・

歳人口の減少や定員管理の厳格化の中で、各大学においては海外からの入学者とともに社会人

生涯学習 社会人の学び直し

特 集

―（平成 年６月 日閣議決定）
」に沿って、２０１４年４月から奨学金制度を弾力的に運用
BACK
するとともに、大学や専門学校などが産業界と協働して、高度な人材や中核的な人材の育成などを

女性が再就職することなどを支援するため、
「第２期教育振興基本計画」
「日本再興戦略― JAPAN is

なった若者が転職や昇進のために大学などで学び直しを行ったり、出産などによって一度離職した

て、 生 涯 学 習 の 振 興 に 取 り 組 ん で い る。 そ の 中 で も、 社 会 人 の 学 び 直 し に つ い て は、 社 会 人 と

ゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現を目指し

が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あらゆる機会にあら

文部科学省では、
「生涯学習社会の実現」として、教育基本法の精神にのっとって、国民一人一人

会的な期待も高まっている。

学生の受け入れが喫緊の課題となっている。また、大学における学び直しやリカレント教育への社

18

14

・

行うオーダーメード型の職業教育プログラムの開発 実施を推進している。２０１５年７月には、

25

30
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社会人の学び直しを推進する「職
業実践力育成プログラム」認定制
度が創設された。
しかし、学士課程への社会人入
学者数（推計）は、２００１年度
・

の約１ ８万人をピークに、２０
０８年度は約１万人にまで減少し、
その後増加はしたものの、２０１
０年度以降は再び減少に転じた結
果、 ２ ０ １ ４ 年 度 は 約 １ 万 人 と
なっている。
本特集では、大学における生涯
学習の取り組みの中の「社会人の
学び直し」に焦点を絞り、社会人
の学び直しに関するプログラムを
展開している大学から、その目的
や概要、教育の特色、社会の要望

若者の自立を支える夜間部教育

─

東洋大学の場合
矢口 悦子
●東洋大学文学部長、教授

シニア学生学費軽減制度
渡辺 保
●新潟経営大学学長

─

京都発、地域でのマルチパートナーシップを担う人材育成制度

地域職能資格「地域公共政策士」

─

内藤 多恵
●龍谷大学政策学部教務課 課長

診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム

山本 昭二
●関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授

技術経営を学ぶキャリアアップＭＯＴ

●東京工業大学環境

～働きながらＭＯＴ（技術経営） を学びキャリアに生かす～
古俣 升雄

社会理工学院ＣＵＭＯＴプログラム特任助教

・

多言語環境を生かした企業人材育成プログラム

（ＧＣＥＰ）
Global Competency Enhancement Program
横山 研治
●立命館アジア太平洋大学副学長

多文化

─

・

など、生涯学習に課せられた課題、
今後の展望などをご紹介いただき、
社会人の学び直しの現状と課題に
ついて考える機会としたい。
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特集

生涯学習

社会人の学び直し

る理念を実質化するための学習機会の提供を目指してき

学習の機会として向学心のある人々のために授業を提供

ここに謳われている通り社会人の育成、すなわち生涯

・

うとする人々に学ぶ機会を提供することは、まぎれもな

32
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・

●東洋大学文学部長、教授

東洋大学の場合

矢口 悦子

頁）

た。１９４８年新制大学として認可され新たに動き出し

してきた長い歴史を有している。その歴史を支えてきた

Ⅱ上』

たが、その後まもない１９５０年には短期大学部におい

のが、建学の精神の一つである「独立自活」でもある。

資料編

き社会人の育成を期する次第である。」
（『東洋大学百年史

す者の為に大学教育の普及と教育の機会均等とを図りよ

若者の自立を支える夜間部教育―

１ 「よき社会人の育成」を目指した夜間部教育
１８８７年に井上円了によって創設された哲学館を前

て夜間の授業を開設しており、翌年度からは「文経学部

竹村牧男学長はこの「独立自活」の言葉には、
「官に頼ら

身とする東洋大学は、創設以来、現在の生涯学習に通じ

（夜間）
」の設置認可を取り付け、本格的な夜間部教育を
第４編』

「各般の事情により向学心に燃えつゝも昼間通学不可能

く東洋大学が大切にしてきた伝統である。

の哲学 思想』２０１７年、２５３頁）。自らの足で立と

そ

ない、安易に特典をあてにしない、自らの足で立つ」と

開始した（
『東洋大学百年史

いう意味が込められていると述べている（『井上円了

頁）
。申請書に

30

なものゝ為又短期大学卒業生にして猶研鑽を積まんと志

記された設置の目的は以下の通りである。

77

世紀においては、知識を持た

２ 日本最大の学生数を有する夜間部
知識基盤社会とされる

２０１７年度

２０１６年度

２０１５年度

２０１０年度

２００９年度

２００８年度

うち私立大学は３２２７名である。東洋大学には８４４

２００５年度

２００６年度

２００７年度

名（この中にはイブニングコースの 名も含まれている）

に夜間部に入学した学生総数は４４６１名であり、その

る「学校基本調査」の速報値によると、２０１７年４月

んの学生が東洋大学には存在している。文部科学省によ

にもかかわらず、敢えて夜間に通学によって学ぶたくさ

して時空を駆け抜ける学びのグローバル化が進んでいる

２０１４年度

1000

が入学しており、私立大学全体の４分の１、全大学の５
分の１近くの夜間学生が東洋大生という突出した数値で

ただきたい。実数および第１部との構成比においてはや

数を第１部の学生数と合わせて表記した図表１をご覧い

以下、東洋大学における夜間部（第２部あるいはイブ

ある。

夜間部（第２部・イブニングコース計）

や減少傾向がみられるものの、毎年８００名以上の新入

生を受け入れているのである。

東洋⼤学⼊学者数の推移

図表１

ないことが大きな不利益を受けることにつながる。日々

2000

２０１３年度

3000

更新される新たな知識を吸収することが求められる現代

4000

社会はだれもが何かに追い立てられているような感覚に

5000

２０１２年度

6000

さらされる社会でもある。そうしたなか、昼間部におけ

7000

２０１１年度

8000

る高等教育の機会が拡大され、インターネットなどを介

（人）
9000

ニングコースと呼んでいるが本稿では夜間部と表現する）
年間の入学生
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0

80

第１部計

21

の状況を具体的に紹介しよう。まずは、

10

生涯学習・社会人の学び直し
特集

次に、東洋大学に学ぶ
学生たちの実相に迫るた

・
100.0%

めに、年齢構成を見てみ

3347

よう。図表２に示したよ

0.3%

歳が

0.3%
9

歳～

1.0%
10

う に、

33

50～59歳

歳以下に

40～49歳

６％であり、

1.3%

広 げ る と、 全 体 の

43

２％を占めている。続い
て、社会人の比率をみる
ために、２０１６年度の

11.6%
30～39歳

60歳～

データを参照した。社会
人をどのように定義する
歳以上を

かは難しいところである
が、ここでは

・

・

・

れば

倍以上の比率となる。学部によっても傾向は異な

ころ、全体では６ ２％となり、第１部の０ ４％に比べ

※年齢は2017年10月１日現在

ると年齢の高い層の比率が高くなるとはいえ、

歳まで

の「若者」が大半を占めていて、このことが大きな特徴

夜間部に通う学生たちの求めるもの

と言える。

３

夜間部に通う学生たちの傾向を、東洋大学が独自に実

施している新入生アンケートと卒業時アンケートをもと

新入生の入学動機に見られる特徴

に少し紹介してみたい。
①

入学動機に関するアンケート結果を、第１部と夜間部

とで大きな開きのある項目順に並べたものが図表３であ

る。差のある項目の第１位は「学費が適当であった」と

いう点は予想通りの結果であろう。続く、２項目「建学

の精神に共感した」および「カリキュラム 教育制度が

魅力的だった」については、夜間部の学生のほうがやや

高くなっており、学習の場としての大学に寄せる期待が

高いことを物語っているとも見ることができる。

同じことは大学時代に力を入れたい事を問う項目につ

・

・

いても見いだされる。
「幅広い知識の習得」を選んだ学生

３％、経営学部の９ ７％が中でも高

29

くなっている。その理由についての分析は実施されてい

夜間部は ％以上であり、第１部の

・

２％よりも高い。

47

が第１部と夜間部で共に第１位であるが、その比率が、

以上のことから、新入生の年齢構成は、第１部に比べ

60

ないが、学問の傾向性が関与しているものと推測される。

り、文学部の９

・

社会人として分析したと

85.6%
387

18～22歳

2865
23～29歳

23～
29歳

18～22歳

計

東洋⼤学夜間部学生年齢別構成（2017年度秋学期）
図表２

50～59歳
60歳～
比 率

29 22
25

40～49歳
30～39歳
人 数
齢
年

85
97

18

15
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特集

生涯学習・社会人の学び直し

学費が適当であった
カリキュラム・教育制度が魅力的だった
建学の精神に共感した
知名度・イメージがよかった

第１部
夜間部

留学・国際交流が盛んだった
周囲からのアドバイスがあった
奨学金制度が充実していた
施設・設備が魅力的だった
就職実績がよかった
教員が魅力的だった
課外活動が充実していた
キャンパスの立地・アクセスがよかった
入試方式・科目が自分にあっていた
難易度が自分にあっていた
希望する資格が取得できそうだった
学問分野・研究内容に興味があった
図表３
0%

5%

2017年度新入生アンケート（志望理由）
10%

15%

20%

25%

30%

15～11時間
10～6時間
第１部
夜間部

0時間

図表４

2016年度卒業時アンケート（アルバイト時間／１週間）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

31時間～
30～26時間
25～21時間
20～16時間
15～11時間
10～6時間
5～1時間

第１部
夜間部

0時間

図表５
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2016年度卒業時アンケート（サークル・部活動／１週間）

大学時報 2018.1

択肢が狭まっているという現実の反映ともいえよう。

20～16時間

卒業時アンケートに見られる大学生活の振り返り

25～21時間

本学夜間部の学生はかつての勤労学生のイメージとは

30～26時間

②

31時間～

5～1時間

また、入試における志望順位でも第１位に挙げている

100%

学生の比率が第１部よりもはるかに多いことも特徴であ

50%

る。見方を変えれば、夜間部を廃止する大学も多く、選

0%

・

してから授業へというパターンと授業に出てからアルバ

生が経験している。しかし、細部を見ると、アルバイト

を目指して夜間に学ぶということは、若者たちの独立自

社会人としての半歩を歩み始めた若者が、大学卒の学位

在しており、そのことも影響していると理解されてきた。

そうした自覚によって生み出されたのが、東洋大学に

おける「独立自活」支援入試制度である。

これは「余資なく優暇なき者（あり余る財も暇もない

井上円

文部科学省が求めている社会人の学び直しのイメージ

学と経済的自立を両立させようという意欲のある学生の

奨学金制度です。在学中は大学事務局で働きながら、勉

トタイム型として勤務しながら夜間の授業に出席するこ

合格すれば、本学の事務局にフルタイム型またはパー

29

36
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・

る。 ニ ー ト

フリーター問題に対する理解の深まりに 

やや異なっており、第１部の学生と、年齢も生活実態も

よって、非正規雇用による若者の雇用の不安定化には、

代後半で既に教育的な資源の差による学習歴の差が存

あまり差異はない。サークル活動への期待も同様である。
％以上の学

イトへというサイクルの違いに由来する違いがみられる。

活への意欲の具体化である。その自立支援として、学習

アルバイトについても、昼 夜間を問わず

１週間の生活時間に関する質問にその傾向が見て取れる。
アルバイトに費やした時間が週

夜間部の半数の学生が全くコミットできなかったことが
明らかになっている。

者）のために学びの門戸を開いた本学の創立者

了の志を受け継ぎ、意欲のある人が一人でも多く学ぶこ

を分析してみると、現役会社員に対する知識の高度化即

学費を減免する制度」であると紹介されている（東洋大

とができるよう、２０１４年度から開始した本学独自の

ち最先端の知識提供の場として夜間のコースが期待され

年度奨学生証授与式紹介記事）。

学ＨＰ平成

し」は中高年の現役会社員に限らず、若者にも必要であ

かなり異なる役割を実行していると思われる。
「学 び 直

ている。ところが、東洋大学の夜間部はそうした場とは

４ 生涯学習の拠点としての夜間部の役割の多
様化

ある。

機会の提供者としての役割が大学に求められているので

10

時間以上の夜間部学生

80

は ％近くになっている。これに対してサークル活動な

31

どへの参加の二極化傾向は第１部夜間部共に差はないが、

25

とができ、まさに自活することができるのである。夜間
部を有する全９学科各１名の募集に対して２０１７年度
は 名以上の応募がみられた。

（＊図表は東洋大学高等教育推進センター作成）

場として「不易流行」を堅持したいと考えている。 

に顔を突き合わせ、議論し、励まし合いながら学修する

東洋大学の夜間部教育は多様な動機を持つ人々が互い

くりが、他大学同様、東洋大学でも展開され始めている。

使した教育方法論の革新による学習機会提供の仕組みづ

歓迎されない面があると思われる。そこで、ＩＣＴを駆

制は交通機関の問題や体力的な課題などから、必ずしも

る社会人の学習機会提供を模索する中では、夜間の通学

今後、大量退職を迎える団塊の世代をターゲットとす

と果たしていくことが重要であると考える。

に若者の自立を支える学びの場としての役割をしっかり

激を求める高齢の人々を支援するとともに、現在のよう

ニューアルを目指す社会人や、現役後の生活に知的な刺

東 洋 大 学 に お け る 夜 間 部 は、 現 役 勤 労 者 で 知 識 の リ

30
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生涯学習・社会人の学び直し
特集

特集

生涯学習

社会人の学び直し

●新潟経営大学学長

あった。しかし、その後は県内に幾つかの大学が誕生し、

・

学定員 名、現 スポーツマネジメント学科）を設置し、

38
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・

シニア学生学費軽減制度

渡辺 保

あることを踏まえ、地域に貢献する人材の育成を目的と

本学教員による夜間公開講座（無料）を月１～２回実施

している。また、地域がつくった大学ということもあり、

新潟経営大学は、１９９４年４月、新潟市と長岡市の

しており、特別聴講制度として複数の指定科目を無料開

はじめに

ほぼ中央に位置する加茂市に開学した。高等教育に対す

経営情報学部経営情報学科の１学部１学科でのスター

放している。

において近接地域の自治体とその住民代表が大学設立期

トは、入学定員１９０名に対して約２４００名の応募が

る機会均等を求める地域住民の強い要望は、１９９１年
市町村

会議の決議を経て、公私協力方式の大学が誕生した。運

少子化の進展もあいまって応募は右肩下がりを続け、現

成同盟会を設置するに至り、新潟県および県央

営は短期大学と高等学校を擁する学校法人加茂暁星学園

２００５年度には競技スポーツマネジメント学科（入

在は約６５０名が学ぶ。

れている。

名）を開設するに至っている。

さらに２０１６年４月には、観光経営学部観光経営学科
（入学定員

60

建学の精神は、意欲と能力をもった一人でも多くの人
に進学の機会を与えるとともに、公私協力方式の大学で

40

京都と呼ばれ、伝統的な風情をもち、豊かな自然に囲ま

に委ねられた。人口２万７０００人の加茂市は越後の小

18

１ 観光経営学部設置の趣旨

者は県外の大学へ進学を余儀なくされている現状があっ

た。このような理由から、新潟県における観光系学部の

四季折々の豊かな自然、新鮮でおいしい食べ物、数多く

光立県推進行動計画」によって発表している。新潟県の

おり、新潟県においても観光立県としての方向性を「観

ンピックをインバウンド観光活性化の機会として捉えて

つとしている。２０２０年の東京オリンピック パラリ

計画」が閣議決定され、観光を国の重要な成長戦略の一

れて学ぶ。

での活躍が期待できる。２年次から以下のコースに分か

ティマインドを持ち、観光産業をはじめ、あらゆる分野

ジメント、観光、語学の知識を基盤として、ホスピタリ

ジメントの視点から研究し教育を行う。卒業後は、マネ

学の強みである経営学をベースとしており、観光をマネ

学びの領域と人材の育成として、観光経営学部では本

設置は時代と地域の要求でもあった。

の温泉、文化、歴史、海、島、その他、観光に生かすこ

わが国では２０１２年度に新たな「観光立国推進基本

とができる資源が集積していると述べている。本県はま

⑴ レジャー まちづくりコース（地域振興とまちづく
りのリーダーを育成）

・

・

関越高速道、上越新幹線、北陸新幹線など、

・

た、北陸

首都圏、東北、北陸を結ぶ交通の拠点である。さらには

スを展開）

⑵ アグリ フードビジネスコース（儲かる農業と食を
観光とマネジメントの視点から追求し、新たなビジネ

・

北東アジア交流圏の表玄関であり、観光立県の実現の可
能性が大きく広がっている。
今日、観光は多様化し、農業や食、産業観光やグリー

旅行関連の資格取得も目指す）

⑶ 英語 ツーリズムコース（語学と観光を学び、国際
的ビジネスパーソンを目指す。通訳案内士をはじめ、

・

ンツーリズムなどテーマ性の強いニューツーリズムの台
頭もあって、観光そのものが大きく変容している。豊富
な観光資源を活用するには、地域をコーディネートする
リーダー（人材）の育成が必要不可欠である。本県の大
・

学に観光系の学部 学科がないために、観光を学びたい

・

・

⑷ ホテル ホスピタリティコース（宿泊 ブライダル
産業における高いマネジメント能力をもった人材の育
成）
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しかしながら、２０１２年に新科目「観光ビジネス論」

「農業ビジネス論」の無料聴講制度を導入したところ、現

割れなどの厳しい状況をもたらし、これらを打破するに

少子化の進展は、特に地方の小規模大学において定員

向けの入試および学びの環境等整備を行うことが必須と

んでいる実態から、本学においても本腰を入れた社会人

このような経緯と、中高年齢層やリタイア層の増加が進

役履修学生を上回る多くの意欲ある社会人の聴講をみた。

は、地道ではあるが、日頃の魅力ある授業の推進が第一

なってきた。このことは建学の精神にも合致するもので

２ 観光経営学部シニア学費軽減（社会人特待
生）制度の趣旨

である。当然、学生の自己実現確立の支援、ハード ソ

もあることから、２０１７年度には、前年度に新設した

・

今回、とりわけシニア層の入学制度（３年次編入学を

シニア層の入学推進の取り組みを開始した。

ものの定員割れが顕著な観光経営学部において、まずは

フト両面の充実も論を待たないところである。
そんな中で、昨今は社会人の学び直しあるいはリタイ
ア後の人生における新たな学びなど、政府の推進策とは
関わりなく、特に都市部では多くの社会人が大学や大学
地方の小さな町にある本学でも社会人特別入試制度を

まず学納金の画期的な軽減制度を設定し、経済的な支援

域貢献と大学の活性化につながると考えた。具体的には、

含む）の充実を図り、一人でも入学者を増やすことが地

設けてはいるものの、入学者は開学以来ゼロの状況が続

を行うことが重要な柱との方針に至った。

院に進んでいる実態がある。

いている。これは、受験科目のみを軽減する入試制度を

側面から断念した経緯がある。今回も、シニア対象の学

コースなどを検討したことはあるが、人的資源や経済的

けていないことが主要因とも考えられる。過去にも夜間

学生を取り込んだ観光へのアプローチは力強い発信と

① 本県は観光立県を標榜しているものの、一般的に県
民の観光に対する関心は低いと言われており、シニア

できる。

シニア学生が入学することにより、以下の効果が期待

費軽減の新制度をつくっても、やはり応募者がゼロかも

ＰＲ効果がある。

採用し、社会人が通学しやすい夜間や土日開講制度を設

しれないという不安は漂っていた。

40
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② 若
 い学生とシニア学生の多面的な活動により、本県
の観光を盛り上げることにつながる。

学（以下、本学）観光経営学部観光経営学科の社会人特

承認を得ることができた。

別入学試験により入学する満

歳以上の者（以下、シニ

なお、規程第１条（目的）は、
「この規程は新潟経営大

作成し、教授会の議を経て、２０１７年９月の理事会で

③ キ
 ャリアを積んだシニア学生が授業に参加すること
により、一般学生や教員にも緊張感と刺激が生まれ、
相乗効果が期待できる。

ことで修学を支援し、地域有為な人材を育成することを

ア学生）について学納金等の減免（以下、減免）を行う

④ シ
 ニア学生を受け入れることにより、少しではある
が入学者数を増やすことができる。

通じて本学建学の理念を実現し、あわせて観光経営学部

の良きリーダーあるいは協力者としての活躍と、本学卒

について目的意識を持ち、学習意欲が旺盛で誠実な人格

また、第２条において減免の条件を挙げており、
「修学

の設置の効果を高めることを目的とする」とした。

業により同窓生、あるいは本学の支援者（応援団）とし

と定めた。

・

学納金については、入学金

万円

であることや地域社会へ貢献する意欲があること」など

県内で観光に関する学部 学科を設置する大学は本学
のみであり、本学の設立経緯に鑑みて、観光を学ぶ機会

67

・

・

万円を全額免除し、初年度は

万５００

万５０００円免除、施設設備資金 維持費 実
験実習費の計

の半額

万円免除、授業料

ても期待できるものと推測される。

動し、地域の活性化に貢献するとともに、卒業後も地域

なお、在学中は地域において教員や一般学生と共に活

40

20

０円納付、２年次以降も 万５０００円とする。さらに、

33

を、観光経営学部の開設を機に新しく社会人特別入試を

33

月１日現在

歳以上で大学入学資格があり、本学を専願

⑴募集定員は若干名とし、⑵出願資格は２０１８年４

て、長期間履修などに便宜を図っている。

減免を受ける期間は８年（３年次編入学は４年間）とし

33

提案したものである。

３ シニア学生学費軽減（社会人特待生）入試の
あらまし
本制度を制定するに当たっては「新潟経営大学観光経
営学部社会人入学者の学納金等の減免に関する規程」を
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する者とした。なお、入学検定料は９０００円。⑶出願

の反省点となった。

切りの関係上、地元加茂市のみの掲載となり、次年度へ

30

・

席可能者としたが、観光経営学部専任教員

名が全員出

行った。説明会の出席教員は学部長、学科主任以外は出

月９日（月 祝）には、午後１時

分から説明会を

書類は①入学志願票等②調査書等③履歴書④志望理由書
⑤課題小論文⑥各種資格取得証明書（写）
。
日㈯、合格

10

席し、意気込みが感じられた。受験希望者については、

11

⑤の課題小論文は、決められたテーマに基づき、出願
月

月８日㈮とした。⑷

時の提出書類として求めた。試験日は
月 日㈪、入学手続締切日

18

名の参加者があった（当日都合が悪く、１名は後

なり、シニアともなると学校の学びから相当な時間経過

日夜間に学部長、学科主任が説明した）。現役高校生と異

なお、３年次編入学者も試験の概要は同じであるが、

も考えられるため、社会人の不安や疑問に応えることと

・

大学に２年以上在学し、

新たな入試制度を地域社会や受験対象者に告知するた

生の背景や趣旨を説明の後、学部長から学部活動の現状

説明会では、学長から本学の教育方針、新入試制度誕

必須要件とした。

めに、９月７日には県内の新聞社をはじめ、メディアに
一斉にプレスリリースを行った。さらに、９月

紙面の扱いはさまざまであったが、結果的に地元紙２

た。その後は質疑応答となり、
「合格者は若干名となって

と出願書類の書き方など、詳細かつ具体的な説明があっ

者会見を行った。
社、地方紙１社、全国紙２社（県内版）に掲載された。

いるが、実際は何名程度を予定しているか」、「課題小論

12

なお、近隣自治体の「お知らせ広報誌」には、原稿締め

ルドワークや資格取得などを含め、カリキュラムの説明

をＶＴＲも用いて報告した。また、学科主任からはフィー

プレスリリースとシニア入試説明会の実施

62

日に記

４

から入試説明会を実施したものであり、参加は受験者の

出願資格は大学 短期大学卒業者（見込み者含む）や、

分をめどとした。

10

本学のシニア入試に対する考えや教育方針を示す必要性

として、一人

心配されたものの、当日申し込み３名の希望者も加わり、

発表

11

選抜方法は面接を重視し、志望理由書、課題小論文を含

12

単位以上修得した者である。

30

合計

27

めて総合的に判断し、合否を決定した。面接は個人面接

11

42
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中に織り込んでいたため、質問は多くはなかった

問があった。なお、予想される質問をあらかじめ説明の

文の文字数」
、
「英語のレベルはどの程度か」といった質

定年を迎えるシニアが２名いる。学びの志向はまちづく

名、自営１名、無職１名となっており、２０１７年度で

た。現在の職業は会社員２名、会社役員１名、公務員２

また、説明会の後日、個人的な相談も２名あり、学部

簿記、販売士、宅建など、多種多様であって、これまで

らかの資格を持っており、教員免許、行政書士、秘書、

名のうち、３年次編入学予定者は４名である。全員が何

りが多く、アグリ フード、英語の順となっている。７

・

長と学科主任が相談に応じた。

おわりに

・

経歴の一部を物語っている。

シニア入学生は、入学後の期待とは裏腹に、不安材料

の活動

能な９市町村の ～ 歳の高卒者人口を、新潟県統計（２

や訊ねたいこともあると思われる。大学側としても、ス

今回の入試制度を検討するに当たって、本学に通学可
万１０００人と、

ムーズな学生生活が送れるよう、１月８日（月 祝）に

・

数字の上では申し分ないものであり、大いに期待がもて

ア特待生試験を今後も継続し、シニア学生に対して質の

最後に、地域の大学としての使命を守り、今回のシニ

名が合格して入学手続きを済ませている。この数字が多

高い教育を提供すること。そして、シニア学生の活躍が

名のうち７名が受験し、７

いか少ないかは判断の難しいところであるが、少なくと

本学の活性化と発展、地域や本県の観光の振興につなが

最終的に、説明会参加者

も学問への向上心と観光に関わる問題意識はかなり高く、

ればこの上ない喜びであり、期待するものである。 

意義あるものであったと確信している。
代が５名、
60

40
・

４歳である。学歴は大卒３名、大学中退１名、

代が２名、

数字では測れないものがある。今後が大いに期待でき、

11

入学前スクーリング（ＮＵＭカレッジ）を実施した。

０１６年度）から推定したところ、

79

た（２０１７年３月の県内高卒者は約２万人）
。

55

40

なお、合格者７名の内訳は
平均
56

短大卒１名、高卒２名であり、７名中女性は１名であっ
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特集

生涯学習

社会人の学び直し

―

・

●龍谷大学政策学部教務課

課長

て、学習成果の実習的プログラムである「キャップストー

ログラム」、③「環境まちづくり能力プログラム」に加え

内藤 多恵

京都発、地域でのマルチパートナーシップを担う人材育成制度

地域職能資格「地域公共政策士」

―
履修証明プログラムをベースとして

ンプログラム」を受講することにより、社会的認証によ

―

社会人などに対する多様なニーズに応じた体系的な教

る地域職能資格「地域公共政策士」資格が取得できるよ

はじめに

育 学習機会の提供を促進するために、２００７年の学

・

履修証明プログラムの概要

う整備した。

１

校教育法改正（第１０５条）により、大学は、一定のま
とまりのある学習プログラム（総時間数１２０時間以上
のプログラム）を修了した者に対して履修証明書を交付

ラムを開講している。また、高度専門職業人養成を目的

会人に対し、教育プログラムと連動した履修証明プログ

初から、キャリアアップや再チャレンジを目指す現職社

大学院政策学研究科修士課程では、２０１１年の設置当

決に向けた政策を形成することができる能力を身に付け

し、実践経験を共有することによって地域社会の課題解

についての理論を学び、その動向を実務の視点から分析

① 「地域政策形成能力プログラム」は、地域社会と政策

グラムの目的を紹介する。

本学政策学研究科修士課程で開講する三つの履修プロ

とした三つの履修証明プログラム①「地域政策形成能力

ることを目的としている。

することができるようになった。これに対し、龍谷大学

プログラム」
、②「
〈つなぎ ひきだす〉対話議論能力プ

44
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② 「
〈つ な ぎ ひ き だ す〉対 話 議

・

・
・

◆地域政策形成能力プログラム
学習アウトカム（プログラム修了時に獲得することが期待される能力）
到 達 目 標

知

地域社会に関する様々な理論・政策・
地域活動を活用し、再構成すること
ができる
地域社会の改革や発展のための計画
やプログラムを、責任を持って策定
し実行することができる

識

持続型社会の構築に
向けた、地域社会に
おける様々な活動と
活動を担う主体の再
構成を理解すること
ができる

技

能

職務遂行能力

地域における複
雑な課題群を一
般化し、それに
対する普遍的な
解決策を提示す
ることができる

地域社会におけ
る政策提言およ
びプログラム運
用を企画・調
整・主導するこ
とができる

◆修了要件
科
必

修

目

群

必要ポイント

「地域公共人材特別演習」

１科目

１ポイント

◎科目群

主として地域政策および地域社会の理論、知識、動向を学ぶ
科目

２科目

４ポイント

□科目群

主として地域政策の理論、知識、動向、事例を実務の視角を
もって学ぶ科目

２科目

４ポイント

※科目群

実践または実践の経験を共有する科目

１科目

２ポイント

計

11ポイント

社会人または地域政策の実践経験がない履修者は、※科目群のうちインターンシップ科目を選択
することを推奨します。
◆開講科目一覧
科
必

修

◎科目群
□科目群
※科目群

目

名

ポイント

科

目

名

－

１ポイント

公共政策学研究

２ポイント

地域政策研究

２ポイント

都市政策研究Ⅰ

２ポイント

都市計画研究

２ポイント

財政学・地方財政学研究

２ポイント

農村政策研究

２ポイント

地方行政実務演習

２ポイント

まちづくりとコミュニティ研究 ２ポイント

非営利組織研究

２ポイント

まちづくりと法研究

２ポイント

地域リーダーシップ研究

２ポイント

協働ワークショップ実践演習

２ポイント

先進的地域政策研究

２ポイント

実践インターンシップ

２ポイント

図表１ 地域政策形成能力プログラム
「龍谷大学政策学研究科修士課程 履修要項」から抜粋
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ポイント

地域公共人材特別演習
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－

・

論能力プログラム」は、地域公共

人材に求められる多様な主体との

連携 協力関係の構築の必要性や

その背景について理論を学び、対

話や議論、理解や共有を引き出す

技術を修得し、地域社会の課題解

決に向けた連携 協力の基盤を形

成し得る能力を身に付けることを

目的としている。

③ 「環境まちづくり能力プログラ

ム」は、持続可能な地域社会づく

りに求められる要件と政策につい

分析 研究を通

ての理論を学び、環境政策を中心

とした事例調査

じて、それを評価する能力や、実

践における政策を立案し、活動す

るための能力を身に付けることを

目的としている。

プログラムの目的に応じて、そ

れぞれ学習アウトカム（プログラ

・

特集

ム修了時に獲得することが期待される能力）
、修了要件お

高等教育機関の資源を活用した地域社会活性化への貢献

に対する新たなキャリアパス形成のための教育システム、

という、新たな役割を果たすことが求められている。こ

いずれのプログラムも、受講者は、職業とする、しな

かつ、地域に関する専門性を高めるための研修システム

よび開講科目を設定している。例として、図表１に「地

いに関わらず地域の政策課題や環境問題に取り組むこと

として、今般、京都府内の大学、自治体等の連携による

のような社会的要請を受けて、各セクターに属する人材

を目指す就業前の大学院生と、実践において地域の課題

「地域公共政策士」資格および資格教育プログラムを開発

域政策形成能力プログラム」の概要を示す。

や環境問題に取り組んでいる社会人大学院生、科目等履

した。



修生であり、毎年、各プログラムから３～５人の修了者
が輩出している。

・

力の低下が課題となっている。この重要課題を解決し、

う雇用の不安定化、人口減少社会の到来による社会的活

年度）による研究成果をベースとした。同時に「大学院

戦略的研究基盤整備形成支援事業」
（２００７～２０１０

―
で

―

分権型社

・

・

・

』」（２００７～２００９年度）によって、既存の

・

「持続可能な社会の実現」に取り組むためには、地域社会

教育改革支援プログラム（大学院ＧＰ）『

参加型政策形成から認証制度ま

センター整備事業『地域における公共政策と人的資源の

「私立大学学術研究高度化推進事業オープン リサーチ

リサーチセンター（ＬＯＲＣ）で採択された文部科学省

開発に当たっては、龍谷大学地域公共人材 政策開発

・

資格制度開発の目的と設計

２ 「地
 域公共政策士」資格について

―

―

の全てのセクター（自治体 ＮＰＯ 企業 市民など）

会を担う地域公共人材の育成をめざす共同運営プログラ

開発システムの研究

が公共的活動を通じた社会的役割を果たすことが求めら

ム

近年、日本においては、グローバル化や経済危機に伴

れ、セクターを横断した活動（マルチパートナーシップ）

修士課程ＮＰＯ 地方行政研究コース内での教育プログ

』」
（２００３～２００７年度）、および「私立大学

を担う人材が必要とされる。また、大学には、社会と連

ラムを実装化し、最終的に、京都府内の８大学および自

―

携した人材の育成と供給、社会的課題の政策的な研究、
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・

生涯学習・社会人の学び直し

発』
」
（２００８～２０１０年度）につなげ、
「地域公共政

における教育 研修プログラムと地域資格認定制度の開

略的大学連携支援事業『地域公共人材のための京都府内

治体、ＮＰＯ、経済団体などの連携スキームによる「戦

２参照）。

申請を行う（図表

ＣＯＬＰＵに資格

満たした後、自ら

講して修了要件を

の「地域公共政策

策士」資格および修士課程における資格教育プログラム

ＣＯＬＰＵの役割は、大きく二つある。一つは、資格

士」資格教育プロ

現在は、京都産

教育プログラムが「地域公共政策士」の育成に資するこ

グラムを開講し、

を完成させた。さらに、２００９年、産官学民のマルチ

とを評価（質保証）するための「社会的認証」である。

京都産業大学、京

業大学、京都府立

評価の視点は、目的、教育目標、学習アウトカム（学習

都府立大学、京都

パートナーシップによる一般社団法人地域公共人材開発

効果）
、プログラムの内容、学習アウトカムの測定、実施

府立林業大学校、

大学、同志社大学、

体制、教員などの構成、資格教育プログラムの特色であ

同志社大学、龍谷

機構（ＣＯＬＰＵ）を設立し、京都市伏見区の龍谷大学

る。もう一つの役割は、社会的認証を受けた資格教育プ

大学が５の「キャッ

佛教大学、龍谷大

ログラムの修了者を対象とした「特別講義」の実施と「地

プストーンプログ

内施設にオフィスを設置した（現在は、京都市下京区の

域公共政策士」資格の付与である。資格取得を目指す者

ラム」を開講して

学が、合わせて

は、各大学が提供する資格教育プログラムとキャップス

いる。なお、これ

京都産業大学むすびわざ館内に移転）
。

トーンプログラム、ＣＯＬＰＵが提供する特別講義を受

10

・

特集

「キャップストーンプログラム」は、米国の多くの公共政策系大学院などで実施されている「大学院での研究の総
仕上げのプログラム」である。インターンシップとは異なり、複数の学生たちがチームを組み、地域社会から提示
される具体的な課題解決のプロジェクトに、在学中に学んだ様々な知識や分析力を駆使してコンサルタントの立場
で取り組むプログラムである。
共通プログラム
2 「キャップストーン」と

ログラムを履修

3

「特別講義」を履修

・資格教育プログラムには、学部レ
ベル（EQF ＊ 3 レベル 5 ～ 6）と修士
レベル（EQF レベル 7）があります。

・
「キャップストーン」とは、それま
でに学んできたことを実社会で活用
し、実践力を身につけるものです。

・学部レベル 1、修士レベル 1 の
2 プログラムを履修します。（修士レベ
ル 2 プログラムでも可）

・
「特別講義」は、地域公共人材開発機
構が担います。

・資格取得に必要な取得ポイント数は
原 則 10 ポ イ ン ト（5 科 目 に 相 当 ）
です。
（ほとんどの大学で履修証明制度
＊4
と連動しています。）

地域公共人材開発
機構に申請・認定

「地域公共政策士」取得
に必要なすべてのプログ
ラムを履修した学習者は、
地域公共人材開発機構に申
請し認められれば「地域公共
政策士」としての資格が認定
されます。

キャップストーン
第2種
プログラム
第 1 種プログラム

図表２ 「地域公共政策士」資格取得の流れとキャップストーン

「地域公共政策士」のフレームワーク
プログラム実施機関（大学・NPO など）
大学時報 2018.1
地域公共政策士

履修証証
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プログラムの一例
第 1 種プログラム（学部レベル）

「地域公共政策士」資格取得

大学や NPO などが提供する
1「地域公共政策士」資格教育プ

までに



人に対して「地域公共政策士」資格が付与され
月現在）

プロ
 グラムの特徴

た。
（２０１７年

３
資格制度の目的を果たすために

プ ス ト ー ン プ ロ グ ラ ム」 を 取 り 入 れ て い る 点 で あ る。

キャップストーンプログラムは、協働ワーキングにおけ

る個人レベルの学習成果を検証するシステムであると同

時に、プログラムの実施そのものに、大学の地域連携の

一形態として高い効果が期待される。京都市内および近

公共人材の育成に困難を抱えている京都府北部地域を中

隣地域に立地する大学が、大学の立地が乏いために地域

度が欧州資格枠組み「ＥＱＦ（

て、大学の人材育成機能を通じた地域課題への対応と地

学士レベル、レベル７が修士レベル、レベル８が博士レ

国を越えて比較可能な仕組みとなっている。レベル６が

職務遂行能力（コンピテンス）がどのレベルにあるのか、

８段階に分類され、資格保有者の知識、技能（スキル）、

国際的通用性の強化を目的に運用されている。レベルが

であり、高等教育と職能教育間における資格の互換性と

頼を受け、チームを形成して実態を分析し、提言をまと

具体的な地域課題を解決するための調査や政策提案の依

地方行政、環境問題、公共福祉などを専攻した学生が、

題解決プロジェクトに取り組む。例えば、都市づくり、

サルタントの立場で地域社会から提示される具体的な課

んで、それまでに修得した知識や分析力を駆使し、コン

キャップストーンプログラムでは、学生がチームを組

心にキャップストーンプログラムを実施することによっ

）
」を参考に開発され、プログラムの学習ア
Framework
ウトカムがＥＱＦに準拠している点である。ＥＱＦとは、

域人材の育成、地域活性化への貢献を実践している。

ベルに相当するが、
「地域公共政策士」資格制度は、学習

なキャップストーンプログラムを実施してきた。

実際に、本学政策学研究科では、これまでに次のよう

め、地域課題の解決に貢献する。

院で実施されている学習成果の実証的プログラム「キャッ

プログラムの特徴の二つ目は、アメリカの政策系大学

てプログラムを開発した（図表３参照）
。

アウトカムを大学院修士レベル（レベル７）に定義付け

European Qualification

ＥＵにおける生涯学習のための資格に関する共通枠組み

プログラムの特徴の一つは、
「地域公共政策士」資格制

―

11

21
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特集

生涯学習・社会人の学び直し

総合的な到達⽬標

レベル６
6－0－0
職務を主体的判断で遂⾏できる能⼒
6－0－1
地域社会に関する様々な理論・政策・地域活動
を適切に組み合わせて活⽤することができる
6－0－2
地域社会の改⾰や発展のための計画やプログラ
ムの策定を、主体的に実⾏することができる
6－0－3
地域社会における様々な課題に対応するために
必要な知識・技能・実践⽅法を主体的に選択し
実⾏することができる
6－1－0
地域社会における様々な課題の背景や⽂脈の理解

知

6－1－1
グローバル化する世界と地域社会の関係を理解
している
6－1－2
様々な政策や地域の活動を対象とする客観的な
分析と評価を理解している

識

6－1－3
対象となる課題群の相互関係を把握し分析する
ことができる
6－1－4
地域社会における様々な活動と、活動を担う主
体との関係の実践的把握

技
能
職務遂行能力

6－2－0
複雑な課題に対して具体的な解決⽅法を提起し
実⾏できる技能
6－2－1
地域における複雑な課題群について、その解決
に必要な要素の特定と解決のためのプログラム
の提⽰および適⽤ができる
6－2－2
対象となる政策・事業に関する事後評価⼿法の
設計ができる
6－2－3
対象となる業務の進⾏に必要な利害関係者間の
調整と協働関係の構築ができる
6－2－4
対象となる政策・事業に関する事後評価⼿法の
詳細な設計ができる
6－3－0
特定の課題・プログラムについて、業務を主体
的に管理運⽤することができる能⼒
6－3－1
地域社会における特定の計画やプロジェクト策
定を主導することができる
6－3－2
特定の計画・事業の全プロセスを責任を持って
推進し、構成員を組織的に活⽤することができ
る
6－3－3
課題の解決のために必要な社会的資源を調達す
ることができる
6－3－4
業務の遂⾏における管理・運営への補助的な責
任を分担することができる

図表３

49

レベル７
7－0－0
プロジェクトを主導的に発動し遂⾏できる能⼒
7－0－1
地域社会に関する様々な理論・政策・地域活動
を活⽤し、再構成することができる
7－0－2
地域社会の改⾰や発展のための計画やプログラ
ムを責任を持って策定し実⾏することができる
7－0－3
地域社会における様々な課題に対応するために
必要な知識・技能・実践⽅法に習熟するととも
に、それらが地域社会に与える影響を適切に判
断することができる
7－1－0
課題を創造的に解決するために必要な地域社会
の再構成についての理解
7－1－1
グローバル化する世界における⾃治体の国際戦
略を理解している
7－1－2
複雑な背景や⽂脈からなる課題に対して、様々
な理論・技術・活動の再構成による新たな知⾒
を獲得している
7－1－3
様々な理論・政策・情報を組み合わせた客観的
な分析と評価による既存の概念の修正を理解す
ることができる
7－1－4
持続型社会の構築に向けた、地域社会における
様々な活動と活動を担う主体の再構成を理解す
ることができる
7－2－0
地域社会における課題をめぐる状況を判断し、
⾃らの⼒で状況を改善できる技能
7－2－1
地域における複雑な課題群の⼀般化とそれに対
する普遍的な解決策の提⽰
7－2－2
問題の解決に必要な様々な⽅策や技術および知
⾒の特定と、それらの組み合わせ・最適化・実践
7－2－3
対象となる業務の進⾏に必要な、地域社会にお
ける合意形成と地域的連帯の形成
7－2－4
対象となる政策・事業に関する中⻑期的な社会
的意義の評価ができる
7－3－0
特定の分野における責任者として業務を遂⾏す
ることができる能⼒
7－3－1
地域社会における政策提⾔およびプログラム運
⽤を企画・調整・主導することができる
7－3－2
実務におけるリーダーとして業務の発展と組織
の改⾰に取り組むとともに、構成員を組織的に
活⽤することができる
7－3－3
課題の解決のために必要な社会的資源を必要に
応じて再構成することができる
7－3－4
業務の管理・運営に関する特定分野を統括する
ことができる

地域公共政策士育成のための資格教育プログラムに求められる学習アウトカムの定義一覧
「2017年度版 地域公共政策士資格制度と社会認証のハンドブック」
（一般財団法人地域公共人材開発機構）から抜粋

大学時報 2018.1

―

⑴ 亀岡市キャップストーンプログラム

亀岡市役所「市民協働推進事業」

―
・

亀岡市から、①京都庁内横断型組織研修の整備 実施
指導、②協働ルールづくり、③かめおか市民活動推進セ
ンター機能強化の仕組みづくりの三つについて業務委託
を受けた。大学院生と科目等履修生、教員がチームを形
成し、他の自治体の事例調査や共同研究を行い、最終的
に亀岡市役所への企画提案を行った。

―

⑵ 宮津市における福祉観光まちづくり促進のための調査

バリアフリー観光推進協議会

―

宮津市内の①バリアフリー観光の経済効果測定、②観
光マップの作成、③観光政策提言の依頼を受け、大学院
生、 教 員、 リ サ ー チ ア シ ス タ ン ト が チ ー ム を 形 成 し、
フィールド調査、事業所調査、モニターツアーへの同行
調査を実施。最終的に、調査結果を報告し、観光マップ
を作成した。

―

⑶ 久御山町の農産品を生かした交流人口の増加策提言

久御山町交流促進会議

―

・

久御山町交流促進会議から依頼を受け、
「久御山町交流

写真１ キャップストーンプログラム
チームでのフィールド調査の様子

写真２ キャップストーンプログラム
自治体とのワークショップの様子
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実施して「久御山町における食を活用した交流人口増加

加し、先進地域の視察と調査を行い、ワークショップを

と教員が久御山町交流促進会議にオブザーバーとして参

促進アクション プラン」への提言を行った。大学院生

している。
（２０１７年 月現在で１４６人が資格取得）

履修証明プログラムとして、学び直したい社会人に開放

した地域公共人材の育成を行っている。これについても、

教育プログラムを開設して学部の教育プログラムと連携

学士レベル（レベル６）の「初級地域公共政策士」資格

・

のための政策」を提案した。

４ 社会からの要請に対する対応と今後の展開
政策学研究科修士課程ＮＰＯ 地方行政コースでは、

座「地方創生カレッジ」のコンテンツに「初級地域公共

実践的な知識やスキルを修得するためのｅラーニング講

・

履修証明プログラムと資格教育プログラムが、各セクター
・

策士」資格が、全国規模の職能資格となり得ることを視

このような社会からの要請に対し、今後、
「地域公共政

ジを検討している。

政策士」資格の認定科目を提供し、資格制度とのリンケー

研修システムとして、より
の

・

経済団体などおよび二つの地方議

野に入れ、ｅラーニングや単位互換などによる資格教育

士課程に受け入れている。社会人大学院生は、１年での

自治体、ＮＰＯおよび企業などとのマルチパートナーシッ

らに追求していく必要がある。また、資格保有者と大学、

推進していくためには必要である。 

成果を増やしていくことも、
「持続可能な社会の実現」を

修了を可能としているが、修士課程修了までに各プログ

また、資格制度の裾野を広げ、大学院進学者を増やす

履修生として学習を継続している。

プネットワークを一層強化し、地域社会活性化の具体的

10

ラムを修了できない社会人大学院生は、その後も科目等

員を社会人大学院生として毎年

会と地域連携協定を締結し、連携団体の推薦を受けた職

のＮＰＯ

一層機能するように、現在、関西地域を中心とする

リアパス形成のための教育

に属する人材の再チャレンジの機会として、また、キャ

生の事業展開に必要な人材の育成と確保を目的とした、

２０１６、２０１７年度には、内閣府が進める地方創

11

プログラム、キャップストーンプログラムの汎用性をさ

自治体、

40

人程度政策学研究科修

49

ために、２０１５年度から京都府内の９大学が連携し、
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特集

生涯学習

社会人の学び直し

・

●関西学院大学専門職大学院

経営戦略研究科教授

診療所を中核とした地域医療経営人材育成プログラム
山本 昭二

するためには、むしろ身近な医療機関の充実が望まれて

専門職大学院経営戦略研究科の経営戦略専攻（ビジネス

事業に申請して採択されたのは、２０１５年であった。

本学が、経済産業省の産学連携サービス経営人材育成

連携して利用できることが必要であり、これらの医療機

できない。もちろん、地域の病院の持つ質の高い資源を

ができなければ、地域における医療サービスの質は維持

診療所の経営力を高め、安定した医療サービスの提供

いる。

スクール）には、病院管理に関するコースの設定はあっ

関の経営が健全であることが地域包括ケアシステムには

はじめに

たが、地域の医療サービスを考える上で、診療所の役割

不可欠なのである。

当該事業への申請を行うに当たって、地域の医療機関

に対応するカリキュラムは設定されていなかった。２０
１６年度開始予定の地域包括ケアシステムがどのような

申請への準備段階

この事業で実施されるプログラムの策定段階における

１

うかを議論してみることにした。

形 を 取 る の か、 ま だ 議 論 が 錯 綜 し て い る 中 で の 船 出 で  や関連組織と、この問題に関して教育ニーズがあるかど
あった。

確かに、病院による医療サービスの提供は質が高く、
充実した検査機器が揃っているなど多くの患者を引きつ
けてはいるが、高騰する医療費を抑えたり高齢化に対応
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派遣もお願いして新しい科目群の策定に協力をいただい

る。各組織からは、教育上の事例だけではなく、講師の

院、上田公認会計士事務所、池岡診療所などが挙げられ

パートナーとしては、兵庫医科大学、淀川キリスト教病

を検討する科目が必要であることが了解された。

に関する科目、各地域医療に関わる組織のより深い事例

う科目、地域医療に関わる医療 介護等の各組織の経営

経営課題に直面する組織の経営、診療所の事業承継を扱

新たに作成するカリキュラムとしては、社会性の高い

ていたが、本プログラムのように社会人向けプログラム

連携協定では学生の交流や講師の派遣などが想定され

の連携作業を進める上でも、熟練した職員のサポートが

会連携センターが事務担当となって行われた。他機関と

申請作業は、関西学院大学の研究推進社会連携機構社

・

に対する協力は初めてであった。彼らの意見では、多く

有効であり、各種会合の設定やコンソーシアムの組成な

採択から運営へ

の病院や診療所、介護施設や関連する企業は、従業者の

どで支援を得ることができた。科目の設定は申請時には

２

ている。兵庫医科大学と淀川キリスト教病院は本学と連
携協定を結んでおり、本プロジェクト以外の教育プロジェ

教育の必要性を認めてはいるものの、時間的な制約など

計画段階であるので、講師の確定には採択後も時間をか

クトでも連携関係にある。

からまだ教育の機会を提供できていないのではないかと

その結果、２０１７年度に本格的なプログラムの運用を

けて、パイロット講義なども行って能力の向上を図った。

そのために、多数の病院、診療所、関連企業と連携し

始める頃には、かなり安定したカリキュラムが提供でき

いうことであった。
てコンソーシアムを設置し、地域の病院や診療所の教育

るようになっていた。この間に、文部科学省の職業実践

２０１５年にプログラムが採択されてからは、ケース

ニーズに関する調査を行った。その結果、経営全般にわ
であったが、診療所における電子カルテ導入率の低さや

の開発にかなりの時間を要することとなった。構想した

力育成プログラム（ＢＰ）の認定も受けている。

税理士事務所に経営を相談している実態などもよく理解

科目は、全く存在していない科目や、類似科目も大学院

たる知識が必要であることは、おおよそ想定通りの内容

できた。
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での講義科目としては実際に存在していなかったので、

方法によっている。

かけ、ダイレクトメールなど、あまり費用の掛からない

今回のカリキュラムを設定するに当たっては、全ての

カリキュラム

概ね１年目にこうした作業を行った。併せて、各科目で

科目を新設するのではなく、基礎的な科目はビジネスス

３

理論的な検討や実務への応用の可能性など、かなり幅広
くカリキュラムの内容を精査する必要があった。

必要なケース教材の作成が企画され、ケース対象の選定

クールの「経営戦略講座」という既存の公開講座（有料）

次の段階で、担当講師の選定やシラバスの作成に進み、

が行われた。地域でユニークな活動をしている医療機関、

することとした。そのため、履修証明プログラムは比較的

を、展開科目はビジネススクールの正規科目を選択によ

２０１６年度にかけて、内容に関する議論を重ね、診

容易に構成することができたが、異なる種類の科目群の

地域包括ケアシステムに対応しようとしている試み、事

療所を巡る環境が多様であることも理解された。また、

組み合わせで受講することになったために、履修手続き

り履修することとし、これに加えて４科目を新たに開発

電子化が進んでいないので、当初考えていたデータ分析

などが煩雑になり、この解消が現在の課題となっている。

業承継に関する事例などが優先的に集められた。

に関する講義は、あまり多くの内容を組み込むことがで

連携によって進んでいくので、必ずしも簡単にまとめる

実際のプロジェクトの進行はさまざまな人との交流や

をお願いしており、承継問題に悩む医療機関の経営者や

関の承継問題を取り扱う科目は公認会計士事務所に対応

るので、試行的に申し込む受講者もいる。特に、医療機

２期生においても、新設の４科目は無料で提供してい

ことはできないが、社会人向けの実践的な新しい科目の

コンサルタントが受講を希望していることが多く、この

きないことも分かってきた。

設定はおおよそこうした過程を通っていく。支援してい

点は将来の大きな市場になると考えている。

１７年度も近江八幡市のヴォーリス記念病院の事例を追

以上のようなカリキュラム構築を行ってきたが、２０

ただける企業や組織も、徐々に増加している。第２期は
名が受講することとなり、履修証明プログラムを目指

す受講生は９名である。募集は口コミやネットでの働き

26
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加し、２０１８年度も新しいケースの投入を行う計画で
ある。

夜間コースを持たない大学や大学院が、社会人向けの

プログラムを一から策定し実施するには大きなハードル

がある。まして、費用的なバランスを取ろうとすると受

キャンパスを擁しており、ターミナル駅に隣接した立地

成することは容易ではない。関西学院大学は大阪梅田に

発は初めてではないが、受講生を集めて所期の目的を達

ビジネススクールにとって、こうしたプログラムの開

クなどが十分に機能することによって、次の段階に進む

学内外の支援体制、卒業生や関連医療機関のネットワー

れにしても、実施主体であるビジネススクール以外に、

り、その点を実施者が熟知する必要があるだろう。いず

は、費用対効果に関してはある程度の水準を期待してお

講料と中身が釣り合わないことになってしまう。社会人

のために利便性が高い。ビジネススクールも、そこで多

ことができると考えている。 

４ 社会人の学び直し

くの講義を展開している。本プログラムもこのキャンパ
スを利用しており、この点は社会人向けプログラムを実
日程度、

施する上では決定的に有利である。このキャンパスは土
日も利用可能であり、開講できない日は年間

30

夜間は 時まで利用可能である（土日は 時まで）
。社会
21

するために、来年度からｅラーニングのコンテンツ導入

をやりくりして学ぶことに努力している。この点を解消

回の診療所を対象としたプログラムでも、受講生は時間

働きながら学ぶためには、時間的な制約が大きい。今

ト上の講義に頼らざるを得ない。

人の受講を可能にするための施設や設備がなければ、ネッ

22

を考えている。
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生涯学習

社会人の学び直し

・

歳代まで幅

・

社会理工学院技術経営専門職学位課程が実施するＭＯＴ

経験、志望理由などを記載した願書（必須）と推薦状（任

受講希望者は、学歴、職務経歴、コースに関する学習

・

（技術経営）に関するサーティフィケート プログラムで

意）を提出し、受講審査を経て受講に至る。受講料はコー

・

ンパス（ＪＲ田町駅徒歩１分）、開講は平日の夜 時から

し、受講場所は首都圏の社会人が通学しやすい田町キャ

学習環境は、社会人が働きながら学ぶという点に配慮

24

週末などを使って開催している。また、ウェブ上で意見
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・

技術経営を学ぶキャリアアップＭＯＴ

～

●東京工業大学環境 社会理工学院ＣＵＭＯＴプログラム特任助教

が働きながら受講している。受講者は

歳前後が多く、多様な業界 業種から、

ある。平日夜、週１回の通学など、社会人が働きながら

スによって異なるが、８万～

年間で１０００名を超える社会人が学んでい

万円（消費税別）と自己

ＭＯＴの学びを通じてキャリア形成を図ることを支援す
ており、

投資が可能な料金設定をしている。

会人が受講している（図表２）。

経営者、管理職、研究者、技術者、若手など、多くの社

広いが、主に

50

古俣 升雄

～働きながらＭＯＴ（技術経営）を学びキャリアに生かす～

１ キャリアアップＭＯＴとは
キャリアアップＭＯＴ（以下、ＣＵＭＯＴ）は、東京

20

る取り組みである。２００８年度から事業として実施し

工業大学社会人アカデミーのプログラムとして、環境

40

時（２時間）を基本とし、コースによっては短期集中、

19

る（図表１）
。
受講対象者は、主に「次世代の企業経営を担う社会人」
としており、
「エッセンシャルＭＯＴ」や「知的財産戦
・

略」など、コース カリキュラムの趣旨に合った社会人

21

10

特集

生涯学習・社会人の学び直し
図表１

CUMOT プログラム一覧と修了実績（2017年10月現在）

コース名称

回数・時間

開催期間

日時

募集人数/受講料

修了者数

エッセンシャル MOT

36回/72時間

4月～翌年3月
水曜19時～21時

24名/259,200円

170名

エッセンシャル MOT 秋季

24回/48時間

10月～翌年3月
水曜19時～21時

24名/216,000円

157名

知的財産戦略

14回/28時間

5月～8月
水曜19時～21時

20名/194,400円

138名

サービスイノベーション集中

8回/16時間 7月（土曜、4日間）

20名/86,400円

65名

CUMOT × STAMP 連携プログラム

11月～翌年2月
9回/18時間
木曜19時～21時

20名/86,400円

10名

10回/20時間

12月～翌年3月
水曜19時～21時

20名/86,400円

7名

8回/16時間

5月～6月
木曜19時～21時

20名/86,400円

8名

スタートアップデザイン
クラウドソーシング入門・実践
エグゼクティブ MOT 集中

4日/24時間 ※現在は未開催

20名/129,600円

111名

アドバンスト MOT

16回/32時間 ※現在は未開催

12名/162,000円

19名

ストラテジック SCM 春期／秋期

※現在は「公益社団法
人日本ロジスティク
24名/189,000円
18回/36時間
スシステム協会
（JILS）」にて実施

244名

研究者
6.9%

その他
1.7%

経営者
9.0%

コンサルタント
11.5%

一般
13.0%

専門職
31.4%

中堅・中小
12.4%

建設 0.4%
運輸物流 3.8%

管理職
38.0%

金融 2.6%

企業規模別比率

情報通信
14.5%

製造
50.2%

専門サービス
5.7%

業種別比率

50～59歳
14.8%

女
13.7%

大手
63.0%

その他 2.2%

卸・小売 1.9%

職種別比率

外資
13.1%
新規・その他
11.4%

公的機関
4.1%

男
86.3%

男女別比率

サービス 3.1%

60歳～
1.9%

40～49歳
36.0%

30～39歳
39.3%

年代別比率

図表２ CUMOT 受講者属性分類
※受講者数1023名（2017年12月現在）の願書等に基づいて筆者が集計
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20～29歳
8.1%

交換ができるグループ学習支援システム（ＧＭＳＳ）を
活用することで、グルー
プ課題の取り組みなど、
社会人にとって調整が難
しい時間的、空間的制約
を緩和している。教室の
レイアウトは、講師と受
講者が対面するスクール
形式ではなく、グループ
ごとに机を囲んで、講師
受講生同士がコミュニ
ケーションをとりやすい
ように配慮している。

・

２ ＣＵＭＯＴの特徴
ＣＵＭＯＴでは、産業界で活躍する人々が必要とする
大学院レベルのＭＯＴに関するコースを設置している。
ＭＯＴに関する学術的な知識や理論を修得するだけでな
く、実務家による実践的な考え方や手法、グループワー
・

クを通じた課題の発見 分析や多様な考え方を学ぶカリ
キュラムとなっている（図表３）
。

CUMOT プログラムの位置付け

図表３
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名で１グルー

も役立っている。このように、グループワークに必要な

講生同士の学び合いの場が形成され、交流 人脈作りに

グループワークを通じて、多様な企業から参加する受

（受講料徴収、収支管理）」
「通信ネットワーク」といった

している。大学には「教室設備」「広報機能」「決済機能

１０年度からは受講料収入を原資として独立採算で実施

り「エッセンシャルＭＯＴコース」を開発したが、２０

・

グループ課題の設定や、受講者数は最大

インフラを中心としたハード面の学習資源と、
「研究や教

受講生と質疑応答や意見交換をするなど「学びの伴走者」

学習テーマの理解を深めるグループ課題を設定したり、

けでなく、実務において社会人が必要な学びを理解し、

している。講師は知識を伝達する「先生」という立場だ

務家など各分野の最前線で活躍する方を講師として招聘

講師は、本学の教員に加え、外部からも大学教員や実

人の学びのニーズに応えるコースや科目の提供を実現し

ト面の学習資源の活用については、前述のとおり、社会

約６割の受講生が自己負担で受講している。一方、ソフ

るが、たとえば「エッセンシャルＭＯＴコース」では、

受講価格の設定も可能となる。コースにより割合は異な

業運営に必要な経費を抑えて受講者が自己投資ができる

学習資源がある。ハード面の学習資源の活用により、事

育のノウハウ」
「人材ネットワーク」といったソフト面の

としても対応している。また、講師と受講生をつなぐ役

受講生の評価とキャリア形成への影響

ている。

３

ＣＵＭＯＴでは、コースの終了後に必ず受講生による

ＣＵＭＯＴの運営は、２００８年のプログラムの立ち

プログラムへの要望、改善点などの情報を収集している。

足度や、学習内容の自身の業務への役立ち度合いの評価、

プログラム評価を実施している。プログラムに対する満

上げ時は、文部科学省「社会人学び直しニーズ対応教育

例えば、
「エッセンシャルＭＯＴコース」では、受講生

外の専門家に協力してもらっている。

財産戦略など高度な専門性を要するコースにおいては学

ラム開発や実施、運営、評価といった役割を担い、知的

必ず配置している。コースコーディネーターは、カリキュ

割として、
「コースコーディネーター」をどのコースにも

ている。

プ５名前後とするなど、受講者が主体的に学ぶ環境を作っ

24

推進プログラム（２００７～２００９年度）
」の受託によ
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る業務への役立度、満足度

の評価において重視してい

を広げるのに役立ち、大変満足し

の違う方からの意見が自分の視野

プログラムの受講によるキャリ

ている」といった、前節「ＣＵＭ

影 響 を 与 え て い る（ 図 表

ア形成への影響については、筆者

いずれも平均で５段階評価

４）
。アンケートの自由回答

が過去に実施した受講生のインタ

ＯＴの特徴」で紹介した成果を示

では、
「回数を重ねるにつれ

ビューから一例を紹介する。イン

の４以上であり、キャリア

て講義が面白くなってきた」

タビューでは意識や行動に変化を

す評価もいただいている。

「東京工業大学ならではの先

もたらしたことが分かっており、

形成への評価においても高

端的なマネジメントの知識

特に「学習」と「仕事」において

変化が生じていた（図表５）。

者が把握しているだけでも他大学

論に近づくことができ、今

議論ができて、効果的に結

で知られたことで職務が変わった」

おいては、
「ＭＯＴの受講が企業内

院に進学している。また、仕事に

受講による変化の一例

図表５

を習得することができた」
「一般論だけでなく、実際の

実際に学習行動においては、本

学の技術経営専門職学位課程に進

事例と結び付けて話をして
いただいたので仕事に

学した受講生も

名以上おり、筆

フィードバックすることが
で き た」
「グ ル ー プ デ ィ ス

を含めると

名を超える方が大学

カッションでは密度の濃い

15
後の課題も出てきた」
「職種

35

エッセンシャル MOT コース終了後のアンケート結果（５段階評価）
図表４

「エッセンシャル MOT」で学んだことを総合的に理解し自信がつきましたか

n =141
エッセンシャル MOT コース

3.80
受講後も「エッセンシャル MOT」の授業テーマに関して興味を継続していますか

4.56
今後も「エッセンシャル MOT」の授業テーマに関する学習を継続していきますか

4.41
「エッセンシャル MOT」の授業で学んだことが今後自分の業務に役立つと考えていますか

4.28
「エッセンシャル MOT」授業の総合的な満足度はどのくらいですか

4.38
キャリアアップ MOT として働きながら技術経営を学ぶことは、ご自身のキャリア形成に影響
があったと思いますか

4.16

学習意識

通ってみてもっと深く勉強したいという思いも生じてきた

学習行動

プログラムでの学びがなければ進学することもなかったと思う

仕事意識

それまでは何となく技術企画という仕事をやりたいということでかかわっていたの
が、今の職務を含めて、以前よりも自分のキャリアに対して前向きにしっかり考え
て取り組むようになった

仕事行動

批判的に見たり、深く考えたりすることが習慣になった
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キャリアチェンジに影響が出ている人も少なくない。

「受講を通じた意識の変化により、転職した」といった

分野でもあるため、受講生集めで苦労する一面もあるが、

も少なく、まだ社会のニーズとして顕在化されていない

問題意識を高く持ち、熱心に取り組む受講生が参加して

いる。現在、会社勤務などの本業をしっかりと持ちなが

ＣＵＭＯＴでは、新しい社会のニーズを見込んだプロ

講者には、受講による学びと講師の紹介を通じて、パラ

ラレルキャリアが注目されているが、２０１６年度の受

ら、
「本業以外に社会活動を行う新しい生き方」をするパ

グラムの開発にも取り組んでいる。たとえば、２０１６

レルキャリアとして実際に社会活動に参加した実績もあ

４ 新規コース開発による社会の学習ニーズの
顕在化

年度に開講した「スタートアップデザインコース」は、

る。２０１７年度の受講生は男性よりも女性が多く、平

歳前後と受講対象者として期待している層が

～ 歳代を対象としている。キャリア研究者、ア

主に

均年齢も

集まった。今後も、既存のコースの改善に加えて、新た

ントレプレナー（起業
家）
、社会事業における

な社会のニーズを顕在化するコース開発を継続すること

最後に、ＣＵＭＯＴにご協力いただいている講師およ

実務家など、多分野か

多様なキャリアに触れ

び大学関係者、そして受講いただいた社会人の皆様に心

が、社会人の学びの場の提供とＣＵＭＯＴの事業の継続

ることによって社会人

より感謝を申し上げるとともに、ＣＵＭＯＴの活動、取り

ら第一線で活躍してい

のスタートアップ期に

組みを多くの大学に知っていただくことにより、リカレ

につながると考えている。

自らのキャリアデザイ

http://www.academy.titech.ac.jp/cumot/

東京工業大学ＣＵＭＯＴ

ント教育の機会が広まる一助となることを期待する。 

る人を講師として迎え、

28

ンを考えるコースと
なっている。始まった
ばかりのコースで実績
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20

30

特集

生涯学習

社会人の学び直し

・

・

・

地域に及ぶ。日

多言語が入り混じる

・

・

・

研究をさらに広げている。

・

11
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・

●立命館アジア太平洋大学副学長

カ国

本人教員の約半数は海外大学で学位を取得し、教員構成

員の半数も海外出身者で国籍は

横山 研治

（ＧＣＥＰ）
Global Competency Enhancement Program

多文化 多言語環境を生かした企業人材育成プログラム

―
はじめに

も多岐にわたる。日常的に多文化

稀有な環境を生かして、ＡＰＵでは、正課内外で多文化

大学のグローバル化の一モデルとしての取り組みの中

ヒューマニティ」
「国際相互理解」
「アジア太平洋の未来
バルに活躍するリーダー育成のけん引役たるべく、経済

で、２０１６年８月には、国際経営学部と経営管理研究

協同による学習を推進してきた。

界からも幅広い支援を受けて、アジア太平洋における本

科（Ｍ Ｂ Ａ） が、 ビ ジ ネ ス 教 育 を 担 う ス ク ー ル の 認 証

The Association to Advance

）の国際認証を取得した。
Collegiate Schools of Business
これにより世界のトップクラスのビジネス教育機関とし

評 価 機 関 Ａ Ａ Ｃ Ｓ Ｂ（

究科で構成され、学生約５８００名の半数が国際学生（Ａ

ても認められ、世界のビジネス教育ネットワークを通じ

アジア太平洋研究科と経営管理研究科（ＭＢＡ）の２研
ＰＵにおける留学生の呼称）であり、開学以来、１４８

た交流、教育

ＡＰＵは、アジア太平洋学部と国際経営学部の２学部、

格的な国際大学としての取り組みを進めてきた。

創造」を基本理念として２０００年に開学した。グロー

立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）は、
「自由 平和

25

カ国の国 地域から国際学生を受け入れた。また国際学
・

生の受入国 地域は に上る（２０１７年 月現在）。教
90

１ 「
 社会で働く人材のグローバル化養成プログ
ラム」（ＧＣＥＰ）の取り組み

人材育成を目的としており、
「 言 語 運 用 能 力 」 を 鍛 え、
「 多 文 化 適 応 力 」 を 養 い、

海外からの旅行者誘致（インバウンド）事業における多

１）。

ことを目指している（図表

企業のアジアを中心とした海外への事業展開の加速や、 「経営スキル」を身につける
国籍顧客の増加などにより、国や地域の多様性を理解し、
保が急務となっている。また企業でも、留学生の採用や、

十分な言語運用能力を有するグローバル人材の育成 確

任前教育と幅広く設定し、

育、中堅社員教育、海外赴

プログラムは新入社員教

・

日本人社員向け研修プログラムの強化など、多様な取り

代の年齢層の参

・

・

・

ＧＣＥＰの特徴

度を受け入れる。

２

▼

加者が主となっている。派

代から

そのような中でＡＰＵは、先進的な多文化環境を生か

遣元の企業の業界は、運輸、

組みが進んでいる。
した教育実践を進めてきた到達点を踏まえ、
「社会で働く

金 融、 電 気

サービス、メーカー、ＩＴ、

機 械、 通 信

人 材（社 会 人） 向 け の グ ロ ー バ ル 化 養 成 プ ロ グ ラ ム」

ＧＣＥＰは、春と秋に２回入学でき、１年間を４ター
ムに分ける本学の特長的な学年歴（１クオーター２カ月）
を生かして設計された。企業などの社員が、企業派遣研

名程

多数入居する国際教育寮（ＡＰハウス）への入寮の義務

プログラムの特徴は三つある。一つ目は、国際学生が

どと混じってビジネス系の講義や、集中的な英語セッショ

修生として２カ月間ＡＰＵに在籍し、多様な国際学生な

言語、
世界に対する意識の変 化 、
価値 観 の再構築、
グローバル 化するビジネス環 境 へ の対応

・

カ国 地域の約１３００人の寮

GCEP プログラムのねらい

図表１

国際認証 AAC SB 取得による世界
水準の教育

対話による
「コミュニケーション能力
の向上 」
、
ビジネスに生きる
「多様な
国の背景・考え方へ の理解」

実践的な言語能 力

経営スキル

言語運用能力 + 多文化適応力 +

商社、卸 小売などであり、１タームあたり５～

2カ月・4カ月単位でプログラムを提供

ＧＣＥＰ（ Global Competency Enhancement Program
）
を２０１１年に開始した。

30

付けである。研修生は
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グローバル人材

15

20

ンを受ける。グローバル化するビジネス環境に適応する
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【参考：時間割例
（1クオーター
（2カ月）
：英語開講科目（①/②）10単位の場合】

= A LL（ Act iv e Language Lear ning ）

=プレゼンテーション準備・レポート作成 など

=講義

Principles of
Marketing ①

A L L（韓国人）

Principles of
Marketing ②

Business
Ethics ①

Hospitality
Marketing ①

Strategic
Management ①

Brand
Management ①

Strategic
Management ②

A L L（タイ人）

A L L（米国人）

Hospitality
Marketing ②

A L L（中国人）

Brand
Management ②

A L L（インド人）

A L L（ウズベキスタン人）

考慮し、学部の

本人の語学力も

の履修である。

学部の専門科目

ている国際経営

英語で開講され

する。二つ目は、

生と生活を共に

に向上させるプログラム

実践的な英語力を飛躍的

で英語学習をサポートし、

）
Ａ（ Teaching Assistant
となって、マンツーマン

た学部生、大学院生がＴ

である。学内で選抜され

中的な英会話セッション

学生とのテーマ別のセミ

である。さらに研修生と

ルの高い大学院

ナーやグループワークを

講義よりもレベ

の講義も受講で

行う取り組みも多くある。

人事部担当者の同席の下

き、同時にビジ

営スキル面の向

で、プログラム中間時点

研修生時間割

研修生は派遣元企業の

上を目指す。そ

と終了直前の２回、英語

英語での最終プレゼンテーション

Business
Ethics ②

A L L（インドネシア人）

GCEPグローバル
リーダーセミナー

ネスに必要な経

して三つ目が、

グや、本学で開発した学

びの可視化の評価指標と

ＡＬＬ（ Active によるプレゼンテーショ
L a n g u a g e ンを行う。教員によるア
カデミックアドバイジン

）と呼
Learning
ばれる多国籍の

国際学生との集

写真２

図表２

A L L（ベトナム人）

写真１

多国籍の学生との集中英会話
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なる「ＡＰＵルーブリック」を活用して、多文化

適応力の測定やフォローアップも行うなど、研修

生は２カ月間にわたり、濃密な学生生活を送るこ

ととなる（図表２）
。

なお、２カ月間のＧＣＥＰ以外では、企業の研

修目的やレベルに応じて研修内容をカスタマイズ

する「ＧＣＥＰ ―カスタマイズプログラム」を短

期間（週末を利用した３日間など）で実施してい

る。 取 り 扱 う 内 容 と し て は、 Ｍ Ｂ Ａ ケ ー ス ス タ

ディ、異文化コミュニケーション、リーダーシッ

プ、日本企業の海外現地法人の従業員を対象とし

た日本語運用能力向上プログラムなど、多岐にわ

たっており、年間２００名近くを受け入れている。

３ ＧＣＥＰの効果

研修生がＧＣＥＰに期待することは、
「言語運用

能力」と「多文化適応力」の２点に集約される（図

表３）
。研修終了時のアンケートでは、国際学生と

の交流や授業で多用されるディスカッション、プ

レゼンテーション、グループワークを通して、
「言

語や異文化への壁が取り除かれた」
「日常会話やビ

多文化適応能力・交渉力向上の目安
～GCEP成長曲線
（2カ月の場合）
～
カ

カ
カ

TOEIC（ L &R、
S &W ）事後

アカデミック・アドバイジング

カ
TOEIC（ L &R、S &W ）事前

生

言語運用能力U P

①英語での講義履修
（グループディスカッション、
プレゼンテーションなど）
②複数のTAとマンツーマンで 言語の活用・運用

多文化適応力、
交渉力U P

③ＡＰハウス
（国際教育寮）
滞在で多文化適応力、
交渉力を養う
図表３

多文化適応力・交渉力向上の目安

2カ月間のTOEIC平均スコアの推移①
200

平均17点UP

100

91

114

107

131

点

800
600

638

723

400

50
0

平均85点UP
（伸び率最大値は220点）

（伸び率最大値は40点）

（伸び率最大値は70点）

150

2カ月間のTOEIC平均スコアの推移②

平均16点UP

200

スピーキング

■研修前 ■研修後

ライティング

0

点

リスニング・リーディング

■研修前 ■研修後

言語運用能力や多文化適応能力の変化を研修の前後で測定。
受講生や国際学生の TA（Teaching Assistant）のフィードバックをまとめた実施報告書も作成する。

図表４
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言語運用能力の変化（TOEIC 2016年度実績）

）
は何かがわかった」
「自分の基盤ＯＳ（ operating system
が入れ替わった」など、多文化適応力や交渉力に関する

自信を身につけた」
「ダイバーシティや真の異文化交流と

ントや、
「お互いの考えや利益について共有し交渉できる

ジネス英語に抵抗がなくなった」といった前向きなコメ

がって、研修生と学生が、授業や寮での交流を通じて、

る機会は、首都圏などと比べれば決して多くない。した

所在する別府市は、就職活動前に学生が企業関係者と日

て生じる学生への教育効果も忘れてはいけない。本学が

研修生が、学生と共に生活と学習を共にすることによっ

常的に交流したり、日本で働くということを学んだりす

満足度も高い結果となっている。

率が高いと評価されている。また研修生やＡＬＬ担当の

は、他の一般的な企業研修と比較しても、スコアの伸び

国際ビジネスコミュニケーション協会（ＩＩＢＣ）から

お よ び TOEIC Speaking & Writing
で測定
Listening
する（図表４）
。ＴＯＥＩＣ事業を推進する一般財団法人

る効果も期待される。さらに研修生の海外赴任に際して、

派遣企業の双方にとって、効果的な就職や採用につなが

り、就職活動のアドバイスを得るなど、学生と研修生

続き研修生と学生との間で交流が継続している事例もあ

リア教育面でも大きな意義がある。研修終了後も、引き

リアルなビジネス現場の意見交換をしたり、身近な社会

国際学生からは、短期間に集中して、かつ能動的に英語

ＡＰＵの海外校友ネットワークを活用するなど、プログ

研修生の言語運用能力の伸びは

を使うなかで、積極性や継続性など、スコアをもって測

ラム後の継続的なつながりも生まれる副次的な効果もみ

とグループディスカッションを行うことも義務付けられ

ＧＣＥＰ期間中、研修生は異なる業界 企業の研修生

り、日々のプログラム運営などを、国際経営学部やＭＢ

れている。連携企業の新規開拓や魅力的なコンテンツ作

順調に拡大したＧＣＥＰであるが、一部に課題も残さ

・

る。これにより言語運用能力や多文化適応力の向上のみ

Ａの教員だけではなく、教育開発 学修支援センターの

・

ならず、社会人同士のネットワークを構築する機会とも

教員やＧＣＥＰ担当職員による教職横断プロジェクトに

人の先輩として働き方の相談をするなどは、学生のキャ

定しづらい点も向上した、といったコメントも寄せられ

られるようになった。

TOEIC Reading &

ている。

なっている。
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・

したメンバーの自発的かつ積極的な関わりや、教職員間

よって進めている。現在は、ＧＣＥＰの意義などに賛同

て、着実な成果を生み出してきたからである。

という、ＡＰＵの強みを存分に生かしたプログラムとし

収入増加に応じた人員などの体制強化を迅速に進め、持

大といった企業のニーズもかなり増えていることから、

の適切な役割分担ができているものの、プログラムの拡

シップなど社員の総合的な資質向上が、企業の組織力を

るコミュニケーション能力や多様性を生かす力、リーダー

グローバルな業務に携わるのではなく、日本語以外によ

これからの時代、企業では、英語ができる人材だけが

高めるためには不可欠である。それらを自然に身に付け、

チベーション維持や成果

コストをかけてさまざまな研修を行っても、研修生のモ

企業の人事など担当者とのやりとりのなかで、時間と

２０３０年をめどとした「ＡＰＵで学んだ人たちが世界

ムを設計 具体化し、共に人材を育成していくことは、

との密な連携によって、多文化環境を生かしたプログラ

他大学には無い強みである。グローバル化を目指す企業

成長をうながす本学のキャンパス環境と教育の仕組みは、

の可視化が困難である、

を変える」ことを目指す「ＡＰＵ２０３０ビジョン」に

中 原 淳「グ ロ ー バ ル 人 材 育 成 を 科 学 す る」（

に寄与していきたい。 
●注
１

）
diamond.jp/articles/-/111912

http://

らなる充実を図り、日本社会や企業の真のグローバル化

も合致する、ミッション性の高い事業である。今後もさ

・

ささやかではあるが一石

そのような課題解決に、

が少なくない。ＡＰＵは

といった悩みを聞くこと

おわりに

続的発展の可能性を担保していきたい。

グループワークの様子
写真３

を投じていると自負して
い る。 そ れ は「 半 径 ３
メートル以内の日常的な
１

異文化体験」が、日常的
な場として存在している
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