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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
地域力を生む自律的職業人育成プロジェクトについて
キャリア委員会

委員長

高橋

和幸（経済学部教授）

本学は、平成22年度に「マイスター制と共創力教育による就業力育成」という申請事業が「大学生の就業力育成支援
事業（文部科学省）」に選定され、就業力育成の充実を図る「就業力マイスター制」を実施しております。そして、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、「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」（文部科学省）に選定されました。これは、産業
界の人材ニーズを踏まえながら、「地域に活力（地域力）をもたらし、主体的に考える力をもった自律的職業人を輩出す
ること」を全体の目的としており、本学は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
に取り組んでいます。「東アジアを中心に広く世界に目を向けた教育と研究」という本学の理念のもとに、かねてより
青島市（中国）と釜山広域市（韓国）において、国際インターンシップを実施してきましたが、本プロジェクトにより実
施都市の拡大を図った結果、平成25年度より大連市（中国）及びシンガポールでのインターンシップも実現できました。
この他にも、産業界と連携した PBL（課題解決型学習教育）の導入、キャリア教育体制の強化を図る目的でのキャリア
講演会の実施、さらには社会人からの講義も受ける「キャリア概論」、
「ビ
ジネス・プロフェッショナル」という正課科目の充実を図るなどの取
り組みも進めてきました。またこれらの取組は、変化する社会環境に
も対応すべく、適宜、産業界のニーズを把握する必要があるため、平
成26年度には卒業生・企業へのアンケート調査を行い、この取組成果
を検証していきます。いよいよ本プロジェクトの最終年度を迎えまし
たので、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」
のために、以上のような取り組みの仕上げを図ってまいります。

国際インターンシップの取組概要
キャリア委員会

委員

山川

俊和（経済学部准教授）

下関市立大学では、キャリア教育の一環として、インターンシップによる就業体験学習を行っています。国内の事業
体へのインターンシップに加え、国際感覚に優れ、グローバル化時代に適合した人材を育成するという観点から、中国・
青島市、韓国・釜山広域市など東アジア地域での国際インターンシップを多様な業種で実施してきました。昨年からは、
中国・大連市に加え、英語圏のシンガポールにおいて9月上旬の日程でインターンシップを実施しています。文部科学
省「産業界ニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」の一環です。シンガポールでの受け入れ事業体は、2年間で
キッコーマン、三菱商事、自治体国際化協会、日本貿易振興機構、新明和工業、東海東京シンガポール、紀伊國屋書店、
IHI、シンガポールヤクルト、ISFnet、安川電機、Deloitteシンガポール、でした。商社、メーカー、金融・サービス業、
監査法人、公営団体など多岐にわたる事業体にご協力いただきまし
た。参加者たちは研修を通じ、アジアビジネスの拠点であるシンガ
ポールの実情と、そこでの企業活動について理解を深めていました。
インターンシップを通じて、語学力はもちろんですが、大学で学ぶ（国
際）経済・ビジネスの基礎や、論理性や積極性が必要不可欠であると
の認識が共有されたようです。漠然としていた海外で働くことのイ
メージの具体化は、キャリア教育上の課題の明確化にもつながるで
しょう。こうした充実のプログラムが実施できたことについて、関
係各位に厚くお礼申し上げます。
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国際インターンシップに参加して
シンガポール

経済学部国際商学科

3年

池口

大樹

私がシンガポールの国際インターンシップに参加した理由は2つあります。1つ目の理由は、近年、企業の国際化が進み、製造
拠点や事業所が海外に移転している企業が多々ありますが、将来、海外で働く可能性も含めて、海外で働くことについて知りた
いと考えたからです。2つ目は、様々な企業を訪問できることが私にとって魅力的だったからです。私自身、インターンシップに
参加したいと思っていましたが、希望の職種や、やりたいことが明確でなく、それを夏休みの間に見つけたいと考えていました。
シンガポールのインターンシップでは、8つの事業体を訪問し、そこで働く駐在員の方や、現地の社員の方と、普段では考えられ
ない近さで、話を聞くことができました。また、ディスカッションを通して、より深く仕事について理解することが出来ました。
言葉や文化、宗教の違いから起こる外国人の同僚との摩擦や、家族を日本に残すのか、帯同するのかといった問題など、海外で働
くことの大変さを痛感しました。しかし、文化や風習の違う国での新たな市場開
拓や海外ならではの販売方法の工夫など、日本では味わうことの出来ないやりが
いもあると思いました。また、この国際インターンシップを通して、自分の興味、
関心等に気付くこともできました。これらの経験を、これから始まる就職活動に
役立てていこうと思いました。やりたいことが決まっていない人、海外で働くっ
てどういうことだろうと疑問に感じている人は、是非、このインターンシップに
参加してみてください。
（9月1日〜5日実施）

青島永旺東泰商業有限公司（中国・青島市）

経済学部経済学科

3年

楊

婧曦

今回、私は青島永旺東泰商業有限公司のインターンシップに参加させて頂きました。インターンシップに参加することに対し
て不安もありましたが、とても良い勉強になりました。青島イオンでの5日間の研修の中で、各部門の見学や従業員の方々の普段
の仕事を体験し、たくさん学ぶことができました。特に、私が経験した日本でのアルバイトと比較することで、日本と中国の仕事
のやり方の違いなどを理解することができました。
インターンシップで、朝礼に参加したり、衛生検査をしたりといった、実際の仕事
の経験を通して、
「仕事」や「責任」について改めて考えることができました。ひとり
ひとりが努力し、自分の仕事を一生懸命することが、結果として、お店や会社の成長
に繋がるということを実感しました。
インターンシップを通じて、以前から興味があった分野のことがよくわかり、さ
らに私の地元で昔から親しみのある日系企業で働く体験ができ、光栄です。今回の
経験を通じて、これからの学生生活や就職活動に生かしていこうと思います。
（8月20日〜24日実施）

国民年金公団（韓国・釜山広域市）

経済学部国際商学科

4年

名原

可菜子

私は、在学中ずっと勉強していた朝鮮語を使って働いてみたいという思いから釜山広域市での国際インターンシップに参加
しました。派遣先である国民年金公団（NPS）では9月1日から5日までの研修の間、福祉館でのボランティア活動、市民の方
への無料講座、駅での広報活動など、主に社外で行う業務に同行しました。研修中は公団以外の一般の方と接する機会が多か
ったため私も公団の一員として常に挨拶やマナーに気をつけました。市民センター長や障害福祉館長とお話する機会もいただ
いたのですが、韓国の方の日本に関する知識の多さには大変驚きました。日本の経済情勢、社会福祉、その他あらゆる分野で
日韓の比較を交えお話していただきました。しかし方言と専門用語が混ざった言葉
は聞き取りが難しく、また私の知識不足で質問に満足に答えることができない場面
が多々あり、そこが一番の反省点だと思います。
今回のインターンシップを通して、少子高齢化に伴う年金問題や老後設計に向き
合う必要性を感じました。そして今後の学生生活では、自国に関しての知識を増や
すこと、またそれを海外の人にも伝えることができるレベルの語学力をつけること
を目標にして勉強に励みたいと思います。（9月1日〜5日実施）
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国際インターンシップを受け入れて
東海東京シンガポール（シンガポール）

取締役社長

五十里

忍

当社では、インターンシップを通じて、広く『東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社』を認知していただくこと、
また、社会人として、国際人として必要とされる人材を学生時代から意識し、自分探し・自分磨きのキッカケとなれればと、
お引き受けしております。『東海東京シンガポール』は、東海東京フィナンシャル・ホールディングの 100％子会社で、シン
ガポールに拠点を置くものの、証券会社ではなく、運用会社として業務を行っております。株式運用の世界は、ゼネラリスト
では難しく、スペシャリストの世界です。一般的に、学生が職に就く場合は、理科系の研究者や医者以外では、ゼネラリスト
が一般的です。運用の世界でも、社会に出た時はゼネラリストであって
も、徐々にスペシャリストになることもあり、今回のインターンシップ
では、そういった運用者などが、どういったきっかけでスペシャリスト
になり、プロフェッショナルな意識を持っていったか？などの経験談も
交えて、当社を理解していただくと同時に、社会への扉の向こうにある
何か？を参加者に感じ取ってもらえるようカリキュラムを組みました。
今後とも、日本の将来を担う学生の皆様の『何かの気付き』のお手伝い
ができるよう、社会貢献の一環としてインターンシップを継続していき
たいと思います。

㈱トライアルカンパニー（中国・青島市）

董事長

武田

愛一郎

弊社では、昨年より国際インターンシップの学生をお引き受けしております。参加される学生から良い刺激、新鮮な刺激を
いただき、この取り組みは弊社にとっても社会貢献かつ国際貢献につながる人材育成の場として考えております。今年でまだ
2 回目ですのでインターンシップのカリキュラム等、不十分なところはありますが、参加される学生さんが短い期間の中でど
れだけ強い印象を持ち、これからの長い人生に対して大事なことを考えるという重要な節目になれればという思いで組み立て
ております。業務に関しましては、日本から委託されている実務を一通
り体験してもらい、海を越えて日本の業務が成立していることを実感し
てもらうようにしております。業務を体験しながらの短い期間の中で国
の違い、文化の違い、習慣の違い等を充分に理解することは難しいですが、
違いを知る、体験するというきっかけや発見があるかどうかということ
が重要なことです。それらが各人の気づきとなり、それぞれの目標設定
や努力の方向性に影響します。
今後もこのような国際インターンシップの機会を活用させていただき、
社会貢献、国際貢献の一環として取り組みたいと考えております。

釜山広域市メディアセンター（韓国・釜山広域市）日本語新聞ダイナミック釜山担当

趙

顯經

釜山と下関は地理学的に近く、昔から文化、経済面での交流が行われてきました。両都市は 1976 年、姉妹都市になってか
ら交流がますます活発になっています。その文化交流の一番望ましい形が人的交流だと私は思います。お互いの文化、風習を
理解し、それぞれの国で働くことは両国の様々な問題を解決できる鍵になるでしょう。今回のインターンシップは人的交流の
始まりです。職場での文化は一般の交流では感じられません。インターン
シップ生は韓国職場での礼儀作法を学ぶことができます。この経験は韓国
会社と協力している日本の会社に入る時に役に立つと思います。またイン
ターンシップに参加する団体には、日本人の目線での組織の問題点を発見
できる良い機会になります。メディアセンターも同じでした。釜山市が作
る日本語新聞に対しての率直な意見を聞けて、今後の方向性を立てる機会
になりました。こんなすばらしい努力にメディアセンターが参加できて光
栄です。これからもますますインターンシップが盛んになって両都市の優
秀な人材が様々な方面で活躍できるよう祈ります。
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インターンシップ前後の自己評価の変化
および事業体評価との比較
キャリア委員会

委員

森山

智彦（経済学部特任教員）

本学では例年、学生をインターンシップに派遣するにあたって、各人の基礎力（12項目）を派遣前後に自己評価させ
ることで、インターンシップ参加によって自身がどの程度成長したかを認識させています。また、今年度から、学生を
受け入れる事業体の皆様にも、同一項目に関して評価して頂くことで、他者の評価と自身の評価がどれぐらい異なるか
を確認できるようになりました。
図1は、インターンシップ参加前後の自己評価の変化を表したものです。全ての項目で自己評価が上昇しています。
特に情報収集力や課題発見力が伸びている他、規律を守ることや組織の中での意思疎通・連携行動は、多くの学生が髙
い自己評価を与えています。一方で、職業観・勤労観力や自己肯定感に関しては、課題が残ると考えている学生が相対
的に多いようです。
次に、図2はインターンシップ後の学生の自己評価と参加事業体からの評価を比較したものです。全ての項目におい
て、自己評価と事業体評価の間に大きなギャップは見られません。ただし、わずかな違いではありますが、自己肯定感
や職業観・勤労観力は学生よりも事業体からの評価の方が高く、反対に課題発見力や規律を守る力、組織の中での意思
疎通・連携行動は、事業体の方から見ると、やや物足りないと捉えられているようです。
インターンシップに参加した学生には、自らの評価を事業体からのフィードバックと照らし合わせることで、自身の
長所と短所を再確認し、今後の行動に反映させることが期待されます。
図1

インターンシップ前後の自己評価の変化

図2
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各項目は 4 段階評価で、1 が最も低く 4 が最も高い評価となっています。
図 1 は、インターンシップに参加した 84 名、図 2 は事業体からの評価を頂いた 64 名の学生の集計結果を表しています。なお、
図 1 の「職業観・勤労観力」に関しては、インターンシップ前の自己評価を実施していません。

−4−

ビジネスの基本講座を受講して

経済学部経済学科

4年

豊嶋

基彰

この講座では、日本だけでなく世界中でどのような社会背景があり、そこからどのようなビジネスが展開されているの
かということを学びました。そのツールとして新聞を活用し、豊富な知識を持つ講師の方が丁寧にわかりやすく、そして
聞いていて興味をそそられるような解説をして下さいました。世の中の動向を学び、単純に知識を蓄えるといった側面だ
けでなく、学生のキャリア形成を手助けすることがこの講座の目的だと私自身、受講して感じました。社会人に向けてこ
の学生生活のうちに何をすればいいのか、自分は将来何がしたいのか、どんな人間になりたいのか、よくわからず不安に
思ったことがありました。そして、就職活動を終えてみてわかったことがあります。それは「世の中のことを全く知らな
いのに自分が何をしたいのかわかるわけがない」ということです。世の中の動
向を知っていくと、興味を持つ分野が出てきます。その興味が新たな行動を生
み、その行動から学んだことが自身のキャリアを形成する、またはキャリアを
考えるきっかけになるではないかと思います。そしてそのきっかけを得る手助
けをしてくれるのがこのビジネスの基本講座ではないかと私は思いました。現
在私は就職活動を終えていますが、世の中の動向を知ることを怠っていません。
それは単純に知っていくことが面白くなったこともありますが、この知識が今
後、働く上で非常に大切なことだと思っているからです。そしてその知る基盤
を作ってくれたのがビジネスの基本講座であったと思っています。（5月30日〜6月27日実施）

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
平成26年度下関市立大学
キャリア形成シンポジウム

地域力を生む自律的職業人育成プロジェクト

『キャリア教育のウソ』から考える、地方大学での課題と実践
入場無料

■シンポジウム概略
本シンポジウムは、キャリア教育論の第一人者である児美川孝一郎先生や、地方大学の採用・キャリア教育に精通している平尾元彦先生をお招
きし、「地方の大学が行うべきキャリア教育とは何か」を考えます。久しくキャリア教育の重要性が叫ばれていますが、そもそも何をキャリア教育
の到達点とするか、いかに実践へと反映させるかといった問題に関して、多くの教育現場は手探りで行っているのが現状ではないでしょうか。
そこで今回は、地方の大学特有の課題を整理・共有し、児美川先生のキャリア教育に対する理念を基に、どのようにしてそれらの課題を解決し
ていくべきかについて、議論を深めます。
■日時・会場／平成 26 年 11 月 29 日（土）13:00 〜 16:00 下関市立大学Ⅰ-206 教室
■プログラム
13:00 〜 13:05 開会挨拶
●講師プロフィール
13:05 〜 14:05 基調講演
児美川孝一郎（こみかわ・こういちろう）
講師：児美川孝一郎氏（法政大学キャリアデザイン学部教授）
法政大学キャリアデザイン学部教授，教育開発支援
14:05 〜 14:35 基調講演へのコメント及び地方大学のキャリア教育の実践、
機構 FD 推進センター長
課題に関する報告
1963 年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士
コメンテーター：平尾元彦氏（山口大学学生支援センター教授）
課程を経て，1996 年法政大学文学部専任講師。
14:35 〜 14:50 休憩
2003 年よりキャリアデザイン学部に移籍，2006
14:50 〜 16:00 パネルディスカッション
年より現職。専攻は，教育学（青年期教育，キャリ
パネリスト：児美川孝一郎氏
ア教育）。日本教育学会理事，日本キャリアデザイン学会副会長。著書に，
平尾元彦氏
『権利としてのキャリア教育』（明石書店）『若者はなぜ「就職」できなく
木村公俊氏（TOTO インフォム株式会社）
なったのか』（日本図書センター）『「親活」の非ススメ』（徳間書店）
『キ
木村健二（下関市立大学経済学部長）
ャリア教育のウソ』（ちくまプリマー新書）等。
司 会 進 行：森山智彦（下関市立大学キャリア教育特任教員）

U R L http://www.shimonoseki-cu.ac.jp
E-MAIL shusyoku@shimonoseki-cu.ac.jp

至新下関駅
下関市立大学

山の田交差点
●
下関東
郵便局

191
JR 幡生駅

大学町二丁目
バス停

〒751-8510 山口県下関市大学町二丁目 1 番 1 号
TEL.083-252-0313（直通） FAX.083-254-3653（直通）
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下関市立大学キャリアセンター

●大栄

地下道→
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