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文部科学省﹁産業界のニーズに対応した
教育改善・充実体制整備事業﹂採択

地域力を生む
自律的職業人
育成プロジェクト

産業界のニーズに対応した
教育改善・充実体制整備事業
下関市立大学学長

吉津 直樹

本学は早くからキャリア開発やキャリア形成支援に力を注いできた結果、幸いにも高い就職率を確保することができ
ました。さらなる充実を目指して平成 20 年度には従来の就職相談室を発展的改組してキャリアセンターとし、キャリ
ア教育を充実させる体制を整えました。
その後平成 22 年〜 23 年度に、本学の「マイスター制と共創力教育による就業力育成」事業が文部科学省の募集した「大
学生の就業力育成支援事業」に採択されました。この事業が契機となって、これまでの基礎・教養・専門の 3 本立ての
教育にキャリア教育が有機的に結び付けられ、学生が将来の就職を意識して学べるようになりました。
このような改革の目玉が「就業力マイスター制」の導入です。「就業力マイスター制」は、学生が自分の将来を設計
しながら、パッケージ化された専門科目と、キャリア教育科目（インターンシップ、ＰＢＬ、ビジネス・プロフェッシ
ョナルなど）を修得することによって就業力マイスターの認定を受けるものです。このような就業力マイスターを得る
際、人・モノ・知の交流拠点という特性をもつ「下関」は極めて役に立ちます。古来からあらゆるものが集まってくる
下関という地で、自ら現実に立ち向かい、自ら考え、ともに考えることによって、複雑な課題を解決する力が養成され
ます。
さらに平成 24 年度には九州・沖縄・山口地域の国公私立 23 大学・短期大学が連携した「地域力を生む自律的職業
人育成プロジェクト」が、文部科学省の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に採択され、いっ
そう多彩な事業を行うことが可能となりました。本学は「東アジアを中心に広く世界に目を向けた教育と研究」を目指
していることから、インターンシップグループにおいて「インターンシップの高度化」をテーマに取り組むことにしま
した。インターンシップは現在、国内では一般化していますが、国際インターンシップはこれからという段階です。本
学でも以前から中国・青島市や韓国・釜山広域市において企業の協力もあって国際インターンシップを行ってきました
が、この事業により中国・大連市、シンガポールなどへも広げることができました。今後、産業界や連携大学とも協力
して国際的に質・量ともに充実させ、本プロジェクトが目指す「地域力を生む自律的職業人の育成」、さらには本学の
掲げる「バランスのとれた教養豊かな高度職業人の育成」に努めてまいります。
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平成２５年度インターンシップ報告会
キャリア委員会

副委員長

難波 利光（経済学部准教授）

11 月 21 日（木）
16 時 30 分から、学生、教職員、受入事業体関係者など約 120 名が参加して、インターンシップ報
告会が開催されました。報告会では、全体発表会と討論会の二部構成で行われ、学生は報告会に向けての準備を通して
インターンシップの経験を深く掘り下げて理解することを幾度にもわたり行いました。このことにより、経験としてだ
けではない本当の意味での充実感を得る体験ができたと思われます。
全体発表会では、インターンシップに参加した学生のうち、43 名が PowerPoint 等により、国内・海外事業体で得
られた貴重な就業体験についての報告を行いました。報告は、行政関係と企業関係および国際の３つの会場に分かれて
行われました。学生からの報告では、インターンシップの貴重な経験から得た知識と自分の就職に対する自己分析が行
われ、仕事に対する意識の向上に繋がったことへの喜びが伝わりました。
また、報告会を通じて、一緒にインターンシップを体験した仲間たちとの友情も深められたと思われます。限られた
報告時間の中で、インターンシップの成果を報告することはなかなか難しいことですが、どの報告もいきいきしたイン
ターンシップの日々が会場全員に伝えられ、充実したことによる一体感がみられました。学生の報告に対して受入事業
体による学生への忌憚のないアドバイスは、将来学生の成長に繋がることと思われます。インターンシップは、学生と
受入事業体との親密な関係を築くと共に、大学と地域とを結ぶ貴重な機会となっています。
討論会では、全体発表会で報告しなかった学生による報告が行われました。個人のインターンシップ経験を中心に、
成果報告が行われました。討論会で報告した学生は、インターンシップの準備の段階から教員が指導しており、学生の
インターンシップ後の成長に驚く場面も多く見られました。

インターンシップ受入企業

西中国信用金庫

当金庫では、インターンシップを通じて地元大学のキャリア教育に寄与することが、地域金融機関としての社会貢献
につながるものと考えお引き受けしております。
インターンシップ開催にあたりましては、参加学生の就労観・職業観の育成、および時代の変化に対応できる高い問
題意識を持った人材育成の一翼を担うことを目的として、①「金融業界および信用金庫の概要・社会的役割・業務説明」、
②
「営業店での業務体験」を主体としたカリキュラムを策定しております。また講師につきましては、理事長、本部各
部長をはじめ、多くの役職員が携わっております。
インターンシップ終了後、参加された学
生の皆様から、参加に際し設定した目標が
達成できたとの評価を頂いており、当金庫
といたしましても開催する目的が達成でき
たものと考えております。今後とも、社会
貢献の一環としてインターンシップを継続
的に開催していく方針です。
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インターンシップ前と後での自己評価について
キャリア委員会

委員長

高橋

和幸（経済学部教授）

本学では例年、学生をインターンシップに派遣するに際しては、事前指導を行っていますが、今回、インターンシッ
プ評価表を作成し、事前指導において、派遣前の時点での各人の基礎力を確認させるとともに、インターンシップにお
いて目標とすべき事柄を意識させました。また、インターンシップ後に同一の評価表に基づき自己評価させて、どのよ
うな成長がみられたかについて確認させるようにしました。
この評価表は、
「地域力を生む自律的職業人育成プロジェクト」におけるサブグループの一つである「学修評価グル
ープ」が、キャリア教育における学修成果をどのような指標を用いて評価すべきかについて検討し、産業界ニーズの高
い汎用的技能に関する評価基準として開発したものをもとに作成したものです。
評価表は、「対課題基礎力」、「対人基礎力」、「対自己基礎力」の 3 つのカテゴリーからなり、それぞれのカテゴリー
は 2 つの評価項目から構成されています。また、5 段階の尺度には、パフォーマンスの成功の度合いが具体的に記述さ
れて示されており、本人の感覚ではなく、より実質的に自己評価できるようになっています。
今回の評価結果をみてみると、インターンシップを体験することで、すべての項目で自己評価が上昇していることが
わかりました。このように、評価表を導入することにより、インターンシッププログラムが効果的で持続可能なものと
なり、充実していくことが期待されます。
左記のグラフは、以下の項目について、インターンシップ前後での

インターシップ前後の自己評価の変化

自己評価を表したものです。各項目は、５段階評価で１が最も低く、
５が最も高いとしています。
〈対課題基礎力〉
情報収集：必要に応じて、適切な方法を選択して情報を収集する。
修正・調整：状況を見ながら、計画や行動を柔軟に変更する。
〈対人基礎力〉
多様性理解：多様な価値観を受け入れる。
役割理解・連携行動：自分や周囲の役割を理解する。互いに連携・
協力して物事を行う。
〈対自己基礎力〉
独自性理解：他者と自己の違いを認め、自己の強みを認識する。
主体的行動：自分の意思や判断において自ら進んで行動する。

共同自主研究
（ＰＢＬ）
に参加して
経済学部国際商学科

３年

佐々木

一輝

私たちは、「唐戸スイーツを全国発信する！」というテーマ設定のもと和菓子屋の ㈲ 梅寿軒様との協力で、唐戸スイ
ーツ「あんこフォンデュ」を唐戸商店街で販売する、という活動を行いました。3つのグループに分かれ、各々年齢別
にターゲットを設けて「あんこフォンデュ」に創意工夫を凝らし、試食会を経て、3 種類の商品を販売しました。販売
に至るまでは、どうしたら商品が売れるのか、何度も味の確認、
商品の魅せ方の熟考など試行錯誤を重ね、納得いく商品の追究
をしました。同時に Facebook や Twitter など SNS を利用した、
商品の PR 活動も行いました。その結果、販売当日は設定して
いた 50 個の目標売上個数を達成することができました。私は
この PBL 活動を通じて、何か１つのテーマに対して全員同じ姿
勢で取り組めることが、如何に重要なことかを理解できました。
最後に、大学関係者の皆様、㈲梅寿軒様のご支援にこの場を借
りて心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
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これまでの主な取組
第2回業界研究バスツアー

経済学部経済学科

３年

宮原

真美

今回の業界研究バスツアーは、注目業界であるエネルギー系業界の西部ガス㈱福北工場と、晩婚化によりお金をかける
カップルも増えているというブライダル業界のアイ・ケイ・ケイ㈱ララシャスの博多の森へ行きました。西部ガス㈱福北
工場で驚いたのは、普段使っているガスが−162℃の液体で、マレーシアから運ばれた液体ガスは巨大な地下タンクに保
管され、魔法瓶の構造で安全が十分に保たれているということです。次に訪問したアイ・ケイ・ケイ㈱ララシャス博多の
森は、緑の中で結婚式を楽しめるように、敷地内のどこにいても木々が見えるように
なっていて、ここで式を挙げられるお二人がとてもうらやましく思いました。このバ
スツアーにより、本来の目的であった業界研究はもちろんのこと、このような企業に
支えられて私たちが豊かな生活を送られることがわかり、将来社会人として働く際に
はこの気持ちを忘れずに働けるような企業に入社したいと思いました。
（2 月10 日実施）

チームビルディング研修

経済学部経済学科

２年

吉本

真人

今回のチームビルディング研修を通して私が学んだことは、リーダーシップとはその集団の全員が発揮してはじめて効
力を得るということです。私を含め、
今回の研修に参加した学生のほとんどが各サークルの部長、副部長でした。そのため、
今回の活動の中でも学生たちは積極的に意見を交わし、リーダーシップを発揮していまし
た。班内の意見をまとめることでリーダーシップを発揮する学生もいれば、活動が滞った
ときに班の仲間を笑わせることで盛り上げる、といった方法でリーダーシップを発揮する
学生もいて、リーダーシップにも様々なものがあることが分かりました。リーダーシップ
とは本来誰しもが持っているもので、その方法は人それぞれではあるものの、そのすべて
が集団に必要なものです。私も今後社会に出て集団の一員となったとき、私らしいリーダ
ーシップを発揮して社会の力になりたいと思いました。（2 月12 日実施）

危機管理シミュレーション

国際交流委員会

副委員長

桐原

隆弘（経済学部准教授）

２月１９日
（水）に国際インターンシップ、外国研修等の際の万一の事故に備えて危機管理シミュレーションが開催され、
関係教職員３３名が参加しました。講師によるセミナーでは、プライバシーを含め本人と家族への配慮が何より優先され
るべきこと、窓口の一本化・情報の一元化を図る必要があること等、大学がすべき事故対
応についての説明がありました。インターンシップ中の事故を想定した実践指導では、対
策本部の立ち上げ、情報収集・とりまとめを経て、家族への模擬連絡および模擬記者会見
を体験しました。参加者一同迅速かつ誠意をもって対応することができた点を評価してい
ただいた一方、若干の課題点も指摘されました。今回のシミュレーションは事故「後」の
対応を扱ったものですが、そもそも事故はあってはならないことです。国際インターンシ
ップが整備の途上であることに鑑み、日ごろから海外派遣の安全性に留意し、派遣体制・
連絡体制を一層充実させる必要があると再認識しました。（2 月19 日実施）

第2回キャリア講演会

経済学部経済学科 ４年

石川将太

学生である私たちにとって働くことを真剣に考える時間は必須であり、その時間を通して自分がどうありたいかを模索
することが必要になります。このキャリア講演会では、普通に働くことは何かについて、自分自身に問いかけるきっかけ
になったと感じています。特に講演の中で言われた「常識と感情をいったん手放す」という言葉が最も印象に残りました。
なぜなら、常識だけを見ていては本当に必要なことが見えない、また感情だけで行動し
てしまえば本当にやりたいことができないのではないかという疑問を抱いたからです。
そこで、これから自分のキャリアを考えていく上で、客観的な視点を大切にしていきた
いと思いました。このような機会を設けていただけることによって、私たち学生は様々
な意見のもとで、どう働きたいかについてより深く考えることができます。今後もこう
いった経験を積み重ねて、自分らしく働けるように成長していきたいと思っています。
（3 月5 日実施）
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キャリア概論を受講して
経済学部国際商学科

１年

三宅

優輝

この講義を通して様々な人の経験談を聞くことによって、自分のことや将来のことを見つめ直すとても良い機会となり
ました。正直言って、自分の進みたい道というのは曖昧で何も具体化されていませんでした。そんな中でも「就職どうし
ようかな」と考えることはありましたし、曖昧なものでしたら「こういう仕事いいかもなあ」程度に考えていたことはあ
りました。しかし考えないといけないとは思いつつも、何かきっかけがないとなかなか考えられるものではありません。
そういう意味で、この講義で色々な職種、企業の方がいらっしゃって実際の仕事の話や待遇などを直接伺うことによって、
必然的に自分だったらどうだろうと考える良いきっかけとなりました。その仕事の良い所、悪い所、何に対してしんどい
と思ったり達成感を感じるのか。そういう話を聞いていくうちに自分は何を重要視して職種を選ぶべきか、企業を選ぶべ
きか、というものがなんとなく見えてきた気がしました。ただ、現状では頭の中で考えているだけで行動は起こしていま
せん。就職活動をしていく内に就職したいと思う企
業が変わったという話もよく聞きますが、これから
いかに行動していくか。というのが大切かなという
風に思います。多くの方がおっしゃっていたように
まずは行動、そして努力することによって自分の希
望が叶うと思うので何かしらのアクションを起こ
していけるようにしなければいけないと感じてい
ます。

ビジネス・プロフェッショナルを受講して
経済学部国際商学科

４年

安野

華織

今回この講義を受けて、多くの企業の方々に社会人として働く上での心構えや、今後の人生をどう生きていけばよいか
について、幅広い内容のお話を聴くことができました。どう働いて、将来どういう自分になりたいかを考えることは、就
職活動をしている間だけで十分だと思っていました。しかし、実際に社会人として働き始めてからもなりたいビジョンを
持つことは大事なことだとわかりました。また、働き始めるまでに「働く覚悟」をしっかりしておくことで、今後仕事で
嫌なことがあっても、粘り強く頑張れることを学びました。
今回の講義で多くの企業の方々が口にしていたのが、
「失敗は恥ずかしいことではない」という事です。仕事に慣れてく
ると人は変化を恐れてチャレンジしなくなるのです。失敗から学べる事の方が多く、失敗を恐れていてはいつまでも成長
できないと思いました。私がこの講義で特に印象に残ったのが、人より２倍一生懸命に働くことで、人の１ /2 の時間で自
分の役割や、存在価値に気づくことができるというこ
とです。私も今後は何事にも積極的にチャレンジし、
一生懸命働いていこうと強く思えるようになりまし
た。また、この講義では、最後に企業の方々に直接
質問ができ、とても為になるお話を聞くことができ
ました。今後の社会人生活にこの講義で学んだこと
を活かして働いていきたいと思います。
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