発足が重要である。最後に、FA 総合学科、およ

よび学科カリキュラムの変更があげられるだろう。

び LP 総合学科が平成29年度より大幅なカリキュラム改

本稿では、主に後者を中心に報告することになるが、

変を行い、JCCK の活動を学科内の教育の一環と位置づ

前者との関係が深いものもあるので、まずは JCCK の事

け、評価を行う制度について報告する。

業への参加についてお伝えする。

2.1

1.1

JCCK の活動への参加について

IR 委員会の発足

平成27年 1 月に IR 委員会は発足した。委員長を含め、

本学が主に関わっている JCCK 事業は、①短大フェス、
②高校訪問キャラバン隊である。それ以外の事業として

4 名での出発となったが、任せられた主な責務は次の 3
点である。

は、リーフレットの作成や研究紀要への投稿などが挙げ

①

各種情報の収集・分析に関すること

られるが、今回はこの 2 点に絞ってお伝えする。

②

IR の普及・促進に関すること

③

IR の大学間連携作業に関すること

短大フェス事業は、平成28年12月に佐賀で行われたも
ので 4 回目である。この事業には、当初はファッション

本学の IR 委員会の歩みについては、JCCK の研究紀

（以下、FA）総合学科によるファッションショーがメイ

要 Vol. 7 に掲載予定であるので、詳細はそちらで確認

ンで参加していたが、
徐々にダンス部、
キッズフロンティ

をお願いしたい。本稿との関連で伝えておくべきことは、

アクラブも加わり、昨年は、ライフプランニング（以下、

JCCK で開発したアンケート調査システムを通じて生成

LP）総合学科によるクリスマス用カレンダーの作成事

したデータは、この IR 委員会が取り扱うということを

業を行い、今年度は、食物栄養学科の先生にもご参加い

本学の代表教授会にて決議している点である。これまで

ただき、フランス料理を来場者に振舞っていただいた。

は、本学を代表して参加している JCCK の事業推進委員

徐々にではあるが、教職員および学生の参加数も増え、

がデータの収集・分析を担当していたが、IR 委員会が発

JCCK の活動の学内での広報や、参加した学生の成長に

足してすぐにこの件の検討および決定を依頼し、了承を

貢献しているのではないかと考えている。

得ている。

次に高校訪問キャラバン隊事業であるが、スタート時

このことにより、データの所在について学内にはっき

の平成23年は 4 名の学生の参加であったが、平成24年が

りと周知され、同時に毎年行う在学生調査（入学半年後、

5 名、平成25年が11名、平成26年が10名、平成27年が12名、

卒業時）は、JCCK の事業としてではなく、香蘭女子短

平成28年が15名と少しずつ参加学生の数を増やしてきて

期大学の事業として、あるいは各学科が行うべき事業と

いる。

して位置づけたところに意義があるものと考えている。

この間の変化としては、参加する学生へのアプローチ

細かな作業と思われるかもしれないが、IR は組織自

は当初は JCCK の事業推進委員個人で対応していたが、

らが調査し、分析し、自身の改革に活かすという重要な

徐々に成果を出すことで、協力してくれる教員も増え、

責務がある以上、他の組織の依頼を受けて行うものでは

平成29年度からは本学では入試・広報課が全面的にバッ

なく、能動的に関わるべき事業であると捉えている。

クアップする体制へと変わりつつある。また、どの部分

また、本学独自の IR 活動として、平成28年 8 月に IR

を事務局が担当し、どの部分を教員が担当するのか、と

報告書（「IR 委員会年次レポート2016」）を学内のみに配

いった話し合いが十分に取れていないので、しばらくは、

付した。また、同月に実施した第 1 回 IR 研修会におい

試行錯誤の繰り返しになると思われるが、より多くの学

て、本学の現状について、同年次レポートを活用し、上

生が高校訪問キャラバン隊に参加し、自分自身の学びの

記に書いた在学生調査および独自に実施した学生マナー

振り返りを行うきっかけとしてもらいつつ、大学案内、

調査、入学時調査の内容を踏まえ、本学の現状について

オープンキャンパス、HP を通じた高校生へのアプロー

お伝えした。

チの一つとして高校訪問キャラバン隊を位置づけ、本学
独自のあり方の模索を始めたところである。

研修会終了後に実施したアンケート調査からは、IR
の重要性や今回の研修会に参加した意義を感じてもらえ
る回答を得た。他方で、因子分析等を活用したより深い
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データ分析については今回は省略したので、平成29年度

ることで、それを単位に置き換えることができる。「検

で開催予定の第 2 回 IR 研修会においては、もう少し深

定チャレンジ」も同様に学科で学んだスキルや知識を獲

い内容を伴ったデータ分析を披露する計画を立てている。

得したかどうかを資格・検定試験にチャレンジし、合格

こうした活動を支えているのは、今回の連携事業で開

したら難易度に応じてポイントを受け取れる制度である。

発したアンケート調査システム抜きにはできないことで

本稿で関係するのは、前者の「地域チャレンジ」であ

あるので、本学においては、アンケート調査システムを

り、来年度から JCCK では、JCCK の活動に参加した学

中心に活用している段階である。

生に対し、ポイントを付与することが決定しており、LP

2 . 2 経営戦略委員会

総合学科の学生は、この JCCK が認定するポイントを学

平成27年 7 月に本委員会は発足した。本委員会は、短
期大学のみならず、学園全体の経営戦略を立案すること

科のポイントに変更し、自らの単位へ置き換えることが
できるようになった。

も検討しなければならないため、近年発足した委員会の

これらの制度を運用するためには、JCCK 内での規程

中でも特に重要な委員会として認知されている。本稿で

の整備や LP 総合学科内での運用規程の整備などが必要

は、IR 委員会との関係についてのみお伝えし、ページ数

であるが、平成29年度からの運用開始に向けて、着々と

の都合で先を急ぎたいと考えている。

整備が進んでいる状況である。
今後の課題としては、これらの学びが学生の成長に有

経営戦略委員会の組織構成員の中には、IR 委員長が
明記されている。また、本委員会から諮問を受け、IR 委

効に働いているかどうかをチェックする必要があるが、

員会において検討する事案も増えてきている。IR 委員

その点については、学生調査のみならず、別のアセスメ

会の議事録の開示も行っており、一体的に運用されてい

ントチェックテストが必要と考えているが、この件につ

るものと筆者は捉えている。

いては、別の機会に報告したいと考えている。

今後の展開としては、IR 委員会が収集している入学
時調査、在学生調査（入学後半年、卒業時）
、学生マナー
調査、卒業生調査の各調査と、学内にある各種のデータ
（教務データ、進路決定データなど）と結びつけ、本学の
学生の分析と今後検討すべき事案の提案を IR 委員会か
ら経営戦略委員会に行い、本学全体として改革できる体
制づくりを急いでいる段階である。
2.3

学科リニューアル（FA 総合、LP 総合）

平成29年度より本学の FA 総合学科、LP 総合学科は、
4 学期制を取り入れた新しいカリキュラムへと移行する。
各学科の新しい試みについては本学の HP 等を参照して
いただきたいが、ここでは、JCCK の活動をどのように
学科の教育課程の一環として活用する予定であるかにつ
いてお伝えすることにする。
LP 総合学科では、今回新しい試みとして、
「チャレン
ジ」と呼ぶ教育を始める。
「チャレンジ」とは、学科でこ
れまでも提供してきたインターンシップや海外研修と
いった学外での学びについて、これを学科の教育とは異
なる別枠で捉えるのではなく、本学科の学びの根幹に関
わるものと捉え、学科の学びを試す場所という風に再定
義し直したプログラム群の別称である。具体的には、
「チャレンジ」には、
「地域チャレンジ」と「検定チャレ
ンジ」があり、前者は地域に出かけ、学科で学んだスキ
ルや知識を実践で使い、本当に体得できたかどうかを
チェックし、その学びを評価し、難易度に合わせてポイ
ントを与えるというものである。学生はポイントを集め
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《中濵雄一郎》

度を涵養できるよう、地域の自治体・企業・施設等と連

●佐賀女子短期大学●
WIL の知見を深める活動は、学内に大きな刺激を与え

携した教育改革を進めている。また、それらの体験・活

ており、学長のリーダーシップのもとで、地域の複数の

動的実践には入学までの体験・活動的レディネスが深く

施設・団体・企業等との職業・キャリア教育につながる

関わると考えられることから、平成26年度より、本事業

連携をこの 3 年間で急速に進めてきた。また、本学とダ

で構築した学生調査システムを使用して、生活習慣やコ

ブルディグリー協定を結んでいる蔚山科学大学は、大都

ミュニケーション力、課題発見力、理科的・社会的体験

市部に若年層が流出するという佐賀と共通の立地条件を

等に関する短大生の体験・活動的レディネス調査を毎年

有する学校であるが、
「人口が減少する地方都市におけ

継続して実施してきた。現在進めている教育改革は、

る女性のキャリア教育」をテーマに、同大学との共催に

我々が日々接している短大生理解のために、このレディ

よる国際シンポジウムを平成26、27年度に行なう等、本

ネス調査の分析結果を学内で共有し、それに基づいて行

学独自の職業・キャリア教育を作り上げるための活動が

なっているものである。

活発になった。

平成27年度には全学共通の基礎教育科目として「佐賀

7 短大合同のアクティビティ活動では、リーフレット

を歩く」（ 1 年後期演習 2 単位：選択必修）を新設した。

作成、短大フェア・フェスを行なってきた（平成28年度

これは、学生が主体的にテーマを設定して地域に出かけ

より、高校訪問キャラバン隊にも参加）
。参加した学生

て調査・実践活動を行ない、それをまとめて発表すると

に高い成長が認められたことから、平成26年度以降の短

いう科目である。また、地産品を使った加工食品の開発

大フェア・フェスには、全学科・専攻・コースから発表

や、伝統的食品の継承活動、地元大手企業と連携しての

を行なった他、佐賀のショッピングモールで開催された

長期インターンシップなど、各学科・専攻・コースの専

25年度には、会場でのチラシ配りやアンケート依頼等、

門分野に応じた AL の開発・実践をスタートさせた。

本学の学生も多数参加、これらの学生は地域のステーク

平成28年度には、基礎教育科目として「旭の女性とみ

ホルダーと様々な形で交流し、大きな成長がみられた。

らい」（ 1 年後期演習 2 単位：全学必修）、キャリアデザ

また、これらの活動を通じて改めてアクティブ・ラーニ

イン学科に「アカデミック・スキルズ」
（ 1 年後期演習 1

ング（以下、AL）の有効性が確認され、後述する通り、

単位：学科選択必修）を新設した。「旭の女性とみらい」

平成27年度には、地域連携の促進とともに、課外の活動

は、全学の女性教職員がチームを組んで、茶摘み体験・

だけでなく、正課の授業の中にも AL を増加させること

和服の着付け・ペン習字・小物作り・メイク等について

になった。

体験的に学習するものである。「アカデミック・スキル

IR ネットワークシステムの学生調査では、連携校で

ズ」は、学生各自が設定したテーマについて調査してそ

実施している在学生調査・卒業時調査を行なって、その

の内容をレポートにまとめ、それをパワーポイントで作

内容を即時に学生にフィードバックできることの有効性

成した資料に基づいて受講生全員の前で発表するもので

が確認されたため、従来、紙ベースで実施してきた授業

ある。

評価のアンケートを、平成27年度よりこのシステムで実

さらに、平成29年度には、キャリアデザイン学科と健

施している。また、本学の教育への満足度調査について

康福祉学科を統合して「地域みらい学科」に改組転換し、

も同システムへ変更することを検討中である。夢・目標

専門分野・領域横断的に地域の課題を発見・解決するこ

セルフチェックと学生サポートメモについてはすでに全

とを目指す PBL 型の「地域みらい学」を新設するなど、

学的な運用がスタートしているが、前者については、ア

地域連携とグローバル化を充実・強化して、短大ならで

ウトカムのアセスメントとリンクして使うことで期待以

はの職業・キャリア教育を展開する計画である。

上に学習効果がありそうである。後者については、従来
困難だった学生への就職支援情報の共有という面での有
用性が学内で認められ、現在、就職支援関連のサポート
の入力件数が急速に伸びている。
本学では、これまでの短大連携 GP で得た職業・キャ
リア教育先進校の事例を参考に、
「知力を突き抜け、社会
へ突破する力」こそが、これからの短大卒業生に必要な
コンピテンシーであるという共通認識のもとに、学生の
体験・活動的実践を重視し、より主体的・能動的学修態
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《藪

敏晴》

現在、本事業で実施している「学生調査（在学時、卒

●精華女子短期大学●
本学では、この 5 年間の教育改革として、まず、学長

業時、卒業後）」以外での本学独自の学生調査を各種委員

ガバナンスのもと実践的教育活動を実施していることが

会が中心となり検討を開始。来年度は IR システムを使

あげられる。例として本事業推進委員が本学の教育成果

用した「学生環境調査」等の実施を目指している。さら

を検証するため「在学生調査及び卒業時調査」の分析を

に、前述した私立大学等教育研究活性化設備整備事業の

通して学生の学びと学生生活に関する検討を行っている。

採択によりタブレットの使用も可能となり、
「学生調査

その結果「授業内容・方法」
、
「教員の指導」
、
「学生生活

（在学時、卒業時）」だけでなく授業、職業･キャリア教育

のサポート」の項目を中心に各学科・専攻の傾向を把握

への活用実施へ向け、平成29年度は環境整備を行う予定

することができ、本学の教育や学習支援などの満足度に

である。具体的には医療事務認定試験対策等の各種資格

ついて、在学時調査よりも卒業時調査の方が学生の満足

の試験対策にも取り組むことが可能となり、これらのシ

度が上昇していることが明らかとなった。この結果を研

ステムを導入することにより、双方向授業や e-learning

究紀要にて報告（フィードバック）すると共に、各教員

システムの活用、ネット試験など、学生の興味・関心の

が各々の授業に反映して改善し、新たに教育活動・教育

訴求や知識の定着が図られ、主体的学修を効果的に進め

効果についての論文、事例報告を投稿している。さらに

ることができると考えている。

優秀な教育研究論文については「学長教育研究論文賞」

今後の課題として、最終的には全ての調査や学修成果

が授与され、教員の教育改革モチベーション向上に寄与

を IR システムで統合し把握することで、PDCA サイク

している。これまでに心理、保育、介護福祉分野等の論

ルがスピーディーに行えるよう目指したい。

文が選ばれ、その数は年々増加傾向にあることから、本

短期大学コンソーシアム九州（以下、JCCK）事業にお

事業の有用性と調査・分析・報告・評価・改善の流れが

ける各合同アクティビティに対する本学の取り組みにつ

定着してきているように思われる。

いては、主に高校訪問キャラバン隊及び短大フェスへの

特色ある職業・キャリア教育については、既存の科目

参加を取り上げて報告する。

を含め新規科目についても学力の 3 要素を踏まえ、アク

キャラバン隊の活動については、平成24年度 7 名、平

ティブ・ラーニングを導入するなど各教員が工夫し学生

成25年度 8 名、平成26年度19名、平成27年度17名、平成

の資質向上に努めている。また各学科・専攻において、

28年度19名の学生が本学から参加し、JCCK のなかでも

それぞれの特色を踏まえ、学生のキャリア形成支援に資

参加人数が最も多く、本学で学んでいる日ごろの学修成

するための授業が開講されている。この授業の中で学園

果を高校生へ広く発信することができたと考えている。

祭等の正課外活動と連動し、
学生たちが企画・運営を行っ

またキャラバン隊の事前・事後指導には、本学学生が

ている。そこでは PDCA サイクルを通してより良いイ

多数参加でき、主体的な関わり、学びの振り返りが可能

ベントづくりを目指し、活動を通して学生たちの主体性、

となり学生の成長に寄与している。この活動の成果を踏

働きかけ力、計画力等の社会人基礎力が育まれている。

まえ、本学が独自に取り組んでいる「母校訪問」活動へ

さらに教育研究活動の充実を目指して、今年度私立大

の活用・改善を進めていきたいと考えている。

学等教育研究活性化設備整備事業として「双方向授業の

短大フェスについては、幼児保育学科はオペレッタの

展開とラーニングコモンズの整備」が採択され、本事業

実演、生活科学科食物栄養専攻は食生活チェックや食品

と連動してアクティブ・ラーニングの充実･発展が図ら

中のエネルギー・油・砂糖の量などの体験・展示等、生

れている。

活科学科生活総合ビジネス専攻は、キャリア形成に重要

質的保証については、当初、本事業である IR システ

な職業適性診断の体験等を中心に、本学が全学科の取り

ム全体を導入する予定であったが、本学の事務システム

組みとして毎年参加している点も一定の成果であると考

構築の中で教務システムとの接続が難しく、導入は今後

えている。

の課題とし学生調査のみの実施に留まった。この学生調
査（在学時、卒業時）の回収率は、実施した 3 つの学科・
専攻を通して、ほぼ100％に近い値となっており、今後の
分析が待たれるところである。アンケートの実施におい
ては、キャリア形成ゼミ等の授業の一環として事前に予
定時間割を作成し、コンピュータ室にて一斉に実施する
ことで回収率のアップに繋げている。
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《武部幸世》

学科・コース内で顕著に学生支援の満足度や学修行動の

●長崎女子短期大学●
まず、
「WIL 先進校の事例研究に基づく教育改善」と

積極性、学業成績の到達度が低い学生の存在が明確と

して、京都産業大学の地域交流・地域貢献のイベントを

なったことから、学生一人一人への個別支援として、当

参考に、生活創造学科ビジネス・医療秘書コースのゼミ

該学生への「声掛け・個人面談・個別支援などの働き掛

ナールの授業で、学生による公開講座を 2 つ開講した。

けを継続的に実施した。その結果、自分のことを気にか

① 1 つは秘書実務やマナー学の授業を取り入れた「小学

けてくれる教員の存在が、自分の存在意義や存在価値の

生対象の親子マナー教室」、②もう 1 つはビジネス文書

自覚へと繋がり、以前よりも明るく元気な表情になり、

作成やオフィス情報演習の授業を取り入れた「高齢者対

欠席・遅刻も減少して、インターンシップへの参加を希

象の Word による会報の作り方」講座である。いずれも

望するまでに、意欲的で前向きになった成功事例がある。

地域住民との交流を通して、児童や高齢者との接し方や
教え方の勉強になったようである。
｢職業・キャリア教育の点検・評価指標の開発・改善活
動」としては、はじめて「就職先調査」を全学科・コー
スで実施した。特にビジネス・医療秘書コースの卒業生
については、就職先の人事担当者や上司の方に社会人基
礎力の12の指標を 5 段階で査定してもらった。その結果、
同コースの卒業生は、事務系やサービス系の職種での評
価が高いことが示唆された。
また、
「卒業生ブックレット制作」
を参考にして、同コー
スのゼミナールの授業で、
「コース紹介のリーフレット
作製」に取り組んだ。内容は卒業生ブックレットと同様
に、 2 年生が卒後 1 年から 2 年目の卒業生の職場を訪問
し、職務内容や短大教育の有用性、後輩へのアドバイス
などを取材し、その原稿と写真を掲載するものである。
取材から編集までの作業を通して、コミュニケーション
や文書作成の能力の向上に役立ったようである。
｢学生調査」による学修成果の到達度と学生支援の満
足度、学修行動の積極性について、①連携 7 短大と本学
を比較した結果、本学の強みは「最後までやりぬく力」
「チームで仕事をする力」
「多様なものの見方を知って受
け入れること」
「一般的な常識・礼儀・マナー」であり、
弱みは「リーダーシップ」であることがわかった。②ま
た、教務データの GPA とリンクして学生個々の学修成
果の可視化グラフを作成した結果、学科・コース内で顕
著に学生支援の満足度や学修行動の積極性が低く、さら
に、学業成績の到達度も低い学生の存在が明確となった。
この結果を踏まえて以下の 2 点の改善に取り組んだ。
①まず、リーダーシップの弱みを解消する授業改善とし
て、 2 年生が 1 年生に履歴書・エントリーシートの書き
方、面接試験の受け答えについて、助言・指導をする「学
生ピアサポートの活動」を 1・2 年生合同のキャリアアッ
プセミナーの授業で実施した。その結果、 2 年生は 1 年
生をリードすることにより、後輩からの感謝や評価を受
け、自己肯定感や自己効力感が多少なりとも生じ、就職
活動への意欲や主体性が芽生えたようである。②また、
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《武藤玲路》

●長崎短期大学●

当該システムを活用する学生は現時点でも少数であるた

1 ．共同共学 IR ネットワークシステム構築の効果につ

め、今後はオリエンテーション時に入力するところから
指導したい。本学にはクラスアドバイザー制度（担任制）

いて
7 短大による共通調査が共同教学 IR ネットワークシ

やメンター制度があるため、教職員が連携を取りながら

ステムの構築により実施されたが、この結果から自短大

このシステムを継続して活用し、学生生活の充実、学修

の強みと弱みが明らかになった。この弱みを克服し、強

環境の向上に努め、入学者全員が卒業できるよう支援を

みを更に強固なものとするための教育改革について検討

続けたいと考えている。

が重ねられた。

②学生サポートメモ

最初に着手した教育改革は、 3 つのポリシーを学生便

地域に根ざした短期大学の使命は、地域で活躍する中

覧に記載する、シラバスの到達目標を学生主体の書き方

堅人材の育成であるとの認識のもと、主に 2 年次生の就

に変更する、シラバスに学習課題（予習復習）を記載し

職活動状況の情報共有を行うことで、きめ細かな指導が

単位の実質化を図る等であった。ドラスティックな改革

実現している。個々の学生が目指している職業や具体的

といえるようなものではないが、着手できるところから

な就職希望先が即座にわかるため、求人情報を希望する

少しずつ、確実に改革を進展させてきた。

学生に速やかにフィードバックでき、結果として就職率

また、学内の通信環境の脆弱性が弱点の 1 つであった
が、ほぼすべての教室と図書館で Wi-Fi 通信可能な環境

の向上に寄与している。
③学修ポートフォリオ

を整備し、IR ネットワークシステムのポータルサイト

学期ごとの修得単位数や GPA が確認でき、成績情報

（アクティブポータル）
にアクセスしやすい状況を整えた。

も常に最新のものが反映されるため、学生は次の学期の

これにより、これまで紙媒体で行っていた授業評価も学

学習計画がより立てやすくなり、卒業要件の達成度につ

生調査システムの機能を活用し、PC やスマートフォン

いても図示されているため、以前よりも卒業要件に対す

からアクセスして実施できるようになり、調査結果の

る意識が高まったように思える。教職員は欠席状況が一

フィードバックから授業改善に向けたプロセスのスピー

目でわかるため、特定の科目だけ欠席が多いのか、すべ

ドアップにつながっている。シラバスについても紙媒体

ての科目についても同様なのか等の傾向が把握でき、学

からポータルサイトで閲覧できるようにすることで、印

生支援につながる場合もある。また学生相談情報や指導

刷コストの削減と編集作業を省くことができ、業務の効

上の問題点、学納金の納付状況等をメモに残すことで、

率化につながっている。

教職員で情報を共有し、質の高い学生指導につながって

さらにこのシステムを使用した学修成果の測定を平成

いる。しかし、このシステムをあまり活用していない専

27年度前期の自己評価によるセメスターポリシー到達目

任教員もいるため、非常勤教員への活用も含めて周知し

標アンケートを利用して試み、
（平成28年 2 月に開催さ

ていく必要がある。学生が何かのサインを発している可

れた第 2 回 FD/SD 研修会（連携校 7 が参加）で発表）、

能性もあるため今後もこのシステムを積極的に活用し、

平成28年度からはこれらのデータを用いながら、全体的

学生情報を共有していく必要がある。

な学修成果の評価システムについての見直しにも着手し

学生調査等の各種エビデンスデータを効率的に教育改

た。その 1 つとして、全学的にルーブリックを積極的に

革につなげるための組織的な改革にも着手している。特

取り入れることとなり、平成28年度より専任教員は最低

に IR 活動を推進するために、平成27年度から事務局に

1 科目、シラバスにルーブリックを記載し、評価するこ

IR 係を設置し、さらに委員会としては教学 IR 事業に取

ととなった。また並行して 3 ポリシーの改定にも着手し、

り組む組織について協議を行い、平成28年度からは従来

全学的な教育改革に結びつけている。

の自己点検評価、FD/SD 委員会を統合し「大学改革委

学生調査以外で本学が装備している機能としては

員会」を設置し、その中に新たに IR 部会を位置づけ連

「夢・目標設定セルフチェックシステム」
「学生サポート

携 GP の取り組みを教育改善につなげる体制を整えてい

メモ」
「学修ポートフォリオ」などがあるが、これらにつ

る。

いては以下のとおりである。
①夢・目標設定セルフチェックシステム
入学時に 1 年後や卒業後の自分をイメージさせ、 2 年
間の学生生活のモチベーション向上を企図し、オリエン
テーションでシステムの説明を行った。しかしながら、

― 67 ―

短大生がコメントしたり、車いす体験も一緒にしたりす

2 ．職業・キャリア教育への取り組みについて
本事業で得た職業・キャリア教育に関する知見をもと

るなど介護の啓発活動を実施

に、短期高等教育機関では地域と連携した教育が必要で

各学科これまでの以上に地域とのかかわりを深め、新

あることが明らかになったため、地域や行政、企業等と

たに対象や内容を広げた職業・キャリア教育を実践して

連携した教育を推進することを機関決定した。平成27年

いる。

度は各学科独自で行っていた地域活動を国際交流・地域

これ以外にも連携校の学生と教職員共同の職業・キャ

連携委員会を中心に整理して、平成28年度から全学的に

リア教育として取り組んできた「短大フェス」「卒業生

地域関連科目を増やす準備を進めた。

ブックレットの作成」については以下のとおりである。

平成28年度より学年暦をクォーター制に移行し、カリ

①短大フェス

キュラム改革を先行して実施している国際コミュニケー

平成25年度の佐賀市ゆめタウンでの開催、26年度の佐

ション学科では平成27年度から国内外のインターンシッ

世保市アルカス SASEBO、27年度の福岡市ソラリアプ

プと留学先の拡充を図ると同時に、 1 年次夏季休業およ

ラザ、28年度の佐賀市アバンセと参加してきた。26年度

び第 3 クォーター（ 8 〜11月）に、国内外インターンシッ

は佐世保で実施されたため、本学からも多くの学生が参

プや海外留学、および「地域を知るプロジェクト」とし

加し、司会進行、茶道点前の披露、そしてボランティア

て佐世保市や地元の団体との連携による課題解決型の体

スタッフとして、受付、参加者誘導、街頭でのビラ配り

験学習を行う計画を立て、
「黒島・高島・相浦の住民との

等を行った。学生にとっては他大学の学生との交流を通

共同による地域振興プロジェクト」
「
『ANA テレマー

して学習成果を実際に見たり、体験したりなど正課の授

ト』
・『大村夢ファームシュシュ』での研修」等を行って

業では得られない体験をする貴重な機会となった。これ

いる。また他学科においても以下のような活動を行って

らを通してコミュニケーション能力や学びの成果をどう

いる。

伝えていくかなど情報発信力の向上が見られた。
また毎回ブースとしてシュガーデコレーションの実演

＜食物科＞
｢独居高齢者を招いての『敬老の日食事会』
」

と実習体験を行ってきた。シュガーデコレーションは砂

｢佐々町農業体験施設にて『天空のワンディレストラ

糖で作った粘土の様な材料で色々な形をつくる細工菓子

ン』」

であり、美味しく食べる楽しさだけではなく、人に「見
せる」お菓子作りの体験であるため、参加者にとっても

＜保育学科＞
｢佐世保市内史跡・観光等フィールド調査」

珍しい体験で毎回好評を得ている。28年度はバラの花の

｢幼児のための音楽と動きのつどい」等

作り方を学生が教えていたが、お菓子で花を作る作業は

以上の活動は、ステークホルダーの方々を招いての成

花の種類は同じでも、作り手によって様々な花の形や咲
き方になることもあり、興味深く参加者も取り組んでい

果報告会でも高い評価を得ている。
平成28年度本格的にクォーター制に移行した国際コ

た。学生は普段とは違い「教えてもらう側」から、
「教え

ミュニケーション学科では 1 年次夏季休業および第 3

る側」になるため、教えることでさらに理解が深まった

クォーター（ 8 〜11月）に国内外インターンシップや海

り、教えることの喜びを感じたり、もっとうまく教えら

外留学、さらに「実践 Awesome Sasebo！（サービスラー

れるように頑張ろうなど学修意欲が高まっているようで

ニング）Ⅰ〜Ⅳ」として佐世保市や地元の団体と連携し

あった。

て 2 か月間の地域での社会的活動を通し、課題解決型の

②卒業生ブックレットの作成
卒業生ブックレット作成は、平成26年度と28年度の 2

体験学習を実践した。他学科においても地域と連携した
活動を活発化させ、以下の活動を行っている。

回行われ、 1 回目は食物科の卒業生、 2 回目は英語科の

＜食物科＞

卒 業 生 へ の イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た。 1 回 目 の イ ン タ

地産地消をテーマにした、地域（黒島、松浦市）の特

ビューでは先輩から「経験」の大切さを学び、学生自身
の職業観の形成につなげていたり、基礎教育科目である

産物をアレンジした商品開発等

「茶道文化」の授業が社会に大いに役立つことを理解し

＜保育学科保育専攻＞
保育技術を通じて県内の高校を訪問して高校生との交

たり、今後の学びに結びつける力の醸成が見られた。 2

流会の開催等

回目のインタビューでは学生時代の学ぶ意欲が仕事に対

＜保育学科介護福祉専攻＞

する熱意につながることを知り、進路選択に向けた自ら

黒島小学校の総合学習の発表会を短大に招いて行い、

の行動を振り返り、学ぶ意欲の向上につなげている様子
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●西九州大学短期大学部●

が見られた。
本取り組みにおけるインタビュアーは 2 名だけである

西九州大学短期大学部では、これまで本事業における

ため、学内での波及効果が少ないという欠点もある。し

推進会議、共同教学 IR（在学生調査）活動、学生の成果

かし、 7 短大が共同で取り組むことで短期大学全体の使

発 表 会 と リ ー フ レ ッ ト 制 作 活 動、Work Integrated

命として学生の職業観形成には寄与していると考えられ

Learning（WIL）先進事例調査、そして JCCK 短期高等

る。自学においては卒業生と交流する機会の提供が今後

教育研究から得られた情報を活用することで、本学教学

の課題である。

改革の一助となってきた。GP 事業の開始期からは、全
《安部恵美子・小浦康平・小嶋栄子

国規模で教育の質保証並びに質的転換、高大連携、地域

谷口英司・中尾健一郎・中野明人》

連携、グローバル化、センター・オブ・コミュニティ
（COC）、教育の ICT 化と、各大学の特色を活かした改革
が進められてきた。短期大学への入学者数が減少するな
かで、こんにちの「地域の人材は地域で育成する」とい
う政策を代表するように、これまで地域職業人の養成を
中心に教育を担ってきた短期大学の使命として、GP 事
業（短期大学コンソーシアム九州）の活動は、北部九州
を中心とする加盟校が一丸となって、更なる教育の改
善・改革、教育研究、将来の価値協創型事業への展開等
を期待し、試行錯誤していることは、今後も本学の改革
に必要なものと考えられる。
本事業の事業推進会議・各部会のなかでは、これまで
幾度となく教育の現状等について情報交換がなされてき
た。そのことを通して教育現場や組織運営等におけるそ
れぞれの課題や成功事例を知ることができ、教育法（学
習方法）、諸活動の企画運営や実施、組織的運営等につい
て本学の教学改革へのヒントを得ることができた。今後
のコンソーシアムには、更に共通する改善・改革の課題
を取りまとめ、各校それぞれの考え方・手法等の情報を
共有することで、今後加盟校の教学改善・改革の充実に
向けた活動が期待される。
本学は既存の教学システムを開発導入しているなかで、
本事業の共通調査システムを効率よく導入することが可
能となり、本調査のほか必要に応じて学内調査に利用で
きるようになった。当初の在学生調査では、本学の IR
活動への着手と教育の質保証に向けた具体的な取り組み
に大いに貢献し、FD 活動等における授業改善、シラバ
スや授業評価を強化し、エンロールメント・マネジメン
トとして学修行動や生活の実態を把握する教学改革の基
礎的データとして、また教育の特色化として、地域社会
が求める人材育成に対する点検・改善の方向付けに有効
に活用された。本事業調査（入学半年経過時調査と卒業
時調査）の運営においては、恒常的に調査する年間計画
が調整され、滞りなく学生調査を実施することが可能と
なっている。学内調査の結果は、教授会で報告され、学
生支援に必要なエビデンスとして他の学内調査結果と合
わせて有効に活用されている。連携校間の比較調査は、
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IR 室へ報告され、学生の特徴やエンロールメント・マネ

直接示すことは難しいが、これまで短期大学コンソーシ

ジメントの支援充実に向けた今後の課題等を見出すため

アム紀要「短期高等教育研究」と本学紀要に、幾つかの

のエビデンスとして活用されている。今後は、大学・専

教育・支援や教学改革に係る報告をしてきたことは、本

門学校等との比較から短期大学固有の特徴や課題等を見

事業を活用した改善・改革のまとめとして示される。

出すなかで、改善・充実に向けた方策等が検討されるこ
とが期待される。また、共通調査の実施に際しては、評
価・検証部会において調査の目的を理解するなかで、毎
年の質問設定等の議論は学内調査の精査にもつながって
いる。
学習成果の発表（短大フェス）は、毎年学生の（主に
技能や表現面を中心とする）学習成果について各地域の
一般の場で発表してきた。最終年度の発表会に至っては、
地域連携活動の成果について、学生が壇上で発表するプ
ログラムも実施された。参加した学生たちが、地域一般
の方々と接する活動のなかで、総合的な学習となり様々
な成果を得る（あるいは知る）機会となったことは、本
学協議の場でも共有された。このことは、地域社会と接
する経験（学習）が、短期大学教育にとって非常に重要
であることを再認識するものとなり、本学教育における
実践的活動プログラムの導入や精査に活かされてきたと
言える。
リーフレット制作活動では、学生による OB インタ
ビューからリーフレットの編集に至る活動を通し、当該
学生のキャリア・専門職業への理解・認識を深めるもの
となった。本学では、各専門職業人の養成のなかで、こ
の活動の学習意義や OB へのインタビュー内容を反映し、
例えば学生が実習の事前打ち合わせに際して何を考えて
いく必要があるかなど、学生はもとより教員の支援的関
与の充実の一助となってきた。また、教学改革にとって
は、学習成果についてステークホルダーからの意見をう
かがう機会ともなり、学習到達目標の見直し改善の一助
ともなった。
WIL 先進事例調査からは、インターンシップやボラン
ティア活動等の支援的関与や評価、運営等について知見
を得たことは、本学の教育課程内外で導入実施されてい
る様々な地域課題型学習やボランティア活動等の、社会
と接する実践的活動による学習について、教職員には
キャリア・職業教育の教育目標と支援的関与の在り方に
再認識を与えるものとなり、その充実・強化を後押しす
るものとなっている。
JCCK 活動においては、データの取り扱い、統計的手
法、学習方法や評価、学生支援に係る調査等の諸々の研
究課題・内容に係る考え方や新しい情報の収集の場とし
て活用され、短期高等教育の充実に向けた研究を進める
ことができた。本事業が本学の改革に活用されたことを
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《平田孝治》

●福岡女子短期大学●
本学における教育改善事例として第一に挙げられるこ
とは、
「福女短フェスタ」の実施がある。福女短フェスタ
とは、短大フェスの本学単独版と言えるもので、平成28
年 7 月に実施した。短大フェスにおける参加学生の自主
性や社会性といった社会人基礎力の伸長に対する効果、
また、短大における学びの成果を地域に対して発信する
という短大フェスの趣旨およびその有効性が本学で高く
評価され、各学科やサークル活動の日頃の成果を一堂に
学外で披露する「福女短フェスタ」の開催に至った。
第二に、職業・キャリア教育先進校の事例を参考にし
た就職支援体制の充実とキャリア科目の改善である。平
成27年度から、キャリア支援課による学生の就職活動状
況の一元管理とその情報の定期的共有を実施した。キャ
リア科目の改善については、同年度から、本学の卒業必
修科目である「キャリアプログラム」について、本学学
生の実情および育成したい人物像を踏まえて就職委員会
の教員およびキャリア支援課課員が授業内容を精査し、
授業内容によってはこれらの教職員が授業を担当するこ
ととした。
平成28年度の内定率の推移をみると前年同月と比較し
て向上しており、これは上記の改善により、学生の自己
理解や仕事理解が進み、コミュニケーション力が向上し
たことや、全学的かつ重層的な就職支援が可能となった
ことで、学生の就職活動が円滑に進んでいる結果である
と評価している。

《中元博明》
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連携校で実施する職業・キャリア教育一覧（抜粋）
学校

対象
学年
(全学、学科別)

科目・事業名

必修

実施時期

参加人数
(平成27年度実績)

費用

担当教員数

目

的

香蘭女子
短期大学

全学科

1・2

香蘭祭

○

後期

全学生
(約830名)

○

全教職員

香蘭女子
短期大学

ライフプランニング
総合学科

1

地域 Map
作り

○

年間

100人程度
(学年全員参加)

○

7名
(助手 2 名を含む)

香蘭女子
短期大学

食物栄養学科

2

アクティブ香蘭

選択

年間

8名

○

3名
食育の推進
(アドバイザーとして)

香蘭女子
短期大学

ファッション
総合学科

2

アクティブ香蘭

選択

年間

10名

○

2名
子供服のデザインと色彩に
(アドバイザーとして) 関する調査研究

香蘭女子
短期大学

ファッション
総合学科

1・2

百貨店での期間
限定ショップ

選択

前期/夏季
休暇期間

50名程度

○

7名

地域への学習成果の発表と
販売体験

香蘭女子
短期大学

ファッション
総合学科

1

インターン
シップ

選択

通年

11名

×

専任教員 1 名

将来の進路についての示唆を得る。
社会人基礎力を養う

卒業研究

○

年間

20名程度

○

○

前期

40名程度

なし

3名

必修

前期

160名程度

○

4 名(11名)

様々な集団活動を通して、
触れ合いながら友人関係を
深めていく。

○

学科教員全員と
事務職員

1 年生：保育者を目指すた
めの動機づけ
2 年生：保育職への意識・
意欲を高める

○

学生一人一人の社会的・職
業的自立に向けて必要な意
11名(各ゼミ 1 名) 欲や能力、態度を育てるこ
とを通して、キャリア発達
を促す。

○

3名

1 年次には日本の食文化を理解する目的とし
て九州、山口の食文化ならびに加工食品工場
を見学し見分を深め、 2 年次には海外(アジ
ア)で研修を行い、その国固有の食文化等の理
解を深めることを目的とする。

10名

栄養士に求められる判断力、
企画力を養うとともに、グルー
プワークを通じて協調性、責
任感、および自主性を高める
ことを目的とする。

ライフプランニ
香蘭女子
ン グ 総 合 学 科、 2
短期大学
食物栄養学科
ファッション
香蘭女子
総合学科、
短期大学 ラ イ フ プ ラ ン ニ
ング総合学科

2

｢楽しか大橋 in
OHASHI
OMEKASHI
SUMMER」
(任意参加、卒業研究)

精華女子
短期大学

1

保育基礎ゼミⅠ

精華女子
短期大学

精華女子
短期大学

精華女子
短期大学

幼児保育学科

幼児保育学科

幼児保育学科

生活科学科
食物栄養専攻

精華女子
短期大学

生活科学科
食物栄養専攻

精華女子
短期大学

生活科学科
食物栄養専攻

生活科学科
精華女子
生活総合ビジ
短期大学
ネス専攻

学外オリエン
1・2
テーション

2

1・2

キャリア形成
ゼミⅠ、Ⅱ

世界の食文化
論演習

2

食物栄養
セミナー

2

キャリア・
デザインⅠ

1

インターン
シップⅠ、Ⅱ

必須

必修

選択

必修

必修

選択

4 月下旬

320名程度

前、後期

160名程度
( 9 〜18名×
11ゼミ）

後期

200名程度

前、後期

前期

100名程度

100名程度

前期/後期

50名程度
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×

○

○

地域への学習成果の発表
チームビルディング等

3 名(教員 2 名・
社会人基礎力の育成
職員 1 名)

地元商店街の活性

自分の生き方・働き方につ
いて総合的に考えて将来を
4名
デザインするとともに、社
(助手 2 名含む)
会に求められる就職基礎力
を身につける。

2名

インターンシップの目的や意
義を理解し、
「対人能力の向上」
「社会人基礎力の育成」等を目
的としている。また、自らの
キャリアプランニングをとお
して、職業キャリアについて
考 察 す る 機 会 と す る。ま た、
現段階の対人・接遇能力を確
認し、新たな課題を見つける。

実施内容
ファッションショー、模擬店、展示ほか

評価方法

成果検証の実施

特記事項

今後の
計画

全学生の出欠管理、各学科にて 香蘭祭実行委員会による反省会の実施。 学園祭は 2 日間だが、香蘭祭週間として 1 週間 継続し
個別に実施(レポート提出など) 学生指導委員会を通じた点検の実施。
時間をかけて準備・片付け等を行っている。
て実施

地域のお店などへの取材、業者を交えた
出欠、レポート提出
マップ作り

未実施

幼稚園児と保護者に対する食育の構築・
報告書の作成
実施

全学科所属学生に対する報 学生自身の食育に対するスキル 継続し
告会の実施
アップ
て実施

園児と母親への子供服に関するアンケー
報告書の作成
ト調査と子供服デザインの試作

全学科所属学生に対する報
なし
告会の実施

継続し
て実施

授業作品および自主製作作品の販売

レポート提出

未実施

百貨店でのチフシ配布

継続し
て実施

4 日間の就業体験と事前・事後指導

現場実習報告書の作成
お礼状、レポート作成

インターンシップ先の評価

インターン先はなるべく学生が開 継続し
拓し、交渉までを行う。
て実施

区役所・地域(公民館)への配布

継続し
て実施

独自の社会人基礎力ルーブ イベン卜当日だけでなく、事前準
｢フクオカきのこ大祭」のイベン卜企画・
継続し
出欠、参加態度、レポート リックを使用し、事前・事 備のために外部へ調査等も行って
運営の手伝い
て実施
後の伸びを比較
いる。
任意参加はなし。卒業研
｢OHASHI OMEKASHI SUMMER」の企
究参加者は出欠、参加態 未実施
画・運営、ファッションショーなど
度、レポート

他学の留学生が自国の衣装を着て
フ ァ ッ シ ョ ン シ ョ ー も 開 催。 継続し
ファッション総合学科の学生によ て実施
るウォーキングの指導など

学年全体、クラス単位などの様々なグループ編成
授業への参加態度・姿勢
未実施
を通しての課題達成。各クラスによるクラス団結
及びレポート
についての話し合い・意思表明。

4 月入学直後に集中講義で実施

継続し
て実施

1 年生：保育技術体験や先輩・先生からの助言等を
研修への参加態度・姿勢 代表委員会と教職員での反 代表委員会が主体となって運営する 継続し
通して保育職への動機を再認識する
省会を実施
ことでリーダー育成を行っている
て実施
2 年生：模擬面接やディスカッション、教職員から 及びレポート
の助言等を通して進路について考える
各担当教員の専門性を生かし、各ゼミにおいて学内では様々な取り
組みを実施している。また、その中でも学外では、「運動遊び広場」、
受講態度、活動への積極
「自然体験教室」、「子育てサロン」などについて、プログラム作成や
的関与、提出物等
役割を学生自身が決め、実際に地域の方との交流を深め、保育者と
しての技能を高めている。

学内における成果発表会を実施してお
り、学長をはじめ他学科の教員、同学
学外の企画においては、市の広報 継続し
科の 1 年生が出席している。また、学
等で参加者を募集している。
て実施
外における企画では参加者(保護者)へ
の事後アンケートを実施している。

1 年次には山口へ行き、体験学習や工場
見学を実施し、 2 年次は海外(アジア)へ
行き、その国の料理を体験学習や、試食 レポート、受講態度等
で学んでいくとともに、日本の食文化、
アジアの食文化について理解を深める。

研修中の記録を提出し、さ
らに、研修後にそれぞれレ
ポートをまとめることで事 特になし
後学習を行い、知識の理解
を定着させる。

継続し
て実施

研究成果は学長をはじめ他学科教
各セミナーにおいて、学生自らが食に関
員、職員、同専攻 l 年生が出席す
する観点からテーマを設定し、研究活動
る中、「食物栄養セミナ一発表会」 研究成果の一部を「食物栄養セミ
継続し
をしていく。最終的には研究成果をプレ
出欠、受講態度、発表、論文等 で発表。カリキュラムの一つとし ナーパンフレッ卜」を作成し掲載。
て実施
ゼンテーションすることで、栄養士とし
て単位化。企画力、運営力、チー 広報活動等にも広く活用している。
て必要な「伝える力」を修得することが
ムワーク、プレゼンテーション、
できる。
まとめる力を総合的に評価。
15回の講義をキャリアスキル、ビジネススキ
1 回目と15回目の授業で全員に履
毎回の授業でミニッツペー
ルに区分し、社会に求められる能力として①
修カルテを記入してもらい、自己
パーに記入して提出。授業
継続し
コミュニケーション能力、②職業人意識、③ 出欠、受講態度、提出物等
評価を含め学生が PDCA を回せ
の中で、全員が履修カルテ
て実施
基礎学力、④ビジネスマナーについて能力を
るようになっている。履修カルテ
に記入している。
高められるカリキュラムとしている。
は 1 年間継続して使用。
事前指導では、ビジネスマナーの基礎か
ら、書類の作成、また、業界・業種研究
を行う。その後、 1 週間の就業体験を実
受講状況、提出物・評価表等
施。事後指導では、実践をとおして学習
した知識や技術を確認し、今後学ぶべき
課題や方向性を見出す。

自らの職業的キャリアを模索し、
事前・事後の自己評価及び 自分自身でインターンシップ先の
継続し
インターンシップ先の外部 開拓・交渉を進める。また、事前
て実施
評価
指導において、車椅子の使い方に
関する研修を実施している。
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学校

精華女子
短期大学

対象
学年
(全学、学科別)

生活科学科
生活総合
ビジネス専攻

1

科目・事業名

ベンチャービ
ジネスの理解

必修

必修

実施時期

前期

参加人数
(平成27年度実績)

50名程度

費用

×

担当教員数

目

的

各講師の経験談をとおし、「仕事のおもし
ろさ」「やりがい」などを理解することを
12名のオムニバ 本講義の目的としている。同時に、起業
ス 形 式（外 部 講 の知識やノウハウの習得、時代の流れを
師を招聘）
敏感に読みとる力、トラブルや困難に立
ち向かえるチャレンジ精神を身につける
ことも狙いとしている。
本演習では、以下の三つを目的とする。
①基礎学力向上及びキャリアアンカー
の基礎を作ることができる。
②学内外活動企画運営をとおして、
PDCA サイクルの意味が理解できる。
③協働意識の重要性を理解できる。

精華女子
短期大学

生活科学科
生活総合
ビジネス専攻

2

キャリア形成
ゼミⅠ、Ⅱ

必修

前期/後期

50名程度

×

長崎女子
短期大学

全学

1・2

現代社会と女性

必修

通年

200名程度

○

専任教員 1 名、 就業意識の高揚と社会人基
外部講師約15名 礎力の育成

長崎女子
短期大学

生活創造学科
栄養士コース

2

卒業研究

必修

通年

45名

○

専任教員 4 名

2

ゼミナール

必修

通年

24名

○

専門的知識・技能と社会人
専任教員 3 名、
基礎力の育成を目的とした
特専 3 名
アクティブラーニング

生活創造学科
長崎女子
ビジネス・医療
短期大学
秘書コース

2名

専門的知識・技能と社会人
基礎力の育成を目的とした
アクティブラーニング

長崎女子
短期大学

生活創造学科
介護福祉土
コース

2

事例研究

必修

通年

10名

○

専任 3 名

専門的知識・技能と社会人
基礎力の育成を目的とした
アクティブラーニング

長崎女子
短期大学

幼児教育学科

2

卒業研究

必修

通年

110名

○

専任 7 名、
特専 3 名

専門的知識・技能と社会人
基礎力の育成を目的とした
アクティブラーニング

長崎女子
短期大学

生活創造学科
栄養土コース

1

魚調理講習会

選択

2月

44名

×

生活創造学科
長崎女子
ビジネス・医療 1・2
短期大学
秘書コース

キャリアアップ
セミナー 1 ・ 2

必修

通年

25名程度

○

専任教員 3 名

就活力と社会人基礎力の育
成

長崎女子
短期大学

生活創造学科
介護福祉士コース

2

介護総合演習
(地域交流活動)

必修

通年

15名

×

専任教員 4 名

地域包括ケアの理解・社会
人基礎力スキルアップ

長崎女子
短期大学

幼児教育学科

1

クリスマス
こども大会

選択

12月

110名程度

○

選択

12月

15名程度

×

専任教員 2 名

地域の小学生や大学生との交流体
験などの体験を通して、人との関
わり方や社会性を培うとともに、
社会経験を深める
乳幼児をもつ保護者が親子
が心から笑顔で楽しむサ
ポート

非常勤務師 1 名、 市場における販売までの魚
実習助手 3 名 調理技術を学ぶ

専任教員 2 名、 どんな家庭のこどもも平等に楽し
非常勤講師 1 名 める地域に密着したイベント

長崎女子
短期大学

幼児教育学科

2

特別支援教育
研究部地域交
流推進事業

長崎女子
短期大学

幼児教育学科

2

平 成 27 年 度 保 育
フェア「ちびっこ
広場2015」

選択

11月

15名程度

×

専任教員 2 名

長崎短期
大学

全学

1・2

茶道文化

必修

前期/後期

450名程度

特に
なし

全教職員

必修

前期

200名程度

特に
なし

社会人基礎力の育成

10名のオムニバス
形式。内容によっ
社会人基礎力の育成
ては外部講師を招
聘

長崎短期
大学

全学

1

社会人
基礎入門 B

長崎短期
大学

食物科

2

インターン
シップⅠ〜Ⅱ

選択

前期

3名

×

専任教員 2 名

実践的な職業教育

長崎短期
大学

国際コミュニ
ケーション
学科

1

インターン
シップⅠ〜Ⅲ

選択
必修

第3ク
ウォー
ター

36名

×

学科全員

実践的な職業教育

長崎短期
大学

国際コミュニ
ケーション
学科

2

インターン
シップⅣ

選択

前期 8 月

0名

×

学科全員

実践的な職業教育
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実施内容

評価方法

成果検証の実施

特記事項

今後の
計画

本講義は毎回担当者が異なるオムニバス
本講義をとおして、身につけ
方式の授業。夢を見つけ、それを実現する 受講状況、提出物、定期
た知識をもとに、各自ビジネ なし
ための努力の仕方について熱く語る様々 試験による総合評価
スプランを作成し、評価
な業界の経営者陣をお招きする。

継続し
て実施

体育祭や学園祭等の学内プロジェクトを
キャリアプランニングシー
とおして、PDCA サイクルの意味を体験
定期試験、キャリアプラ トをとおして、能力形成に
的に理解するとともに協働意識の育成を
なし
ンニングシートの作成等 つ い て の 振り 返り を 実 施
目指します。また、一般教養を中心に基
（自己評価・他者評価）
礎学力の向上を目指す。

継続し
て実施

長崎県内の著名人による講演の視聴、および
受講態度、レポート
講演内容に関する毎回のレボート提出

未実施

なし

継続し
て実施

栄養指導・臨床栄養学、給食管理、公衆
衛生学・公衆栄養学、食品学・食品加工 受講態度、報告書、発表会 未実施
学に関する研究

なし

継続し
て実施

卒業生リーフレット作成、親子マナー教
室、町内会会報作成講座、観光リーフレッ 受講態度、報告書、発表会 未実施
ト作成

なし

継続し
て実施

受講態度、報告書、発表会 未実施

なし

継続し
て実施

子どもの音楽、福祉、造形、教育、体育、文
受講態度、報告書、発表会 未実施
化、心理等に関する研究

なし

継続し
て実施

長崎県漁連から専門家が来学し、魚を販
なし
売レベルまでさばく技術の講習を行った

未実施

なし

継続し
て実施

1 ・ 2 年合同のピアサポート形式の就活支援、
受講態度、レポート
およびキャリアアップ体験の発表会

未実施

なし

継続し
て実施

近隣の高齢者サロンに参加し交流活動を
受講態度、レポート
行い、報告会で 1 年生に伝えていく

研究紀要で検証

なし

継続し
て実施

音楽会(手遊びと踊りを父えたミュージカル)
なし
2 回の公演で合計約3,500〜4,0000人の親子が参加

未実施

なし

継続し
て実施

午前中は長崎市科学館において工作・科
学館見学・プラネタリウム体験。午後は
なし
県立体育館に於いてみんなでダンス・学
生によるレクリエーション

未実施

なし

継続し
て実施

親子遊び、親子レクリエーション

未実施

なし

継続し
て実施

未実施

毎年、茶道大会を行い一般の方々 継続し
に振る舞う
て実施

介護福祉の学外実習に関する事例報告

なし

茶道鎮信流のお点前習得、作法やマナー
実技試験、提出物、授業態度
などを身につける

地域社会人からの講話や交流を通じて社 授業態度及び授業への意
未実施
会人としての基本的な教養を培う
欲およびレポート

なし

継続し
て実施

インターンシップ先の外部
なし
評価

継続し
て実施

1 週間〜 2 週間の就業体験

実習日誌、レポート、
職場担当者のコメント

2 週間〜 3 ヶ月の就業体験

実習日誌、レポート、
職場担当者のコメント、 今年度から実施
最終プレゼンテーション

なし

平成28年度
から実施

2 週間〜 3 ヶ月の就業体験

実習日誌、レポート、
今年度から実施(成果報告
職場担当者のコメント、
なし
会を行う予定)
最終プレゼンテーション

継続し
て実施
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学校

対象
学年
(全学、学科別)

科目・事業名

必修

実施時期

参加人数
(平成27年度実績)

費用

担当教員数

目

的

長崎短期
大学

食物科

2

商品開発

選択

前期/後期

10名程度

○

専任講師 2 名

長崎短期
大学

国際コミュニ
ケーシヨン学科

1

実 践 Awesome
Sasebo！(サービス
ラーニング)Ⅰ〜Ⅳ

選択

第3ク
ウォー
ター

20名

×

学科全員

長崎短期
大学

専攻科保育専攻

1・2

インターンシップ
保育実践特別演習

先

通年

全学生

×

専任教員 1 名

長崎短期
大学

保育学科

2

総合保育技術
「幼児のための音楽
と動きのつどい」

必修

通年
(11月発表会)

×

非常勤 3 名
常勤 1 名

表現音楽力の育成

必修

前期

100名程度

×

専任教員 3 名

実践的な職業教育

2年

110名

実践力・プレゼンテーション能力
の育成、地域との連携
実践的な社会的活動教育
実践力の育成

長崎短期
大学

保育学科
保育専攻

2

保育内容演習Ⅰ
(表現造形活動)
のびのびワーク
ショップ
卒業研究Ⅰ・Ⅱ
(陣内ゼミ)

長崎短期
大学

保育学科
保育専攻

2

卒業研究Ⅱ
(花城ゼミ)

選択

後期

2年

13名

×

専任教員 1 名

実践力の育成

長崎短期
大学

保育学科
保育専攻

2

卒業研究Ⅰ・Ⅱ
(友廣ゼミ)

選択

通年

2年

8名

×

専任教員 1 名

実践的な職業教育

長崎短期
大学

保育学科
保育専攻

2

卒業研究Ⅱ
(中尾ゼミ)

選択

後期

2年

12名

×

専任教員 1 名

実践的な職業教育

長崎短期
大学

保育学科
保育専攻

2

卒業研究Ⅰ・Ⅱ
(澤田ゼミ)

選択

通年

2年

10名

×

専任教員 1 名

実践的な職業教育

長崎短期
大学

保育学科
保育専攻

2

高大連携保育
技術交流

選択

後期

2年

20名

×

専任教員 2 名

実践的な職業教育

長崎短期
大学

保育学科
介護福祉専攻

1・2

介護実習

必修

通年

全学生

×

専任教員 3 名

実践力の育成

長崎短期
大学

保育学科
介護福祉専攻

2

卒業試験
対策講座

選択

通年

全学生

×

専任教員 5 名

専門知識の向上

長崎短期
大学

保育学科
介護福祉専攻

1・2

就職講座

選択

1 年後期
2 年前期

全学生

×

専任職員 2 名

社会人としてのマナーを身
に付け就活の方法を学ぶ

長崎短期
大学

保育学科
介護福祉専攻

1・2

小学校との連携

選択

夏季休暇中

在学生 8 名
卒業生 6 名

×

専任職員 1 名

介護のイメージ啓発活動

長崎短期
大学

保育学科
介護福祉専攻

2

黒島小学校の
授業交流

必修

後期

2年

×

専任教員 5 名

介護の啓発活動を通した職
業理解

長崎短期
大学

保育学科
介議福祉専攻

1

施設見学
(リハビリ)

必修

後期

全学生

×

専任教員 1 名

介護職と他職種の連携を学
び生活技術を向上させる

長崎短期
大学

保育学科
介護福祉専攻

1

施設見学
(福祉用具)

必修

前期

全学生

×

専任教員 1 名

福祉用具を使用し利用者の
QOL を高める方法を学ぶ

西九州大学
短期大学部

全学科

1

あすなろう

必修

前期

全学

×

全員

西九州大学
短期大学部

全学科

1

共に学ぶあすなろう
(キャリア)Ⅰ

必修

通年

各学科

×

各学科全員

西九州大学
短期大学部

全学科

2

共に学ぶあすなろう
(キャリア)Ⅱ

必修

通年

各学科

×

各学科全員

西九州大学
短期大学部

全学科

1

あすなろう体験

選択

通年

10名程度

×

各学科 1 名

西九州大学
短期大学部

全学科

選択

2 年間

数名

×

各学科 1 名

1・2 ボランティア活動
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10名

初年次教育、
コンピテンシー主要素、
キャリア教育、
短期インターンシップ、
地域貢献ボランティア

実施内容

評価方法

成果検証の実施

特記事項

今後の
計画

地産地消をテーマに、地元の食材を原料 原 料 生 産 者 か ら の ア ン アンケー卜・自己反省改善 市内特産品だけではなく、佐世保市以外の 継続し
に使用して製品製造を行う
ケート、開発ノートなど 点を基に、製品改良
特産品を使用した製品も検討中
て実施
2 カ月間の地域の中での社会的活動

イベント・ボランティア活動参
今年度から実施(成果報告
なし
加毎のレポート提出、最終プレ
会を行う予定)
ゼンテーション

平成28年度
から実施

保育実践育成と保育研究

保育の記録に基づく評価 修了研究の発表会

なし

継続し
て実施

総合保育技術(オペレッタ・ダンス・吹奏楽)で学ん ｢つどい」への取り組み 市内ホールにて幼児のため
だことを「幼児のため」をコンセプトにイベントを と参加・授業に取り組む の「音楽と動きのつどい」 なし
作り上げ成果発表をする
姿勢
として発表

継続し
て実施

地域の親子を短大に招きワークショップ
形式で授業で学んだ表現造形の技術を生 授業態度・意欲、発表時 卒業研究活動報告会
かして子育て支援を実践する

なし

継続し
て実施

あいのうらこどもまつりにおけるウォー
授業態度・意欲、発表時 卒業研究活動報告会
クラリーの企画・運営

なし

継続し
て実施

リトミック・表現あそび保育所や高校、
授業態度・意欲、発表時 卒業研究活動報告会
地域のイベントスペース等に出向き発表

なし

継続し
て実施

椎木町公民館と@つき交流会の共同運営 授業態度・意欲、発表時 卒業研究活動報告会

なし

継続し
て実施

イベントブース、小学校、市立図書館での読み語り活動。 授業態度・意欲・取り組
卒業研究活動報告会
子ども達が本に親しむ環境を充実させるための活動
む姿勢

なし

継続し
て実施

県内の高校を訪問し、学んだ保育技術を 授業態度・意欲・取り組
卒業研究活動報告会
通して保育者を目指す高校生と交流する む姿勢

なし

継続し
て実施

なし

継続し
て実施

2 年間で59日間の介護実習

実習日誌、実習評価表、
ケースレポート発表会
実習中の態度

試験に慣れるべく試験の実施と解説

なし

業者の模擬試験と卒業試験 なし

国試対策
へ移行

履歴書の書き方から内定後までを指導

なし

就職実績

なし

継続し
て実施

小学 4 年生に対して映像を見せてクイズ
なし
形式で介護について説明する

卒・在学生アンケートに基
なし
づき研修会で発表

継続し
て実施

黒島小 3 ・ 4 年生が総合学習での介護に関する課
題発表を学内で行い、それに学生がアドバイスを 感想レポート
するとともに介護体験を実施する

なし

なし

継続して
実施予定

リハビリ室見学と体験

レポート

授業内での発表

なし

継続し
て実施

福祉用具展示場の見学・体験

レポート

授業内での発表

なし

継続し
て実施

学習内容に応じて、各年次または合同で実施されている。
成績（学修成果）、
卒業研究その他の科目と連動して実施する活動もある。 全学・学科で定める能力 能力要素の査定
なし
（共通）
要素（学修到達目標）
※詳細な分析は、現段階で
基礎学力アップ講座（国語・算数の一般教養・常識）
は行っていない。

継続し
て実施

“あすなろう”科目群は、建学の精神・教育理念を具体化し
た授業科目として設定されている。
学習内容に応じて全体・学科・小グループの形態で実施。
小グループ毎に教員が配置。（初年次教育、研究室訪問、
グループワーク・ディスカッション、プレゼンテーショ
ン・レポート作成）

職業・キャリア教育、インターンシップ（専門分野
に関わらない地元企業での短期インターンシップ）
リストまたは自ら調べ希望する受入れ先からイン
ターンシップの実施、事前事後指導の実施。
あすなろうセンターが集約する地域ボランティア
募集の任意選択、事前事後指導の実施。
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学校

西九州大学
短期大学部

対象
学年
(全学、学科別)

各学科

2

科目・事業名

必修

実施時期

参加人数
(平成27年度実績)

費用

担当教員数

卒業研究

必修

通年

各学科

×

各学科担当教員

目

的

コンピテンシー主要素、
キャリア・職業教育、
地域課題対応型学習

西九州大学
短期大学部

各学科

福岡女子
短期大学

全学科

福岡女子
短期大学

2

その他の科目 必修・
通年/半期
内外プログラム 選択

各学科

(×)

外部講師
謝金等

各学科担当教員

就職活動を行う上で大切な
基本的には 3 名。
自己理解、業界や企業に関
ただし、内容によっ
すること、社会の常識の習
ては外部講師を招聘
得

1

キャリア
プログラム

必修

250名程度
1 年後期
(学年全員参加)

全学科

1

キャリア演習

選択

1 年前期

250名程度
(学年全員参加)

×

福岡女子
短期大学

全学科

1・2

社会人入門

必修

通年

500名程度
(全学生参加)

外部講師
謝金等

福岡女子
短期大学

保育学科

1

ゼミナール1、2

必修

1 年前期、 99名(保育学科 必要に応じ学科 8 名(保育学科専任教員全員、教員 保育者に求められる主体性や計画力、柔
後期
1 年生全員)
経費より支出 1 人あたり学生1O〜14人を担当) 軟性といった「社会人基礎力」の習得

福岡女子
短期大学

保育学科

2

ゼミナール3、4

必修

2 年前期、 63名(保育学科 必要に応じ学科 8 名(保育学科専任教員全員、教員 保育者に求められる主体性や計画力、柔
後期
2 年生全員)
経費より支出 1 人あたり学生 7 〜11人を担当) 軟性といった「社会人基礎力」の習得

佐賀女子
短期大学

佐賀女子
短期大学

全学

全学

1

1

佐賀を歩く

旭の女性と未来

選択

必修

前期
後期

通年

13名

170名
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○

○

2名
(非常勤講師)

一般常識の習得、社会人と
してのマナーの習得

基本的には 5 名。
豊かな教養を身につけ、広い視野
ただし、内容によって に立って主体的に判断ができるす
は外部講師を招聘
ぐれた社会人・生活者の育成

7名

｢佐賀という地域を知る・学ぶ」ことを通
して、「自己を理解する力」「対人関係を構
築する力」「社会へ参加する力」「自ら学び
続ける力」を、総合的に身につける

副学長中心に多数

旭学園の教育理念、学園訓の体験
的理解とともに、従来の固定的な
女性観に囚われず、未来を見据え
た女性の人材育成

実施内容

評価方法

成果検証の実施

特記事項

今後の
計画

(食物栄養学科)
・「旬菜カフェ」地域連携協定に基づく空家を利用した店
舗の定期的な開店営業。
・「親子クッキング」地域貢献活動として地域住民親子の
クッキング体験活動。
・「離乳食指導」地域連携協定に基づく子育て支援活動。
(生活福祉学科)
・「介護予防実態調査」地域連携協定に基づく地域貢献活動。
・「ハンドマッサージ実践活動」地域連携協定に基づく地
域貢献活動。
(幼児保育学科)
・「公園マップの作成」地域連携協定に基づく子育て支援
(実地調査）活動。
・「表現フェスタ」と「遊びの広場」実技成果発表会と会場
での子育て支援活動。
知識基盤の充実強化、グローバルマインドの育成として
年間を通して実施している。
成績(学修成果)、
・短期海外派遣・受入れ研修プログラム(「国際文化事情Ⅰ」 全学・学科で定める能力
能力要素の査定
なし
｢国際文化事情Ⅱ」選択、別途費用)海外協定校と双方実施。 要素(学修到達目標)
※詳細な分析は、現段階で
(食物栄養学科)
は行っていない。
・栄養士実力認定試験対策講座(科目外必修)
・管理栄養士国家試験対策講座(卒業生・在職者向け講座)
(生活福祉学科)
・介護福祉士国家試験対策講座(「特別講座」必修)
・(介護福祉士)卒後講座(卒業生向け講座)
・「介護チャレンジ教室」(在学生・在職者のスキルアップ教室)
・「高齢者サロン」 2 つの地域連携協定に基づく介護福祉
貢献活動(「介護総合演習Ⅳ」必修)
・「生きがいづくり教室」レクリエーション活動の企画・
実施(「レクリエーション活動援助法」)
(幼児保育学科)
・発達支援士プログラム(大学コンソーシアム佐賀)での地域
施設との連携活動、キャンプ、クリスマス会の活動(選択)
・「わくわくフェスタ」地域連携事業の子育て支援活動
(「保育・教職実践演習(幼)」)
・「親子いきいき広場」地域子育て支援活動(「保育的カウ
ンセリング」「子どもの遊び」)
自己分析、進路研究、就活マナーの習得 出席票、筆記試験

客観的な資料に基づく成果検
証は未実施。ただし、就職委
なし
員会が中心となり、主観的観
点からの検証は毎年実施。

一般常識、挨拶、電話応対、ビジネス文 レポート、課題、筆記試
未実施
書等
験

継続し
て実施

継続し
て実施

なし

継続し
て実施

客観的な資料に基づく成果検証は未実施。た
だし、社会人入門専門委員会が中心となり、 なし
主観的観点からの検証は毎年実施。

継続し
て実施

ゼミ単位での行事やグループ研究の企画、 課題、レポート、受講態度等 学期末に主観的観点から成果検証を
なし
実行
を担当教員が総合的に評価
行い、指導方法の改善等を実施。

継続し
て実施

ゼミ単位での行事やグループ研究の企画、 課題、レポート、受講態度等 学期末に主観的観点から成果検証を
なし
実行
を担当教員が総合的に評価
行い、指導方法の改善等を実施。

継続し
て実施

テーマを設定し、各グループ①自分たち自身で計画を立て、
授業の参加意欲・態度、
②現地まで行き、③学外に出かけて、外部の人との交流を
発表、レポートにより総 未実施
持ちながら活動を行ない、④終了後、その体験と学んだこ
合的に評価
とをまとめて、⑤全体の前で発表する

なし

継続し
て実施

各テーマごとに学習目標を設定し、そ
の達成度を具体的な行動レベルで査
定する(学生自己評価＋教員評価)。
未実施
レポートの提出により学習内容の具
体的理解を査定する。その評価を平
均し、最終評価とする。

なし

継続し
て実施

専門家による各種講演会、卒業生との交
流、学生が主体で運営する活動、音楽科 出席票、レポート
学生の企画・運営による演奏会

和装・製作・習字・化粧・
お茶つみ体験
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第4章

外部評価等について

か、課題だと思います。

（ 1 ）ステークホルダーからの意見

第四に、最近女性の活躍が注目されています。しかし、

平成28年10月21日に実施した本事業の成果発表会にて、
本事業へ助言をし、協働し活動してきたステークホル

世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギャップ指数2015」

ダーからの意見をいただいた。以下、成果発表会の際に

によると、日本は145ヶ国中101位という状況です。女子

いただいた 2 名のコメントである。

学生のシェアが高い短期大学は今後力を出してこの対策
に乗り出すべきかと考えます。
今回の成果発表会では学生が実際的な体験の中でより

●ステークホルダーからの意見●
今回、真打は吉本先生ですので、前座として参加させ

多くを学び成長していることを改めて確認することがで

て頂いております。休憩中に本日の成果発表会に来られ

きました。短期大学教育の質保証に向けて、ベンチマー

ていた先生と話をしたときに、今日は参加してとてもよ

クをもって PDCA を回すサイクル、藪先生の話など興

かったと感想を言われておりました。私も本当に素晴ら

味深いものでした。また、短大フェスや高校訪問キャラ

しい取り組みだと思いました。冒頭で南里学長が話され

バン隊についての報告でも、学生たちの成長につながる

ていたように、このような短大の取り組みを九州圏内に

活動であることがわかりました。このような活動の幅が

とどめるのではなく、全国の短期大学にも輪を広げて、

さらに広がればと願っています。

全国に向けてもっと短期大学のプレゼンスを高める取り

さてここで、私が日々思うこと、短期大学の教育につ

組みを行っていくことが重要であると思っています。現

いて考えていることについて、話したいと思います。ま

在、様々な動きがみられ、短期大学はその存在意義をま

ず、ひとつが知識・技能です。そしてもうひとつが態度・

すます示すべき時がきていると実感しています。塩原主

行動です。
短期大学の学科によっては、資格試験の合格率を上げ

任大学改革官の報告でも、近年の私たちを取り巻く環境

るという課題がありますが、資格取得や職業に対して、

についてのお話もありました。
私も皆様と同じ短期大学の関係者として、次のような

どのような姿勢を持つ人を育てるべきかという課題は大
変重要です。取得率のみを見るとき、残念ながら、専門

問題意識を持っています。
第一に、
「入学定員、定員管理の問題」です。政府は 3

学校に遅れを取っている分野もある現状もみられます。

大都市圏に学生が集中しないためにも定員管理を厳しく

またある医師養成大学の話があります。かつてそこは医

指導してきました。しかし、
「かけこみ」が見られ、これ

師国家試験合格率の低い学校だったのですが、その問題

によって恒常的な定員増をはかっているのが現状です。

を分析したときに、教員はカリキュラムがオーバーラッ

大学設置・学校法人審議会は、私立大学44校に対し、平

プしていて、その結果学生が獲得する知識・技能にばら

成29年度の入学定員を 8 千人近く拡大することを認めて

つきがあることをつきとめました。さらに態度・行動に

います。それは前年度と合わせて 1 万人を超える規模に

ついて、偏差値は高くとも、将来医師となるに相応しい

なりました。昔は量を規制して教育の質を担保すること

実習態度ではなかったとして、研修先などで評判が良く

や、資源配分についても政府の意図が働いていました。

ありませんでした。同大学は教育改革にあたって、良い

しかし近年では、市場原理に基づく流れをとめられない

医者の定義づけからはじめ、続いてカリキュラム改革を

情勢に変わりました。これは短期大学にとってはたいへ

行い、FD 研修を実施し、様々な対策を通じて合格率を

んな脅威になっていると思います。

あげることに成功しました。
本学の例も紹介します。奨学生制度として、入学時に

第二に、
「私学助成予算の配分問題」です。私学助成予
算は近年10％を初めて切る規模にまで縮小されました。

優秀学生に対して学費免除制度などを設けています。さ

さらに新たな学校種が増えるとなると、短期大学のパイ

らに卒業時には優秀な学生を顕彰しています。しかし、

は学校予算規模のなかでますます縮小されるものと思わ

奨学生の中に、その顕彰候補に選ばれない者がいました。

れます。

その理由は、勉強はできるが、自分のことばかりを考え

第三に、政府は様々な改革を進めていますが、そのな

て、他者と協働して貢献しようとすることに消極的であ

かでも地方創生があります。全日空の特集に、私の地元

るということが評価のネックになっていました。あず

の埼玉特集があったのですが、地元の人間でも知らない

かっている学生を 2 年間で行動変容させることが何故で

情報が出ていました。このように短期大学の素晴らしい

きないのでしょうか。高等教育の成果として、知識・技

取り組みをいかに地元で認知してもらえるようにするの

術を身につけることだけでなく、倫理観や使命感などを

か、短大と地元のつながりをどのように構築していくの

育成することも重要だと考えます。そうすれば自ら自分
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に必要なものを探し見つけ出し、ブラッシュアップでき

●本事業へのコメント●
本事業内容をざっと振り返ると、 1 点目は IR と学生

るようになるからです。これは教育全体で検討していく

の事例調査があり、通常の GPA や授業評価でない固有

べき課題なのかもしれません。
最後に、態度・行動についてひとつ紹介したいと思い
ます。京セラ創設者の稲盛和夫氏は、人生方程式として、
「人生・仕事の結果＝考え方×熱意×能力」であると唱え
ています。能力は備わっているものです。しかし、考え

のベンチマーキングがあるということ。そして 2 点目が、
学生調査の前提となるカリキュラム、これが授業等アク
ティビティとして実施し、“何か”を探しているというこ
とだったと思います。
アクティビティはキャラバン隊・短大フェス、色々な

方と熱意は仕掛け方や導き方でいくらでも伸ばせるもの
です。社会に出たら、考え方と熱意の方が重視されます。

形で実際していて、年々進化（エボリューション）が見

資格取得も大事ですが、取得した資格を通じて、いかに

えてきたと思います。ただ、キャラバン隊に参加する40

社会に貢献していくべきかという心のありようはどうし

人以外の非参加学生にどう広げるか。また、参加した学

たら育まれていくものでしょうか。

生への効果は何だろうということ。短大フェスであれば、

短期大学コンソーシアム九州の連携校で取り組まれて

参加学生以外の一般学生や地域に存在感を示すという効

こられた、大学間連携共同教育推進事業は最終年度をむ

果もあるだろうと思いますが。その上で、これまで連携

かえ、その集大成の報告がなされたところですが、この

して取り組んできた活動をレガシーとしてどう議論をし

ような素晴らしい事業を是非継続頂き、九州発の短期大

ていくかが大切です。

学のプレゼンスが全国的な動きになっていくことを期待

これまでの活動を考えると、調査研究のフェーズから

しています。私も自大学の改革を通して短期大学の価値

情報収集／実践を探すフェーズになったわけです。しか

を高めていきたいと考えています。

し、実践がまだまだ展開しきれていないと思います。そ

《大野博之》

こで議論を通じてコア・スタンダードへという 3 つ目の
時期に入って、新たな展開を期待したいと思っています。
そういう意味では、我々は短大のコアカリキュラムを作
らなければなりません。
卒業生調査から見ると、職業で活用されるコンピテン
シーの大部分は卒業後に形成されていて、残念ながら在
学中はあまり効果がありません。ただし、その方向性の
ベクトルは在学中に示しておかないと、それが育たない
わけです。方向性ベクトルについては、早くチェックは
しなければいけない。方向性ベクトルを示すのは、先ほ
ど大野先生の態度の話もありましたように仕掛け等も必
要です。医学教育に関わる方のお話のなかで、医者の倫
理観を如何に育てるかということは、国家試験対策では
とても身につけられない。ただ、それを養成課程で育て
られるかというとよく分からない。現場に入った時に、
インターンシップ、インターン（インターンは卒業後で
すけれども）臨地実習等で見極めて、卒業可否を問うよ
うな形でやらないといけないということでした。そう
いったことを短大でも同じように、つまり外部の職業関
係者とともに教育改革・開発する必要があると私は思い
ます。
職業・キャリア教育ということで話すとすると少し
ベースの話をします。そもそも職業・キャリア教育をど
う考えるかという時に、日本的職業への移行システムと
関連して、職業・キャリア教育がスタートしたことを確
認します。中学・高校の偏差値による振り分け方式から
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の脱却として、中学・高校の進路指導からキャリア教育

さらに、新たな高等教育機関の制度化については、
「専

へと展開していきました。その後はキャリア教育で育て

門性の陶冶と、専門の枠とより広い基礎教養等の涵養を

ようかというところで、経産省から発された社会人基礎

同時に実現する」という、非常に大変な理念だと思いま

力育成の議論がありました。しかし、一方で教育の質保

す。その場合、これは元々短大が取り組んできたところ、

証も問題がとり沙汰され、高等教育だけでなく、あらゆ

準備していたところであって、その部分を別の学校種が

る教育が、社会から疑問を投げかけられる状況になりま

取り組むとすると、「職業の実際生活に必要な能力を育

す。そのなかでエンプロイアビリティが議論されてくる。

成する」という、学校教育法による短期大学の位置づけ

ここでは、学習成果が実際に社会に出て使えるものとい

を実践している普通の短期大学が、どう生きていくのか。

う意味で、ラーニングアウトカムズの強調があったと思

あるいは学校教育法の内容にも関わらず、教養型短大が

います。2012年の質的転換答申では、学習時間が叫ばれ

あるとすると、それはどう生きていくのかということも、

る一方で、アクティブラーニングの議論も上がりました。

文科省にはしっかり議論をしていただきたいと思ってい

このアクティブラーニングは、インターンシップや私の

るところです。

言う職業統合的な学習、あるいは本事業でも議論した

最後に、将来的には短大の戦略的パートナーシップを

WIL（Work Integrated Learning）の議論に繋がっていっ

広げていってもらいたい。また、連携校で作る JCCK（短

たと思います。

期大学コンソーシアム九州）のスタンダードを確立する

また、2013年のインターンシップ調査協力者会議では、

ことが大切だと思います。この 7 つの短大で共通に守ろ

多様な形態のインターンシップや、効果を発揮する多様

うということを合意し、個々の強みをアピールして、互

な取り組みの推進がポイントとしてあげられます。この

いに学ぶこと。そういう形に進んでいけば良いと思いま

ポイントに本事業でも取り組んだアクティビティが、含

す。

まれるか否かをこれからじっくり考えていってほしい。
例えば、キャラバン隊がキャリアコンサルタントのよう
な仕事を学んでいると。そうしながら自らのキャリアを
考えると。それが短大の必須単位のカリキュラムではな
くても、広義のカリキュラムとして位置づけられるかど
うかということです。オーストラリアの職業統合的学習
のひとつに、例えば全ての卒業生は何らかのかたちで
WIL をしなければならないものがあります。卒業時評
価の 4 分の 1 は WIL です。インターンシップあるいは
実習で、共に働いた人の評価が成績にそのまま反映され
ます。こういった事例を参考に短大でも質の高い卒業生
を如何に育てるかということを考える必要があります。
それからインターンシップの話ではコーディネーター
養成っていうのがあって、私はこの切り口っていうのは、
とても大切だと思っていて、この JCCK の会合をずっと、
節目節目の会合にはずっと聞くんです。ここのなかで短
大関係者はどのくらいおられますか？短大関係者と短大
当事者っていうのがちょっと違っていたりする。それか
ら企業あるいは地域の関係者がどのくらいいますか？短
大の方が地域に愛される短大だったならば、地域の人た
ちが来て話を聞いて、短大の現状と今後っていう、あ、
これ心配だなと思って来てもらえる、こういう面がどれ
くらいあるかなと思っています。今回高校の関係者、企
業の関係者ちょっとずつおられるというところで、以前
よりも少し、ゼロから少しスタートしたかなと思ってい
ますけれども。
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《吉本圭一》

着実に実施しており、特に「高校訪問キャラバン隊」で

（ 2 ）外部評価報告
本事業では、平成26年度〜28年度にかけて 3 回の外部

は、外部資源を活用し、事前指導を充実させるなど短大

評価委員会を実施した。外部評価委員は巻末の名簿の通

生の教育効果を高める工夫がなされていること、参加高

りである。

校生も増加していること、高校生の評価も高いことが評

平成26年度から毎年12月頃に進捗状況報告書を評価委

価できる。また、
「短大フェス」についても各短大で様々

員へ提出し、 2 月頃に外部評価委員会を開催。そこで評

な工夫がなされており、参加学生の効果も高いことが評

価と課題等の意見を収集し、改善活動に向けた議論を行

価できる。

い、年度末に委員から外部評価報告書を提出していただ

｢システムの完成と運用スキームの確立」については、

いた。外部評価報告書を以て、活動の改善に取り組むよ

学生調査についてはおおむね目標値を超えており、また、

うにしてきた。

実施方法や設問内容についても試行錯誤しながら内容の

平成28年度は事業最終年度にあたり、 5 年間を通して

充実を図っていることも評価できる。
3 ．最も評価できる取り組み

の評価報告書をいただいた。

｢システムの完成と運用スキームの確立」については、

なお、評価の際には定量的評価指標を設定し、具体的

システムをほぼ完成させ、在学生調査、卒業時調査につ

な意見をいただいた。評価項目は以下の通りである。

いては高い回収率を維持していることは高く評価できる。
4 ．課題とすべき点

1 ．総合評価

本事業は、参加短大や学生にとっては大きな効果が

1 ：目標を十分達成している

あったものと思われるが、今後、地域と連携したキャリ

2 ：目標を達成している

ア教育や各種アクティビティなどの一層の拡充を図るた

3 ：目標にあまり達成していない

めには、地域、企業、高校などのメリットがより顕在化

4 ：目標を全く達成していない

し、Win-Win の関係を築けるかという点がより重要に

2 ．評価すべき点（全体として）

なる。したがって、そのような視点を常に持って関係者

3 ．最も評価できる取り組み

とのより一層の連携・協働を図っていただきたい。

4 ．課題とすべき点

また、各種事業についてアンケート等を実施している

5 ．その他

が、その自由回答も有益な回答が多いことからこれらを
分類・整理し、今後の活動に活かしていただきたい。

●評価委員①●
1 ．総合評価

各項目の課題とすべき点は以下のとおりである。
2

｢短期大学の職業・キャリア教育の成果検証」について

2 ．評価すべき点（全体として）

は、多くの事例を収集し、リスト集を作成しているが、

本事業に盛り込まれた各事業については、おおむね取

このリスト集をより効果的に活用するために、何らかの

り組みの趣旨に沿って実施されており、また、到達目標

基準で分類・整理し、他大学にもより簡単に参照できる

の数値もおおむね達成され、その内容も充実が図られて

ように工夫していただきたい。

いることから、本事業全体の実施状況は評価できる。そ

｢職業・キャリア教育に関連する合同アクティビティ

の成果も成果発表会や学会等で広く還元されていること

の実施」については、参加した学生の教育効果は間違い

からこの点も評価できる。

なく高まっているが、その効果をより高めるためには一

また、予算についても適正に執行されており、この点
に関しても問題はみられない。

層の参加学生の拡充が求められる。また、 4 ．の冒頭に
も記載したが、地域、企業、高校などのメリットの顕在

以下、各事業について評価すべき点を記載したい。

化にも工夫をしていただきたい。それが結果として、こ

｢短期大学の職業・キャリア教育の成果検証」について

うした事業の拡大につながり、参加短大生の増加に結び

は、連携校及び国内外の事例を目標以上に積極的に収集

付くからである。また、卒業生ブックレット制作も大き

し、それを踏まえ、各短大においては、これまでの収集

な効果があったと思われるが、今後はブックレットのみ

した事例を参考にしながら改善の事例がみられることな

ならず、短大の広報に企画の段階から学生に参加させ、

どが評価できる。

IT 技術や SNS を学生の視点で活用することなどにより、

｢職業・キャリア教育に関連する合同アクティビティ

よりニーズに応じた内容や広報ができるのではないかと

の実施」については、学生参加型のアクティビティ等を

思われる。同時にこうした取り組み自体が WIL として
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学生の能力・意識の向上につながると思われる。さらに、

真意が周知できていないことは残念。広報活動の見直

短大フェスについてもその目的の明確化や高校生の集客

しと共に、高校でのキャリア教育の一環としての連携

に工夫をしていただきたい。

方法の模索があってもよいのでは。

｢システムの完成と運用スキームの確立」については、

・新しい短大の在り方を、各大学の教職員すべてが認識

学生調査については、高い実施率を達成することができ

し同じベクトルに沿って、学生を育てる体制生活面な

ているが、卒業生調査については回答上のメリットを明

どのサポートを含めると教員だけで行うには負担が大

確化するなど回収率をあげる工夫をしていただきたい。

きい。すべての職員が関わる体制も必要。IR システ

また、今後は、調査結果の分析、特に量的な分析だけで

ムに出欠管理の機能や悩み相談受付機能などがあれば、

なく、自由回答などの定性的（質的）分析にも工夫をし

素早い対応が可能では。

ていただきたい。さらに、本学生調査を各短大の改革に

・IR システム内の学修チェック機能はどうなっている

結びつけていくとともに、学生個別の指導にも積極的に

のか？レポート作成、課題提出、セルフチェック機能

活用していただきたい。
「セルフチェックシステム」「学

の内容と教職員の対応学生自身が自己を振り返り、課

習サポートメモ」
「学修ポートフォリオ」の運用にあたっ

題に対し前向きに取り組む姿勢を育てることは重要

ては、技術面の問題もあるが、可能な限り、多くの短大
●評価委員③●

で活用できるような工夫をしていただきたい。

1 ．総合評価

｢本事業と連携ステークホルダーとの関係性の強化」

2

2 ．評価すべき点（全体として）

については、今後とも、本事業で明らかになったことを
連携している学会等で発表し、その取り組みや成果を広

短期大学の特徴を活かし、連携して取り組む本事業の

く還元していただきたい。また、国内の他大学の先進事

中で全体として評価すべき点は以下のように考えます。

例になると思われるので、積極的に本事業の取り組みを

・ 2 年間という限られた期間の中で職業・キャリア教育

広報していただきたい。

を行う短期大学特有の課題に連携して取り組み、その

5 ．その他

成果を広く全国の短期大学への発信に努めていること

本事業終了後も、確立したシステムのより一層の利用

・本事業を推進するにあたり先進事例などの事例研究を

や本事業に参加した短大の連携・協力関係を拡充し、短

行い、その結果を連携校それぞれが教育改善に役立て

大教育の発展に努めていただきたい。そして、その成果

ていること

を九州のみならず全国的に波及させる努力を続けていた

・具体的な取り組みとして高校訪問キャラバン隊や短大

だきたい。

フェスを実施し、高校生に対する職業教育・キャリア
教育を短期大学生が担っていること

●評価委員②●
1 ．総合評価

・ 7 短期大学で共通する質問項目を選定して共通調査を
2

作成することで相互比較が可能であること

2 ．評価すべき点（全体として）

・特色あるキャリア教育に関するリスト集として各短期

・短大同士が共同で 1 つのプログラムを構成し、短期大

大学の科目・事業名がまとめられていること

学の存在をアピールしている点

3 ．最も評価できる取り組み

・短大間の学生の意識の違い等に対し、大学側が調査研

高校訪問キャラバン隊や短大フェスの実施は最も評価

究しようとしていること。また、そこから見えてきた

できる取り組みだと考えます。高校訪問を行うために、

ことに対して、具体的取り組みがなされていること

学生はこれまでの自身の学びを振り返り、整理し、伝わ

・学生が自発的に参加し、その経験により社会人基礎力
の向上がなされている

りやすい発表を準備しています。短大フェスについても、
それぞれの短期大学、学科の特徴を活かした発表や展示

・国内外の先進的事例を取り入れようとする、教育研究

等がプログラム化されています。この取り組みに参加す

への取り組み。各短大における先進的取り組みの共有

ることにより、学生は主体的にプログラムに取り組み、

化。

アクティブ・ラーニングにより学んでいます。

4 ．課題とすべき点

取り組みのプロセスの中で教員による指導・支援が行

・プログラムに参加した生徒の経験を後輩に伝え、伝承・
継続させるためにもポートフォリオ化する。

われることにより、さらに質を高めることになっていま
す。キャラバン隊についてはさらに事前事後のアンケー

・短大フェスや高校訪問キャラバン隊などの取り組みの

トを実施し、学生自身の学びの確認を行い、その結果を
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じた学びの検証を実施されたり、さまざまな合同アク

基に改善に取り組んでいます。
この取り組みが高校生や地域に対する短期大学の理解

ティビティをされている。各データからその目標がほぼ

につながっていることが大きな成果だと考えます。高校

達成されており、十分な教育効果が現れている。また、

生に短期大学を知らせる広報活動としての位置づけだけ

学生が意欲的に取り組んでいる姿を拝見すると、目標を

ではなく、高大連携によるキャリア教育も担っている部

明確にもち、仕事をする際に必要な能力の獲得や資質の

分もあると考えます。

向上に励んでいることがわかり、本事業が学生にとって

4 ．課題とすべき点

も有益なものになっていることが窺え、成功していると

本事業の継続的案実施とその成果を全短期大学の参考

感じる。さらに、各先生方も短期大学教育に危機感を持

として発信していただくために以下の点についてさらに

ち、各短期大学の将来像を模索して、さまざまな仕掛け

改善に取り組んでいただきたいと考えます。

をしながら学生が主体的に取り組めるように指導されて

・連携校で共通する質問項目を設定し、在学中だけでな

いる姿に大変感銘をうけており、この事業が短期大学の

く卒業後も調査の実施によるデータ収集は大変素晴ら

将来像をより具現化される一助になると確信している。

しい取り組み成果だと思います。そのためにも回収率

3 ．最も評価できる取り組み

を上げるための何らかの工夫は必要だと考えます。在

キャリア教育合同アクティビティであり、その中でも

学中からスマートフォンによる調査実施など既に行わ

短大フェスが最も評価できる取り組みである。その理由

れておられますが、卒業生に対しては何らかのインセ

は、学生が学習成果を発表する場面を設定することは、

ンティブを考えてもよいのではないでしょうか。

単に学問を学ぶだけではなく、学問が仕事とどのように

・夢・目標設定セルフチェックシステム、学生サポート

関連しているかを考えることができ、より学問への取り

メモ、学修ポートフォリオは、アカデミック・アドバ

組みへの意欲が向上するからである。さらに、短期大学

イジングを実施するための有効なツールとなります。

が合同で実施することで、他の短期大学との人的交流は

支援・指導過程での経験値の蓄積は今後の学生指導に

もちろん、他の短期大学がどのような学びをしているか

も役立つものと考えます。システムなど難しい面もあ

を知ることができ、今後の将来に向けた取り組みに生か

るかもしれませんが、できるだけ連携校の中で活用で

すことができると考えられるからである。

きるようにしていただくことを期待しています。

4 ．課題とすべき点

・特色あるリスト集（報告書 p.72）は連携校間だけでな

このように素晴らしい取り組みをどのように周知して

く、他短期大学・大学にとっても有効な資料となると

いくかを考えていくことです。優れた教育プログラムが

思います。掲載方法等を工夫いただきぜひ公表をして

あっても、よい学生が集まらなければ、うまくいかない

いただきたいと思います。

です。そのためには、現在の高校生がどのような視点で

・実際に参加させていただいた短大フェスは学生だけで
なく高校生や地元の住民にとっても有益な行事だと思

短期大学を見ているのかを、様々な方法で正しく把握す
ることではないでしょうか。

いました。広報、学生の成果発表、入学予定者への事

また、この事業が終了して、予算措置がないなかで、

前教育、地域への貢献など様々な観点が考えられます。

各短期大学の連携を図っていくことも課題です。

開催目的の位置づけをはっきりとして、プログラム内

5 ．その他

容、対象者への広報などの工夫によってできるだけ多

このように素晴らしい事業の評価委員に任命していた

くの来場者を迎えられるようにすることで学生たちの

だき、様々な視点で学問と仕事を考える機会を与えてい

モチベーションもパフォーマンスもさらに上がるので

ただいたことに、連携されている各短期大学の先生方に

はないでしょうか。

感謝申し上げます。

●評価委員④●
1 ．総合評価

●評価委員⑤●
2

1 ．総合評価

2 ．評価すべき点（全体として）

2

2 ．評価すべき点（全体として）

短期大学の特性の中心に位置づけることができる、

・最終年度の報告書作成にあたり、以前も申し述べたこ

WIL（学びと繋がる仕事／仕事と学びの包摂）を中心と

とであるが、元来、近隣地区の競合関係にある 7 つの

した職業・キャリア教育の強化を図ることが、この事業

短期大学が連携体制を組み、共通の目標を掲げ、長期

の目的である。そのために、短期大学における職業を通

間に亘りお互いの経営資源や経営課題を共有しながら
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事業達成を目指す本事業への取り組みは非常に価値が

私立短期大学協会等から高い評価を得ていることから

あり、実績も高く大いに評価できる。事業が終了する

もその必要性や有用性は認められているところであり、

今後もこのネットワーク体制を有効活用して頂くとと

是非とも汎用的なシステム開発に向けた推進体制を整

もに本事業で培ってきた知見やノウハウ等をコンソー

備し、 7 短大モデル（システム）の完成を目指して頂

シアムスタンダードとして再構築し、他地域に伝播す

きたい。

る活動に注力して頂きたい。

5 ．その他

・本事業の成果のひとつとして複数校における多岐にわ

今回の事業実践に際し、ご尽力された先生方、関係者

たる数値データの収集があげられる。卒業後調査やシ

の皆様に深く敬意を表しますとともに、各短大が今後ま

ステム開発等においては一部に課題は残るものの、こ

すます発展されますことを祈念いたします。

れらのデータの有効性を再認識するとともに詳細に分
析・精査することで、短大教育の将来像が顕在化して

●評価委員⑥●

いくと思われる。本事業で実施してきた調査・分析は

2 ．評価すべき点（全体として）

今後も継続し、更に精度を高める努力をして頂きたい。

本事業は、短期大学士課程教育の質の保証を目指す汎

あわせてオープン可能なデータについては可視化し、

用的モデルの構築に資する取り組みとして、大いに評価

広く公表することでステークホルダーや地域社会への

されるべきである。私立短期大学教育は現在ピンチに瀕

浸透が広がり、短大教育の評価を高めることにつなが

しているやに思えるが、視点を変えれば、新たな社会的

るであろう。

要請に応えられるよう自己改革ができる大きなチャンス

3 ．最も評価できる取り組み

に恵まれているともいえるのである。ピンチをチャンス

職業・キャリア教育に関する合同アクティビティにお

に転じる契機として、第三者の視点に立って各校が自己

いて実施した高校訪問キャラバン隊、短大フェスは、学

点検評価と具体的な改革の実践および他校との連携・協

校の枠を超えた取り組みとして年を追うごとにブラッ

力に基づく検証を通して、短期大学教育の質の保証シス

シュアップ（事前指導の充実や前年までの課題解決、参

テムの構築に向けた実践活動が挙げられよう。

加学生の増加等）されており、参加した学生の評価（ア

その実践のために、連携短大の全教職員の真摯な熱意

ンケート結果等）も高く、キャリア形成及び個々人の成

に通底するものとして、情況認識に加えて不易流行、求

長に大きく寄与している。また、高校及び高校生側の反

同存異、多面的・長期的・根本的な思考、リーダーシッ

応も良好であることから、連携事業の成果として今後も

プとフォロアーシップ等々に関する知識や態度があるよ

継続できる体制構築を検討して頂きたい。

うに切に願っておきたい。そのような思いが関係者全員

4 ．課題とすべき点

に溢れていてこそ、多くは規模が小さく、地方都市にあ

・本事業の成果を広く周知する活動を徹底して頂きたい。

り、経営環境も厳しい各短大が「戦略的パートナーシッ

特に今回の取り組み成果については、地域における短

プ」として互いに競いつつも助け合いながら、時代と地

大の存在意義を PR できるポテンシャルを多く秘めて

域社会の要請に的確に応えられるような短期大学として

おり、ターゲットをセグメントした広報活動〔高等学

の魅力と教育力の向上および各連携短大の独自性の確立

校（教職員）向け、児童生徒向け、児童生徒の保護者

に向けた取り組みが、可能になるのではなかろうか。本

向け、地域内の企業向け等〕を検討する必要があろう。

事業の取り組みと成果は、その証左となるに違いない。

また、広報活動にもつながる学生の取り組み紹介イベ

3 ．最も評価できる取り組み

ント等（短大フェス等）の場合は、その集客方法につ

本事業での次の諸活動について、今後取り組んでほし

いても再考が必要であろう。学生が非常に有意義な発

い課題を簡潔に述べておきたい。

表をしているにもかかわらず、想定するターゲット層

（ 1 ）高校訪問キャラバン隊について

の参加が少ないのは残念な結果である。

1 ）高校訪問キャラバン隊の参加学生を選ぶ基準や

・共同教学 IR ネットワークシステムの構築については、

方法などを明らかにしてほしい。

各校における独自のシステム構築との相性もあり、す

2 ）学習能力の変化は参加前に比べて参加後はどの

べての仕組みを共用システムで運用することは難しい

ようになったかをデータで示して欲しい。

ことが明確になっている。今後は各校の実情に鑑み、

（ 2 ）短大フェスについて

情報整理を行った上で目標の再設定を行う等の対策が
必要であろう。なお、本 IR システムについては日本
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1 ）開催の広報は、高校やマスメディアや地域社会
にどのように展開されたのであろうか。

2 ）来観する高校生や地域社会の方々をどのように
すればもっと増やせようか。
（ 3 ）卒業生インタビューについて
1 ）インタビューを依頼する卒業生はどのようにし
て選ぶのであろうか。
2 ）インタビュー以外にアンケート調査などは考え
られないのか。
（ 4 ）在学生調査について
1 ）どのような学生が「短期大学」を志向して入学
したのであろうか。
2 ）入学時に、どのような達成したい目標を持って
いたのであろうか。
3 ）入学時に、社会人として通用するには何が必要
かを承知していたのであろうか。
4 ）どのような学生生活と学びを描いていたのであ
ろうか。
（ 5 ）卒業時調査について
1 ）この調査から、教職員や学生指導や教育課程等
の振り返りの資料は得られるか。
2 ）高校へ、出身学生のデータ（集計結果と分析）
を知らせることが考えられようか。
3 ）学生が残してくれたデータを以後の改善策に活
かす方法が考えられているか。
5 ．その他
連携短大の「戦略的パートナー」としての絆が本事業
の展開とともに深まったことが窺え、短期大学の独自性
の確立に向けた活動を高く評価したい。短期大学士課程
教育の質的保証の査定モデルが設計されるよう強く望む
ものである。そして現在の連携 7 校がその輪を広げ、社
会的評価を高め、大学院教育・ 4 年制大学教育・専門学
校教育との差異化が社会的に認知され、所在地を中心と
する地域社会の学びのセンターとしてもますます活動す
るよう期待して止まない。
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第5章

本事業のまとめ

で結成されたコンソーシアムとして再出発することと

●本事業の総括と今後の展望●
本事業は佐賀女子短期大学を代表校として平成24年度

なった。

に採択され、香蘭女子、精華女子、長崎、長崎女子、西

戦略 GP 事業は、短大の到達目標の設定、初年次教育・

九州（部）
、福岡女子の各短大、計 7 校で共同して実施し

教養教育の共同開発等多岐にわたったが、ここでは連携

ているものである。採択期間の最終年度に当たって本事

短大合同で実施した以下のアクティビティを紹介してお

業を総括し、今後の展望を述べておきたい。

く。
｢母校訪問キャラバン隊」は、母校である高校に学生を

1 ．本事業の採択まで

派遣し、高校生との交流を行う活動である。その企画・

―CC 研の結成とその活動―

実施を通じて、短期大学に進学を希望する高校生を対象

本事業を共同で実施している 7 短大は、現在、短期大
学コンソーシアム九州を結成して様々な活動を行なって

とする、高等学校と短期大学のキャリア教育接続プログ
ラムの開発を目指す。
｢地域で活躍する短大卒業生ブックレットの作成」は、

おり、その連携の歴史は長い。当コンソーシアムの前身
である「短期大学の将来構想に関する研究会（通称 CC

各短大の卒業生に対して、それぞれ在学生 2 名程度がイ

研。以下 CC 研）
」が、
「短期大学の発展と存続のための

ンタビューし、それをブックレットにする活動である。

改革論議を地方から」という趣旨で結成されたのは、短

①在学生へのキャリア教育＝職業意識の涵養、②地域で

大の危機が顕在化し始めていた平成14年 9 月のことであ

活躍する短大卒業生をステークホルダーに紹介、短大の

る。

意義を広報する、③卒業生に必要なキャリア支援やリカ

発起人・世話人は、長崎短期大学学長の安部直樹氏（現

レント教育の調査、以上 3 点を目的として実施した。

在は九州文化学園理事長）と、九州大学准教授の吉本圭

また、合宿形式で200名近くの学生が参加した「社会人

一氏（現在は主幹教授。また、当コンソーシアム研究セ

基礎力養成講座」
、連携短大合同の学園祭をイメージし

ンター長を兼務）で、構成メンバーは、短大教育の再構

て開催した「短大フェア」も併せ、これらのアクティビ

築を目指す九州の短大関係者有志と高等教育研究者で

ティは、学生が地域のステークホルダーと交流する、学

あった。

生が他短大の学生と共同で活動する、あるいはまたこの

結成後は、国内外の短期高等教育の現状分析等に関す
る公開研究会（現在までに38回実施）や合同の FD 研修

2 つを同時に行なうという、短大の枠を超えて学生が活
動する事業であった。

会、短大基準協会調査研究委員会からの委託研究費と 2

これらの事業について、学生のアンケートによる自己

度の科研費とで実施した短大の各種ステークホルダー調

評価、指導に関わった教員の評価からは、情報発信力、

査等、様々な活動を行なった。とりわけ、 2 度にわたっ

コミュニケーション能力、チームワーク力、課題発見・

て実施した卒業生調査からは、現在のコンソーシアム活

解決能力といった社会で必要とされる能力について、参

動に繋がる様々な知見を得ることとなった。それまで短

加学生が大いに成長したことが確認された。このような

大関係者にとって全く経験のなかったこの調査によって、

取り組みが学生のキャリア形成支援に極めて有効である

職業キャリアを中心に、卒業生が多面的に短大教育を高

ということが検証されたのである。

く評価していることが明らかになった。
と同時に、地域の高校教師や施設・企業関係者、行政

2 ．本事業の活動

担当者など、様々なステークホルダーとの対話によって、

CC 研、戦略 GP の活動を経て、私たち短期大学コン

短大が、地域を支える中堅人材を送り出すことを通して

ソーシアム九州関係者は、地域を支える中堅人材の育成

地域と密接に繋がった短期高等教育機関であることを改

こそが短大の最も重要なミッションであると考えている。

めて教えられた。

平成24年度に採択された本事業「大学間連携共同教育

―コンソーシアムの結成と戦略 GP の合同アクティビ

推進事業（以下「大学間連携 GP」）
」では、この短大の

ティ―

ミッションを遂行するために、職業・キャリア教育の事

CC 研の結成から 7 年、佐賀女子短大を代表校として

例研究、成果検証とその効果的な実践、および、その質

「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム

を保証するための共同の教学 IR ネットワークシステム

（以下「戦略 GP」
）
」に申請、採択された。これを期に、

の構築を行なってきた。詳細は本報告書でこれまで述べ

これまでの研究を実践に移すべく、私たちは CC 研を発

てきたところであるが、ここに改めて概括しておく。

展的に解消し、平成21年10月に日本で初めての短大のみ
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職業・キャリア教育の成果検証では、国内外の WIL

（Work Integrated Learning：仕事と繋がる学び・仕事を
包括した学び）先進校の事例を収集し、短大独自の職業・

短大の存続が必要不可欠であることを、今、改めて確信
している。
そのような地域コミュニティを支える中堅人材の育成

キャリア教育の開発を目指している。中間報告として、
平成26年 9 月22日に佐賀商工会館において「短期大学職

に、専門分野の知識・技能の習得が重要であることは無

業・キャリア教育フォーラム」を開催、120名余の参加者

論だが、同時に、短大生に親和性の高いアクティビティ

を得た。

が彼ら／彼女らの成長を大いに促すことも私たちの活動

また、その職業・キャリア教育の効果的実践として、

を通じて検証されつつある。例えばスポーツ大会や学園

短期大学コンソーシアム九州が戦略 GP 事業を引き継い

祭など、私たちそれぞれの短大がこれまで大切に育んで

で実施している「高校訪問キャラバン隊」
「卒業生リーフ

きたアクティビティは、専門分野の学修と同程度に重要

レット作成」
「短大フェア」に参加している。平成26年10

なのであり、それこそが短大教育の専門学校との差異な

月12日には、これまで①短大生による学びの成果の発表、

のだと思う。

情報発信力の育成、②地域のステークホルダーへ短大を

そして、このようなアクティビティを通して得られる

広くアピールすることを目的として、博多、佐賀で開催

のは、集団の中での自己効用感や、社会的適応力、ある

してきた「短大フェア」を、学生の提案に従って平成26

いは、主体的に行動すること、課題を発見してそれを解

年度に「短大フェス 九州 7 短大合同学園祭」と改称して

決する方法を探すこと、チームで一つのことを成し遂げ

佐世保のアルカス SASEBO を会場に、同27年度には福

ること等々、
「知力を突き抜け、社会へ突破する力」とで

岡ソラリアステージで、28年度には佐賀アバンセで開催

も呼ぶべきものなのであり、文科省が推奨しているいわ

した。直近の佐賀会場では、参加学生数、来場者数とも

ゆるアクティブラーニングへの教育方法の質的転換は、

に過去最大規模となり、進行は会場となった佐賀を地元

短大においてはそのような意味でなされる必要があろう。

とする西九州大短大部、佐賀女子短大の在学生それぞれ

私たちの 5 年間の大学間連携 GP 事業は今後、短期大

1 名が担当、ステージ、体験ブースでバラエティに富ん

学コンソーシアム九州に引き継ぐ予定であるが、その一

だ学びの成果が披露された。

つとして、本事業で構築した IR ネットワークシステム

これら短大教育の質保証のために構築した共同教学

を使って、そのような教育の質的転換の前提となるべき

IR ネットワークシステムの内容は、以下のとおりである。

生活経験や社会体験といった、短大生のレディネス、お

①学生調査システム：教育成果、学修成果等の測定・

よび、短大での学修のアウトカムの特性とその関係性に

集計・分析システム

ついての調査がすでにスタートしている。本稿の最後に、

②夢・目標設定セルフチェックシステム：学生の到達
度自己チェックシステム

この調査の概要とその展望を述べておきたい。
―短大生のレディネス・アウトカム調査―

③学生サポートメモ：教職員向けの学生個別指導履歴
共有システム

新しい学校種の創設や、教育の質的転換など、短期高
等教育をめぐる環境は、この十数年間で激変している。

④学修ポートフォリオ：学修状況確認のためのポート
フォリオ

その渦中にあって、私たち短期大学コンソーシアム九州
（以下コンソ）の関係者は、短大教育のあり方について

いずれもすべてポータルサイトで実施するものである

様々な調査・研究・実践活動を続けてきた。コンソでは

が、特に、①学生調査システムでは、これまで紙ベース

今後、これらの活動を通して得られた課題について、本

で実施してきた調査が飛躍的に簡便化されるとともに、

事業で構築した学生調査システムを使って明らかにして

共通調査の実施によって他校のベンチマーク化が可能と

行くことを計画している。

なったのは、極めて大きな成果である。

CC 研時代の平成16〜18年度に、科研費（基盤Ｂ）
「短
期大学卒業者のキャリア形成に関するファーストステー

3 ．今後の展望

ジ論的研究」で行なった短大卒業生のアンケート調査で

大学間連携 GP の活動を含め、CC 研以来私たちが行

は、「就職直結型の専門教育に対する支持の高さ」
「長期

なってきたことを総括すると、それは首尾一貫して、短

的な効用の低さ・逓減傾向」
「職業キャリア形成不全（ガ

期大学独自の職業・キャリア教育の開発とその質保証の

ラスの天井問題）」が明らかとなった。これらの知見には、

追求であった。そして、短大のミッションが地域コミュ

文科省平成21〜22年度先導的大学改革推進委託事業「短

ニティを支える中堅人材の育成にあり、そのような意味

期大学における今後の役割・機能に関する調査研究」
（研

で、地域にとって、また、地元で学びたい学生にとって、

究代表者：目白大学短期大学部 佐藤弘毅氏）とも重な
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る部分が多い。

既得能力

短大での学修

短期的
学修成果

学力・偏差値

〈専門分野〉
基礎・基本学修

専門資格
基礎的知識

一方、産業界の指摘を受けて文科省が推進しているの
は、従来の座学を中心とした学修から、PBL 等のアク
ティブラーニングやインターンシップ等、学生の主体
的・能動的学修態度を育む体験的・活動的学修への教育

体験型学習

の質的転換である。佐藤氏の調査は、短期大学における

社会活動

職業教育に関して、
「保護者・地域との関わり」
「協働性・

日常生活習慣

〈アクティブラーニング〉
実習
インターンシップ
社会活動
ボランティア
基礎的体験

中・長期的
学修成果

学び続ける力
社会的適応力
課題発見・
解決能力
自己肯定感

専門分野の
基礎的技術

関係構築性」を卒業生の働く職場が求めているのに対し、
短大は「専門的知識・技術」を重視している傾向を指摘

つまり、アクティブラーニング等の体験的・活動的学

している。短大の存立基盤である地域社会が求めるもの

修によって養われるのは、
「協働性・関係構築性」や「社

と、短大教育の乖離が進んできていることになる。 4 年

会適応力」、「課題発見・解決能力」といった中・長期的

制大学を含め、産業界・地域社会のこのようなニーズへ

な学修成果であり、それは当然短大入学前の様々な体験

の解決策として推進されているのが現在の教育の質的転

を基盤とするものだと考えられる。従来、短大入学に際

換であろう。

しては、その学力ばかりが注目されてきたが、体験的学

これは、私たちの調査で明らかになった、短大教育に

修への質的転換を進めるためには、その基盤としての

対する「就職直結型の専門教育に対する支持の高さ」は

様々な体験を、短大生がどの程度有して入学してきてい

あるものの、その「長期的な効用の低さ・逓減傾向」が

るのか、また、それらがどのようにアウトカムに関わっ

認められるとの指摘とも一致している。短大での学修成

ているのか、その実態を把握することが求められよう。

果が、地域社会のニーズに短期間で応えられなくなって

コンソでは、今後必要とされる短大教育を、様々な体

いる現状を打破するためには、このような教育の質的転

験的・活動的学修を通して実践的総合力を育てるアク

換が速やかに進められる必要がある。

ティブな学びにあるととらえ、その基盤となる短大生の

それでは、体験的・活動的学修は、学生のどのような

様々な体験に関するレディネス調査を学生調査システム
で実施する予定である。また、同時に、短大時代の学修

力をどのように伸ばすのであろうか。

が社会人としてどのように機能しているかについての卒
既得能力

業生へのインタビュー調査、および、各専門分野の現場

短大での学習

学習成果

〈専門分野〉
基礎・基本学習

専門資格
基礎的知識

施し、それらを有機的に組み合わせて、今後必要とされ

実習
インターンシップ

専門分野の
基礎的技術

いと考えている。

での短大教育へのニーズに関するインタビュー調査を実
学力・偏差値
意欲・態度
etc.

る短期大学の体験的・活動的なカリキュラムを構築した

おわりに
従来、短大教育は上図のように理解されてきたと思わ

本事業は今年度をもって終了するが、得られた成果は

れる。すなわち、一定の学力を持った学生に専門分野の

極めて大きい。日頃学生募集にしのぎを削るライバル短

基礎的な知識を教授、必要に応じて実習やインターン

大同士が、戦略的パートナーシップの下に共同で短大改

シップに送り出して、専門の資格と基礎的な知識・技術

革を進めるコンソの活動を、本事業で手にした成果を共

が身につく、というものである。

有し、今後も進めてゆきたいと心から思う。

このような教育を体験的・活動的学修に転換すると、

戦略 GP 事業の推進委員長であった安部恵美子長崎短

どのような学修成果モデルが想定されるだろうか。地域

大学長が同事業『最終報告書』に記した結びの言葉をこ

社会から求められている「協働性・関係構築性」とは、

こに再度引いて稿を閉じたい。「私たちは『短期大学教

中長期にわたって有効な学修成果であり、それは右図の

育の新たな地平』
を目指す、トップランナー集団である。
」

ようなものと考えられる。

《藪
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敏晴》

第6章

活動記録／資料

●平成24年度●
第 1 回 IR ネットワーク研修会
日時：平成24年12月 7 日（金）15：00〜17：00
場所：佐賀女子短期大学
内容：IR システムの全体概要の説明

【㈱ハウインターナショナル 桑木康宏】

第 2 回 IR ネットワーク研修会
日時：平成25年 2 月28日（木）14：00〜16：30
場所：香蘭女子短期大学
内容：IR システム（平成24年〜25年度に取り組む具体的内容）についての説明
評価指標とスケジュールについて
ワークショップ「課題の情報把握と目指すべき方向性の確認」

【㈱ハウインターナショナル 桑木康宏】

公開研究会
日時：平成24年11月23日（金）13：00〜16：00
場所：西九州大学短期大学部
内容：短期大学コンソーシアム九州のこれまで〜大学連携 GP の 3 年間を中心に〜
【佐賀女子短期大学 藪
Work Integrated Learning（WIL）とは何か

敏晴】

【筑波大学 稲永由紀】

●平成25年度●
第 1 回 FD/SD 研修会
日時：平成25年 9 月13日（金）13：00〜15：30
場所：福岡女子短期大学
内容：IR ネットワークシステムを使用した在校生アンケート調査の運用〜実際の操作方法を含めて〜
【㈱ハウインターナショナル 桑木康宏】
佐賀女子短期大学における IR ネットワークシステム導入の経緯について
【佐賀女子短期大学 竹中秀憲】
第 2 回 FD/SD 研修会
日時：平成26年 2 月10日（月）10：30〜16：00
場所：長崎短期大学
内容：今年度実施の在学生調査のフィードバック／今後の IR ネットワークシステムの活用について
【㈱ハウインターナショナル 桑木康宏・濱野彰彦】
第 1 回公開研究会
日時：平成25年10月12日（土）13：00〜15：35
場所：長崎短期大学
内容：報告「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 安部恵美子・小嶋栄子】
報告「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 吉本圭一】
第 2 回公開研究会
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
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内容：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〜」
【目白大学・目白大学短期大学部 佐藤弘毅】
知見提供「短大教育と Work Integrated Learning」

【北海道大学 亀野

淳】

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〜｣
【香蘭女子短期大学 中濵雄一郎・佐賀女子短期大学 竹中真司・長崎女子短期大学 武藤玲路】
●平成26年度●
第 1 回 FD/SD 研修会
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 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 中元博明・長崎女子短期大学 武藤玲路・西九州大学短期大学部 福元健志】
第 2 回 FD/SD 研修会
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】

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
第 1 回公開研究会
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
内容：これまでの調査の整理
データの有効活用のために
第 2 回公開研究会
日時：平成26年11月30日（日）10：30〜15：00
場所：香蘭女子短期大学
内容：短大生のレディネス調査計画／データの活用方法／その他
フォーラム
日時：平成26年 9 月22日（月）13：00〜16：50
場所：佐賀商工ビル
内容：講演「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 君塚

講演「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

剛】

大野博之】

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 吉本圭一】

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 中澤伸元・長崎短期大学 陣内

敦・福岡女子短期大学 中元博明

西九州大学短期大学部 西岡征子・香蘭女子短期大学 宮崎千草
佐賀女子短期大学 夏目朋之・精華女子短期大学 芝木儀夫】
コメンテーター

【鴻ノ巣保育園 武宮知識里・江北町子ども応援課 山下栄子
㈱佐銀キャピタル＆コンサルティング 横尾敏史】
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●平成27年度●
第 1 回 FD/SD 研修会
日時：平成27年 9 月 3 日（木）13：30〜15：30
場所：佐賀女子短期大学
内容：アクティブラーニング推進の経緯

【佐賀女子短期大学 久保知里】

アクティブ・ラーニング〜主体的な学びを促すために〜

【愛媛大学 清水栄子】

第 2 回 FD/SD 研修会
日時：平成28年 2 月29日（月）13：00〜16：00
場所：福岡女子短期大学
内容：大学改革のツールとしての IR〜佐賀大学版 IR の概要〜

【佐賀大学 西郡

大】

共同教学 IR システムを活用し学生を視点とした学習成果の測定について
〜ポリシーを指標とした学習成果の測定と醸成の視覚化〜

【長崎短期大学 陣内 敦・小浦康平】

公開研究会
日時：平成27年 9 月14日（月）10：00〜12：00
場所：精華女子短期大学
内容：現代青年の生活環境と職業的教育過程との相関〜レディネス調査の理論的枠組み〜
【佐賀女子短期大学 南里悦史】
国際シンポジウム
日時：平成27年12月18日（金）14：00〜18：00
場所：蔚山科学大学
内容：基調講演「女性経歴断絶の予防政策の現状と課題」

【蔚山科学大学 金

美在】

事例報告「職務中心（NCS）専門大学職業教育とキャリア管理のサポート方向―キャリア戦略としての経歴断絶―」
容漢】

【大学村三栄フーデックス §

東玕】

「地方中小企業の女性人材の運営法案」

【蔚山科学大学 徐
「長崎短期大学の地域協働活動と学生の学びの取り組み〜職業・キャリア教育について〜」

【長崎短期大学 小松義隆・秋谷公博】
「短期大学で連携して取り組む職業・キャリア教育―短期大学フェスを中心に―」
【佐賀女子短期大学 藪
総合討論

敏晴・福岡女子短期大学 桑原哲章】

パネルディスカッション＆質疑応答

●平成28年度●
第 1 回 FD/SD 研修会
日時：平成29年 3 月 1 日（水）12：30〜14：30
場所：福岡女子短期大学
内容：WIL 先進事例収集報告
①桜の聖母短期大学を訪問して

【精華女子短期大学 朝木

徹・長崎短期大学 小嶋栄子】

②四国大学短期大学部を訪問して

【福岡女子短期大学 中元博明】

③蔚山科学大学を訪問して

【佐賀女子短期大学 鹿毛理恵】

佐賀女子短大でのレディネス調査経過報告

【佐賀女子短期大学 藪
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敏晴】

成果発表会
日時：平成28年10月21日（金）10：30〜16：15
場所：TKP ガーデンシティ博多
内容：基調講演「短期大学の現状と今後〜職業・キャリア教育に特化して〜」
【文部科学省高等教育局高等教育企画課 塩原誠志】
事業活動内容報告
｢IR ネットワークシステムの概要報告」
【長崎短期大学 中尾健一郎・㈱ハウインターナショナル 桑木康宏】
｢学生調査の事例報告」
｢合同のアクティビティ活動報告」

【長崎女子短期大学 武藤玲路】
【精華女子短期大学 武部幸世・福岡女子短期大学 桑原哲章】

｢アクティビティの成果検証の報告」

【香蘭女子短期大学 中濵雄一郎】

｢まとめと今後の方向性」
コメント

コメンテーター

【佐賀女子短期大学 藪
【国際学院埼玉短期大学

コーディネーター

敏晴】

大野博之・九州大学 吉本圭一】
【香蘭女子短期大学 坂根康秀】
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平成24〜28年度連携校学長
学
校
香蘭女子短期大学

名

佐賀女子短期大学
精華女子短期大学
長崎女子短期大学
長崎短期大学
西九州大学短期大学部
福岡女子短期大学
平成24〜28年度事業推進委員、部会担当者
学
校
名
香蘭女子短期大学

佐賀女子短期大学

精華女子短期大学

長崎女子短期大学

長崎短期大学

西九州大学短期大学部

福岡女子短期大学

職

名

氏
坂根 康秀
南里 悦史
山田 直行
井上 雅弘
浦川 末子
江副
功
玉島 健二
安部恵美子
福元 裕二
中川 伸也
仁田原秀明

名

該当年度
24〜28
26〜28
24〜25
24〜28
26〜27
24〜26
28
24〜28
24〜28
28
24〜27

名

氏
斉藤 朋子
中濵雄一郎
松本 秀一
溝田めぐみ
竹中 真司
竹中 秀憲
夏目 朋之
藪
敏晴
朝木
徹
熊田亜矢子
武部 幸世
渡邊 和明
緒里 潤一
髙井 達司
三藤 英文
武藤 玲路
宮﨑伸一郎
森
弘行
安部恵美子
新井 浩之
市瀬 尚子
小浦 康平
小嶋 栄子
小松 義隆
河野 睦美
陣内
敦
谷口 英司
中尾健一郎
中野 明人
花城 暢一
廣瀬美由紀
川邊 浩史
永田
誠
西田 明史
野口美乃里
馬場由美子
平田 孝治
福元 健志
秋好 晴彦
桑原 哲章
中元 博明

名

該当年度
27〜28
24〜28
24
24〜26
24〜26
24〜28
24〜28
24〜28
24〜28
24〜26
24〜28
27〜28
24〜27
24〜26
27〜28
24〜28
28
28
24〜28
26
26
27〜28
24〜28
25
25〜27
26〜28
24，27〜28
27〜28
26〜27
26〜28
24〜27
24
24〜25
26
27〜28
28
26〜28
25〜27
24
25〜28
24〜28

学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長
学長

職
講師
教授
教務課長
准教授
准教授
事務局長
教授
教授
講師
講師
准教授
講師
学務課事務
事務長
事務局長
准教授
事務主任
IR 推進室長
学長
教務係
講師
講師
教授
講師
図書係
教授
講師
教授
教授
准教授
IR 係
准教授
准教授
准教授
教授
准教授
教授
講師
教授
講師
講師
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★
★
★

★
★
★
★

★

★

★
★

★
★
★

★

★
★

平成24〜28年度事務担当者
学
校

名

香蘭女子短期大学

佐賀女子短期大学

精華女子短期大学

長崎女子短期大学

長崎短期大学

西九州大学短期大学部

福岡女子短期大学

職
名
事務補佐
事務補佐
経理課長
事務補佐
事務補佐
事務局長
学生支援グループ主任
会計課長
事務補佐
事務補佐
事務補佐
事務補佐
事務局長
庶務課
事務長
事務補佐
事務局長
事務補佐
事務補佐
教務係長
事務補佐
事務補佐
事務補佐
事務補佐
総務課課長補佐
事務補佐
総務課課長補佐
事務補佐
事務補佐
事務補佐
事務補佐
庶務課長
庶務課長
事務補佐

氏
平田 聖子
藤崎 夏未
水流園 透
濱田 鈴江
髙野
歩
竹中 秀憲
中村 育恵
青木
勉
植木 若葉
坂本真理子
清水 直美
田中 礼子
田原 信一
倭 理恵子
髙井 達司
田頭 未幸
三藤 英文
山﨑 博美
雪竹 直子
新井 浩之
小林友美子
中野 明美
長嶋 和恵
諸石 知美
阿具根麻美
太田 美穂
石川 大和
大石 妙子
浪瀬 智子
新川 彰子
渕上 明美
前田恵理佳
江西 直美
佐藤 敕生
髙田沙夜子

名

該当年度
25〜26
24
24〜28
27
24〜28
24〜28
24〜28
26
26〜28
25
25
24
26
24〜28
24〜26
26〜28
27〜28
25
24〜25
24〜28
24
26〜27
25
28
25〜27
28
27
24
24
24〜26
26〜27
28
25〜28
24
24〜28

職
名
コーディネーター
コーディネーター
サブコーディネーター
特別研究員
特別研究員
事務補佐
事務局長
教授

相戸
岩本
太田
鹿毛
久保
髙野
竹中
藪

氏
名
晴子
玲子
華奈
理恵 ★
知里 ★
歩 ★
秀憲
敏晴

該当年度
24
24
24〜25
25〜28
25〜28
24〜28
24〜28
24〜28

事業事務局
学

佐賀女子短期大学

校

名
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連携校外関係者および評価委員等
所
属
等
熊本学園大学
（日本インターンシップ学会）
筑波大学
（日本インターンシップ学会）
国際学院埼玉短期大学
（日本私立短期大学協会）
北海道大学
佐賀清和高等学校
(株)ハウインターナショナル
目白大学・目白大学短期大学部
愛媛大学
佐賀県立小城高等学校
(株)佐銀キャピタル＆コンサルティング
香蘭女子短期大学
九州大学
（日本インターンシップ学会）

職

名

氏

名

教授

伊藤

友子

講師

稲永

由紀

学長

大野

博之

★

准教授
教諭

淳
浩哲
康宏
弘毅
栄子
敏博
敏史
利和

★
★
★

名誉教授

亀野
木村
桑木
佐藤
清水
園田
横尾
吉武

教授

吉本 圭一 ★

名誉教授
講師
教諭

※所属や職名については該当年度の最終年による
※★は本報告書執筆担当者
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★
★
★
★

文部科学省平成 24 年度採択

｢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

最終報告書

2017（平成 29）年 3 月 20 日発行
発

行

大学間連携共同教育推進事業事務局
〒 840-8550

代表校

佐賀女子短期大学

佐賀市本庄町大字本庄 1313 番地

TEL：0952-23-5145

FAX：0952-23-2724

e-mail：tandai-con@asahigakuen.ac.jp
印

刷

大同印刷株式会社
〒 849-0902

佐賀市久保泉町大字上和泉 1848-20
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