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─学生一人ひとりの勤労観・職業観を育む
関西大学キャリア教育プログラム
（K-CEP）
─

きているのも本学の取り組みの大きな特
徴です。

関西大学キャリア教育プログラム（K-CEP）

現代ＧＰ─ 総合大学における標準型キャリア教育の展開

キャリア支援 Ⅴ段階システム

働き方・生き方を主体的に考える
「自律型社会人」を育成

キ ャリア へ の め ざ め → キ ャリア の 探 索 → キ ャリア の 準 備
大学の前に

大学とともに
キャリアカウンセリング

大学の後に

位置づけることができます。
─インターンシップに関しては、関西
大学は先駆的に取り組んできました。
北嶋 学校インターンシップは比較的新
しい試みですが、ビジネスインターンシッ
プは 1997 年から実施しており、既に 10

教育内容・方法の改善という点で教育改
革にもつながるものと考えています。

年の実績があります。両方合わせて、毎
年 700 人を超えるほどの学生がインター
ンシップを経験しています。

─キャリア教育のポイントや目標は？
川﨑 社会に出て戸惑わないように、就

関西大学のキャリア形成支援は、イン

昨年は文部科学省「平成 18 年度現代的教

ザインルームを設け、専門のアドバイザー
7 人を配置し、常時カウンセリングが受
けられる体制を整えています。2005 年度

育ニーズ取組支援プログラム
（現代 GP）」

は延べ 3,790 人の学生がキャリアデザイ

実績を上げ、年々充実してきています。

に、
「総合大学における標準型キャリア教

ンルームを利用し、このうち個別相談は

育の展開─学生一人ひとりの勤労観・

1,826 件に上っています。

職業観を育む関西大学キャリア教育プロ
グラム
（K-CEP）─ 」が採択されまし
た。本プログラムの狙いや特色、キャリ
ア支援の内容などを、北嶋弘一・キャリ
アセンター所長（工学部教授）、川﨑友
嗣・キャリアデザイン担当主事（社会学部
教授）、吉原健二・キャリアセンター事務
部長の 3 人に聞きました。

た「関西大学キャリア教育プログラム
」は、今までのシステムを総合
（K-CEP）
的に発展させたもので、在学生のみなら
ず、小中高等学校教員と社会人
（卒業生、
本学教職員）
をも対象としています。
総合大学においては、特定学部の人材
育成に偏ることなく、1 〜 2 年次の早期か
ら学生一人ひとりの勤労観・職業観を育
成し、系統的・継続的にキャリア教育・
キャリア形成支援を展開することが求め
られます。そのため、全学部の学生を対
象とし、学生が将来の働き方や生き方に
ついて主体的に考えるよう働きかけ、
「自
立型社会人」の育成を目指しています。
生涯のキャリアを視野に入れた、この
ようなきめ細かな支援システムは、わが
国の大学ではほとんど例がなく、総合大
学のスタンダードとして、他大学のモデ
ルとなり得るプログラムだと思います。

◉小中高等学校教員を対象に
キャリア教育研修
◉総合大学のキャリア教育
スタンダードに
─これまでのキャリア教育プログラム
との違いは？
北嶋 関西大学では従来、教養教育を中
心とした正課教育カリキュラムとキャリ
アセンターの正課外教育プログラムを融
合した「キャリア支援Ⅴ段階システム」を
実施してきました。現代 GP に採択され
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実施しています。現在、小中高等学校で
キャリア教育が展開されており、小中高
の連携は図られつつありますが、これら
と大学との連携は不十分です。キャリア
に関する支援は大学の中だけで完結する
ものではなく、発達段階に応じてそれぞ
れの時期に行えば、大学でより適切な支
援を展開できます。
「大学とともに」の部分では、在学生を
対象としたキャリア教育が中心となりま
すが、さらに教職員を対象としたキャリ
ア研修を開始します。

◉卒業生就業支援、
キャリアカウンセリングを充実
─「大学の後に」に該当する卒業生就
業支援について。
吉原 いかに充実したキャリア教育を
行っても、就職後に迷いが生じることは
あり得ることです。2005 年 11 月、キャ

フェイズで展開し、
「大学とともに」の中
では 5 つのステップで支援します。

リアセンター内に「卒業生就業支援室」
を設置。株式会社関西雇用創出機構と提
携し、卒業生の就業支援を積極的に展開
しています。ただ、このシステムは闇雲
に転職を勧めるものではありません。現
状で何が問題であるかを、ご自分できち
んと認識していただくところから相談さ
せていただいています。年齢的に一番多
いのは、20 代の方々です。

まず「大学の前に」の部分では、小中高
等学校教員を対象にキャリア教育研修を

─「キャリアカウンセリング」の体制は？
川﨑 キャリアセンター内にキャリアデ

─本プログラムの特色である段階的な
支援について。
川﨑 学校・企業・自治体等との連携の
もとに、キャリア教育を「大学の前に」
「大
学とともに」
「大学の後に」という 3 つの
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◉ビジネス・学校インターンシップ
で高い実績
─キャリア支援 5 段階の STEP Ⅱにあ
たる「キャリアデザイン科目」の狙いは？
川﨑 本学では、自分の将来を自らデザ
インしていく力を養うため、教養教育の
中に「キャリアデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ」とい
う 3 科目を組み込んでいます。基本的な
考え方は北嶋先生がおっしゃったように、
学生自身が自分の将来の働き方や生き方
について、自分で考える力をつけていく
ことです。自らのキャリアについて「気
づき」を促し、キャリア意識を高めるこ
とが目的であり、広い意味で言えば、イ
ンターンシップの事前教育プログラムと

─本プログラムの一環として教職員の
研修も含まれています。
川﨑 キャリア教育は、一方向的に知識
を伝達する従来の科目と異なり、グルー
プワークなどを中心にして受講者の気づ
きを促していくところに重点を置いていま
す。現在、教職員の教育力が求められて
いますが、特に学生のキャリア教育・キャ
リア形成支援にかかわることは、教職員
自らのキャリアが問われることでもあり
ます。FDやSDとしての効果が期待でき、

教職員研修
ターンシップやキャリアデザイン科目で

◉キャリア教育で
教員も学生も変わる

STEP Ⅲの「インターンシップ事前研
修・実習」は、本システムのコア・プロ
グラムとして位置づけており、就業体験
のためにしっかりとした事前教育を行っ
た上で、実地に学ぶことを目的としてい
ます。STEP Ⅳは「事後研修」として、イ
ンターンシップ実習で得た成果を検証し、
その後の就職活動に結びつけます。
吉原 現在では、従来の夏休みを中心と
した 2 〜 3 週間のプログラムに加えて半
年間に及ぶ長期派遣や、アメリカのミ
ズーリ州やハワイ州での国際インターン
シップなど、多様なプログラムを展開で

業体験などを通じて職業観をしっかり
持ってもらうことが大事です。キャリア
教育は、単にフリーターやニートを予防
し、就職率を高めるという数値的な目標
のためではありません。学生一人ひとり
が「自ら学び、自ら考える力」を身につ
け、学生の主体性・自発性に働きかける
ことが大切です。
吉原 関大生は、秘めたるポテンシャル
が高いので、ちょっとしたヒントで、ず
いぶん行動が変わり、大きく大人へと成
長します。これからはキャリア教育の内
容や充実度が、大学選びの一つの要因に
もなると思います。

KANDAI NEWS
新学部を開設

文学部に初等教育学専修を新設

政策創造学部、システム理工学部、
環境都市工学部、化学生命工学部

未来の小学校教師を養成

関西大学は 2007 年 4 月、新たに 4 学部を
開設します。
政策創造学部は「実践的な政策立案力を養
い、豊かな地球市民社会への扉を開く」を学
部コンセプトに、「国際・アジア」
「組織・政
策」「地域・都市」の 3 つの専修を設けていま
す。同学部が主に使用する第 1 学舎 5 号館が
3 月 12 日、千里山キャンパスに竣工しました。
システム理工学部、環境都市工学部、化学
生命工学部の理工系 3 学部は、それぞれ「し

くみづくり」「まちづくり」「ものづくり」と
いうコンセプトで、9 学科 20 コースの多彩
な領域の教育・研究に対応します。
新学部には多数の志願者が集まり、その内
容が高校生に受け入れられ、期待されている
ことが分かりました。

関西大学文学部は 2007 年 4 月、総合人文
学科に「初等教育学専修」を新設します。小
学校教員養成課程として、小学校教諭 1 種免
許が取得できる関西大学初の履修コースで
す。
幅広い人文学の教養に支えられた
「ヒュー
マンで信頼され行動力のある未来の小学校教
師」を育てることを目指しています。
また、9 年間の義務教育を見通すことので
きる教師になるために、文学部における中学
校教諭 1 種免許（国語、社会、英語）の取得
を履修モデルに組み込んでいます。
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