静大初の
『 キャリアデザイン』からキャリア教育を考える
佐藤 龍子

1.は じめ に

しか し、 ここで原点 に立ち返 るな ら、大学 の ミ

この間、初等・ 中等教育はもちろん、急速に大

ッシ ョン として 、学 び の最終段階にい る学 生 を社

学 において もキャリア教育が広 まって きてい る。

会 に送 り出す役割があることを再認識 しなければ

その背景 として、高等学校か ら大学へ の接続問題

ならない。大衆化 した大学にとって、 どの よ うな

があ り、一方で大学か ら社会への接続問題がある

キャ リア教育 が必要なのかを考えるこ とは、大学

と考 えられ る①。

の責任 で もある。

一つ には大学 の 「入 口」 に関わつて、高校生の

本稿 では、 これ らを踏 まえなが ら、静岡大学に

意識変化 と大学へ の進学率の上昇 に伴 つての生徒

おける 「キャ リアデザイン」 (2005年 開講、教養

か ら学生へのスムーズな 「移行」が困難になつて

基礎科 日、1年 生)の 実践について述べてい きた

い ることである。 この状況は、高校 と大学の教育

い

。

接続 の必要を喚起 してい る。あわせてデマ ン ドサ
イ ドである大学 に対 して、受け入れた学生に新 た
な初年次教育プ ログラムを提供することが喫緊 の
課題であること,を 明 らかに した。

2.ユ ニ バ ー サ ル・ ア ク セ ス 時 代 の 大 学 と
初 年 次 (導 入 )教 育
高等教 育 の成長 は、少 な くとも 3つ のこ とな

も う一つ は大学 の 「出 口Jに 関わ って、大学 と

る形であ らわれ る と、マー チ ン・ トロ ウ (1976)

社会 の接続に於ける 「教育か ら仕事へ の移行」 の

は述 べ てい る。第 1は 高等教 育在学者数 な どの

困難 とい う問題である。

「成長率」、第 2に は 、個 々 の高等教 育機 関 の

そ こには、①大卒の無業者が

23。

55%に 達 して

い る (平成 15年 度学校基本調査)、 ② フ リー ター
が

400万 人以上、 ニ ー

ト

(NEET: Not i

「規模」、第 3は 、高等教 育機 関在 学者 の 「該
当年齢層 に 占め る比 率」 の変化 で ある。
マ

チ ン・ トロウは、大学進学率が 50%を 超え

Educatton,Employment Or hining)が 85万 人

ることを、ユニバーサル・アクセス と言 つたが、日

以上を数える、③大卒の 3割 が 3年 以内に離職 し

本 の大学進学率は、
2005年 は じめて 50%を 超 えた

てい る、などの現実がある。

(大 学 44.2%、

短大 7。 3%)。 マーチ ン・ トロウは、

上記 の現実 とともに、90年 代 か ら顕著になつた

進学率 15%ま でのエ リー ト型 の大学 は、「人間形

企業 の新卒採用抑制 と新卒採用 の厳 しさ、一方で

成・ 社会化」の場であ り、進学率 50%ま でのマス

シユ ウカツ (就 職活動)の 「諦 めの早 さ」など若

型大学は、「知識・技能 の伝授」の場であるとした。

者 の意識変化、また 日本 が今 「一億総 中流 か ら階

ユニバーサル・ アクセス型 の大学は 「新 しい経験

層社会へ」 と評 され る社会構造 の変化 も見てお く

の提案」が必要だ としてい る。

必要 があろ う。

「学生数 の増大 とユニバーサル 高等教育への移
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行は、多 くの学生に大学への就学を しだいに義務

ばれていたものを訳 した ものである。同志社大学

と感 じさせ るようにな り、かれ らはますます『 自

の 山田礼子 が FYEを 導入教育 と訳 した と言 われて

分の意志 か らでなく』就学す る存在 とな りつつ あ

い る。初年次教育、導入教育 も同 じよ うな意味で

る」 (マ ーチ ン・ トロウ、1976)。

使用 されていて、まだ統一 した呼称はない②。
初年次 (導 入)教育 は、「移行 (transittn)問

日本 において も、10年 ほど前か らユニバーサル
「大学生は一人
化 が進行 しているといわれてきた。

題」を背景 に している。「移行」 とは、「高校 か ら

前の大人である」 とい う認識 は、崩れつつ ある。

大学へ」「大学か ら社会人へ」な ど、ある発達段 階

日本 では、ユニバーサル・ アクセス時代 の到来

か ら次の発達段 階への転換期において、新 しい環

と若年雇用 の厳 しさが同時期 に重な り、問題はま

境へ の社会的適応 を図ることである。濱名篤 によ

す ます深刻 かつ複雑 になつてい る。将来 に対す る

れば、日本 の大学中退者 は約 11%程 度 ではないか、

不安は どの時代 の若者 も持 つてい るが、 この 15

4年 卒業率 もH4年 82.3%、

年余 りは、経済や雇用環境、特 に若年雇用 の厳 し

年

さか ら、現実味 を帯びた切実な厳 しさになつてい

る、大学新入 生の 「移行」 には大きな問題 が内在

る。安易 に衣食住 の満 ち足 りる時代 であればこそ、

化 してい る、 とのことである③。

なお さらである。

80。 1%、

H6年 81.9%、 H8

H10年 79.0%と 漸減傾向が認 められ

アメ リカの大学では、初年次教育 は非常に重要

若者 の 自立は 「親掛 か り」 と 「会社頼み」 とい

であ り、初年次教育政策セ ンター とアメ リカ州 立

う性格を強 くもつ こ とになつた。 自立で きるまで

大学協会 の共同プ ロジェク トとして、初年次教育

はもつば ら親 の責任 に委ね られ 、すみや かに 「会

プ ログラムプ ロジェク トが進められてい る④。

社」へ参入す ることで よ うや く自立へ と一歩 を踏

日本私立大学協会附置・私学高等教育研究所が、

み出す ことができた。 これ が、 日本 の若者 の 自立

全 国の私立大学の学部長に 「1年 次教育に関す る

に関す るコンテクス トであつた。 しか し、若者 た

調査」を行 つた。 その際の 「導入教育の定義」は

ちが、 これまでの世代 がた どつて きたような行程

以下である⑤。

A.補 習授業

を踏まなくなつたのである (宮 本、2002)。
そ うした中、高等教育において、大学 1年 生を

(大 学 での学習・ 研究 の前提 とし

て必要で、かつ本来高等学校までの教育 に

対象 にした「初年次教育」「導入教育」が多 くの大

おいて当然習得すべ き内容 の教育)

B.ス タデ ィ 0ス キル

学で実施 され 、定着 しつつ ある。
この背景 には、大学 のユニバーサル化 の問題や

(一 般的な レポー ト・ 論

文 の書 き方や文献 の探 し方 、 コン ピュー

学生文化 の変化な どが挙げられる。学力が低下 し

タ・ リテラシー)の 教育

ただけでな く、学ぶ意欲を喪失 した学生が入学 し

C。

て きてい る。「生徒」か ら「学生」に円滑に移行す

スチ ューデ ン ト・ スキル (大 学生に求めら
れる一般常識や態度)の 教育

D.専 門教育へ の橋渡 しとなるよ うな基礎的知

るためには、大学側 の意図的な仕組みや仕掛けが
必要な時代 になつて きたと言える。

識・ 技能 の教育

初年次教育、導入教育は、 ア メ リカで、First

一方、名古屋 大学 の近 田政博 によれば、アメ リ

Year Seminar, First Year Experiences(FYE)と 「
躍

カの初年次教育では、
①学習 スキル 、
②時間管理 、
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③ 自己探求・ 自己評価・ 自己概念、④大学生活ヘ

静岡大学で も平成 8年 度か ら大学導入科 日とし

の移行、⑤ キャリアガイダンスの 5′ 点を重視 して

て新入生セ ミナー を開講 してい る。 この科 目の趣

い る (近 田、2004)。

旨と目的は、「大学での勉学・研究 に必要な話す・

日本 では、「フレッシュマンセ ミナー」「新入生

読む・ 聞 く・ 書 く・調べ る・発表するなどの基本

セ ミナー」「基礎ゼ ミ」「基礎 演習」な どの名称 で

的な方法を養 うことにある。(中 略)学 生生活 を有

開講 されてい る場合が多い。

意義 に送 るための一市民 として身につ けるべ き ソ
ー シャル・ スキル (基 本的マナー)を 習得す る こ

3.初 年 次・ 導 入教 育 の 現 状

とにある」
。実際の講義 は各教員 の 自主性に委ね ら

前述 の私学高等教育研究所 の調査によると、導
入教育について、全体 の 82.2%が 実施 してい ると

れてい るため、学生の満足度 には大きなバ ラつ き
がある。

回答。実施を予定 も しくは検討中の学部を含 める

4.ユ ニ ′｀一 サ ル・ ア ク セ ス 時 代 の 本 質

と 91.8%に なる。
導入時期は、1990年 代 になつてか らが多 く、特
に 1996年 〜1998年 に導入 した学部・学科 が多い。

誰 もが大学 に行 く時代 とは、 どの よ うな時代な
のだろ うか。

学部系統別にみると、人文系学部 は、大学教育

ユニバーサル化 がすすむ とい うことは、必然的

への 円滑な移行や高校までの教育 との違 い を自覚

に高等教育機関の間の多様性 が進む ことを意味す

させ る教育 として導入教育 を位置付けてい るのに

る。すべての高等教育機関について高い クオ リテ

メデ ィアル)授 業 と

ィを保持す ることは、不可能 と言 つてもいい (マ

対 し、理系学部 は、補習

(リ

ーチ ン・ トロウ、2000)。

して理解 してい る。
日本 の導入教育ではスチ ューデ ン ト・ ソー シャ

「ユ ニバ ー サ ル 化 とは何 か 」 を 喜多村 和 之

ルスキル に関連 した内容 が学部 を問わず重要視 さ

(2000)は 、学習者 が人生のいつかの時点で高等

れてい る。基本的な生活習慣や学習習慣、マナー

教育 の機関に進学ない しは復学 してい く、いわば

な ど従来 は高等教育機関がほとん どタ ッチ してこ

生涯学習型、リカ レン ト教育型 の展開を意味す る、

なかつた領域 を、現在 は学生に教 えてい る。

と述べ てい る。 日本では、学校教育の長期化 と大

授業内容 をみると、最 も多いのは 「学問や大学
教育全般 に対す る動機付け」である (40.5%)。 あ

学・ 短大の 「学校化」の進行がいつそ う進む可能
性 があるとも述べてい る。

ま り多 くはないが、将来の職業生活や進路選択に

誰 もが高等教育機関に進学す る時代 、いつで も

対す る動機付け・ 方向付けも 15.9%あ る。具体的

高等教育 にアクセスできる時代、そ して生涯学習

な科 目名 として、「職業選択 とキャリア形成」「キ

社会 は、ITの 進展 と共に、誰 もが、いつで も、

ャリアデザイ ン」な どは、0.5%で ある。

どこで も学べ るとい ういい面 がある。一方 、それ

前述 のア メ リカの初年次教育では、大きな柱 と

は、「一生学び続 けなければな らない」とい うある

してキャ リアガイ ダンスがあげられてい るが、調

種 の脅迫観念 も生む。ユニバーサル・ア クセス時

査結果 を見ても、 日本 ではまだ非常に少ないこと

代の本質 は、一生学び続 けなければな らないこ と

がわかる。

にある。
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大学に求め られ る大きな役割 の 1つ は、学び続

表 2。

ける力 =「 自己教育力」の育成である。学生時代

5年卒業

にこの力をつ けさせ ることである。 キャリア教育

‑

の 目標 も、 この 自己教育力の育成 である。

Employab■ iけ (エ ンプ ロイ ア ビ リテ ィ)の 議
論 が、労働市場 でこの 10年 あま り話題 になつて
い るが、Employab■ iけ を形成す る核は、 自己教

7響

疇

12.7銘

7.63%

74%

7.47%

12.29%

教育学部

4.68%

3.70%

5.64%

3.88%

5.1876

理学部

16.81%

8.37%

8.68%

9.63%

8.23%

工学部

16.1496

10.2フ %

12.8鶏

10.57%

17.09%

0.6076

5.99%

4.05%

6.5676

6.75%
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7.52%

10.71%

11年 入学
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11.65%

榊
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9年入学
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教育学部
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7.淵
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6.47%

理学部

12.7896

12.12%

9.61%

8.52%

工学部

14.24%

16.5鶴

12.0496

15.47%

は静岡大学 の卒業率 は ど うであろ うか。過去 10

農学部

3.33%

6.78%

4.47%

3.14%

年間 (5年 卒業率 は 9年 )に 渡 つて卒業率 と中退

大学全体

8.94%

11.01%

9.38%

9.98%

5.静 岡大 学 の 卒 業 率・ 中退 者 の 状 況
前述 の濱名 によれば、学校基本調査か ら、4年
卒業率 は漸減傾向にあるとのことであつたが、で

者 (退 学・除籍・転学部等)を 調べてみた。 (表 1.

※ 夜間主 コースのぞ く

表 2。 図 1。 図 2。 図 3。 参照)⑦
図 1

表1

4年 卒業
欄 臥 学

5響

7年 入学

61Rス

8年 入 学

=■

人文学部

78.1096

83.91%
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72.8496
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農学部

87.4376
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77̲3696

85.2896
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9年 入学

1眸 婢

11年 入学

12‑

13年 入学
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教育学部
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89.16%

鰤

83.3396
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84.08%

76.33%
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理学部
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69.1696
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農学部
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85.5376

大学全体

78.91%

78.55%

78.1976

76.50%

79.66%

※

8讐

人文字部

大学全体

育力 であろ う⑥。

5年入学

夜間 主 コース の ぞ く
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7.2596

向にはな い。 4年 卒業率 は 、平成

図 2。

77.36%、 平成

4年 入学者 で

13年 入学者 で 79.66%。 である。静

岡大学 では 4年 卒業 が 8割 程度 ではない か と筆者
は想定 して い たが、そ の通 りのデ ー タである。
ただ し、5年 卒業率 はデ コボ コ しなが らも、漸
減傾 向が認 め られ る。特 に、1992年 (平成 4年 )
の入試 が厳 しか つた 頃、 い わ ゆる ゴール デ ン・ セ
ブ ンの頃 の入学者 は、厳 しい入試選抜 を くぐつて
大学 に入 つて きたためか、平成 5年 入学者 の 5年
卒業率 は 、92.03%と 高 い。 そ の後徐 々 に 、卒業
率 は低 くな つて きて い る。平成 4年 入学者 の 5年
卒業率

88.65%に 比 べ 、 平 成 12年 入 学 者 は

86.45%と 、卒業率 は 2.22%減 つて い る。平成 5

5.6%
年入学者 と比較す ると、平成 12年 入学者 は、
も卒業率 が減 って い る。減少幅 が大 きい。
簡単 に要因を分析す る ことはで きない が、以下
の よ うな仮説 が考 え られ る。 日本 の大学 の 7割 以
上が私 立大学で 、そ の 3割 が定員割れ で ある こ と

図 3.

を掛酌す ると、静 岡大学 の 4年 卒業率 が一 定 であ

退学B除 籍・転学部等

るの は、 まだ選 抜入試 が機能 して い る こ とが学 生

18.00%

の質 の担保 にな つて い て 、そ の こ とがプラス に作

16.00%

用 して い るの ではない か と考 え られ る。逆 に、5

14.00%

年卒業率 の減少幅 の大 きさは、急激 に選 抜入試 が

12.00%

出来 な くな つてきて い る証拠 か も しれ ない。今後

10.00%

数年 間のデ ー タを精査す る必要がある。

8.00%
6.00%

一 方 、毎年 6%〜 8%(平 成 11年 入学者 の場合、

4.00%

昼間部実数で 145人 )も の学 生が 、退学・ 除籍・

2.00%

転学部等 を してい る。紙幅 の都合 で 、今回デ ー タ

0.00%

は掲載 してい ない が 、転学部・ 転学科 の学 生は非
常 に少 ない。ほ とん どが退 学 である.退学 の うち、
他大学受験な どのい わゆる仮面浪人や進路変更 も
多 い が 、「一 身 上の都合 」 も多 い。例 えば 、平成

静岡大学 の 4年 卒業率 は、一 直線 の右肩下 が り

11年 度入学者 の場合 、「一身 上の都合」 が 43人 、

の漸減傾 向 にあるとは言 えない。 中退率 も漸減傾

「進路変更」50人 、「他大学受験」34人 である。
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平成 12年 度入学者 の場合、「一身上の都合」が 49
人、「進路変更」40人 、「他大学受験」22人 であ

6.静 岡大学 の 「 キ ヤ リアデザ イ ン」
さて、静岡大学では、今年度 (2005)か ら、「キ
ャリアデザイ ン」 (教 養基礎科 目 01年 生)を 開講

る。
「進路変更」 と 「他大学受験」の多 さは、不本

し、筆者が担当している。この授業は、初年次 (導

意入学者 の多 さを物語 つてい る。「一身上の都合」

入)教 育を意識 した授業で、勤労観・ 職業観を前

の学生の 中には、意欲 を持 つて起業 した学生 もあ
るかもしれないが、多 くは退学後 の状況 が不明で

面に打ち出 したキャリア教育ではないが、学びの
最終 コーナニ にい る学生にとつて、働 くことを射

ある。中退者 の うち、ニー ト、 フ リー ター になる

程に入れ られるような内容になつている。

学生 も多いのではないだろ うか。今後追跡 が必要

シラバスの授業のねらい・ 目標 は「
『 生徒』から
『 学生』になつたばか りですね。その違いはなん

である。
希望を持 って入学 した学生が、毎年 100人 以上

でしょうか ?大 学で学ぶことと将来を どのよ うに

大学を去るとい う事態を深刻 に受け止 めなければ

考 えていますか ?… 受け身の姿勢でなく、自立的

な らない。 キャリア教育の意義の 1つ は、 この辺

な学生生活を送れるよ うになることが この授業の

りにもある。国立大学法人 も、
卒業率 はもちろん、

目的です」
。

中退・ 休学問題 を正面か ら見据 えなければい けな

前述の調査 区分の、③スチューデ ン ト・スキル
にキャリアガイダンスをミックス し、「生徒」
から

い時代 に突入 してい る。
カ レッジマネ ジメン ト 126号 によれば、「男女
とも理科系の退学率が文科系よりも高 く」なつて

「学生」になる橋渡 しを意識 し、その仕掛けを随
所に盛 り込んだ内容である。

い る。理系は、積み重 ねの学習 が多 く、途中でわ

授業の概要は以下の通 りである。

か らなくなると、そ こか ら先 に進めな くなつて し

① 「キャリア」つてなんだろ う?

ま うと同書 は述べてい る。静岡大学のデー タも同

② 「生徒」から「学生」ヘ

様 である。

③大学って何だろ う?

山田昌弘 (2004)は 、戦後 日本 の教育をパイプ

④静岡大学を知ろ う

「あるパイプ ライ ンに乗 つているは
ライ ンに例 え、

⑤大学での学びと成長

ず が、いつのまにか、パイプライ ンにで きた亀裂

⑥人はなぜ働 くのか

か ら漏れて しまい、下に落ちてい く生徒、学生が

⑦社会 と職業

出て きた」
。「パイプ ライ ンに亀裂 が生 じ、パイ プ

③ 日本の産業 と世界

ライ ンか ら漏れて しま うとい う『 リス ク』 が発生

⑨ コミュニケーションカ

し、
『 運 よく、も しくは、実力によつて』パイプ ラ

⑩人生を切 り拓いてい く能力 とは

イ ンを流れ続 け、相応 の安定 した職 に到達す る人

⑪ 自分を知ろう

パイプライ ンの途中で漏れて しまい、
と、
『 卒業 と

⑫ 自分を伝えよう

い う事実』 を生かせず、アルバイ トな どにな らざ

⑬チームワー クの大切 さ

るをえない人 との間での格差 が広がってい るので

⑭プ レゼンテーション

ある」 と述べ てい る。

学生たちの反応は、非常に好評である。前期
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(静 岡)最 終回の感想文 の一部 は以下である③。

④ 回収 :回 答者数 42人

(当

日受講者の 100%)

「この『 キャ リアデザイ ン』 を受けて、入学当初
は漠然 としていた『 大学』 とい うもの、 これか ら
の 自分の人生をどうや ってい くか、大人 の常識な

表 3.
変化 晩 こと

%

人

1.ノ ートをとるようになつた。

30.0

どなど、14回 の講義以上の ものを得 られたよ うな

2.本 を読むようになつた。

4a3

気が します。先生には本当に感謝 してい る し、 こ

3.新 聞を読むようになった。

34.1

4.予 定 (週間 、lヶ 月 .1年 間 、4年 間etO)を立てるようになった。

122

5,あ いさつをするようになつた。

195

の講義を とつて よかった と思 つています」
。
「今 日で、キャリアデザイ ンの授業 が終わつて

図書館を利用するようになった.

0。

122

7.一 般常識を身に付けようと思うようになつた。

しま うが、 この授業で得 た ものは沢 山ある。私 は

3.大 学生 としての 自覚を持つ ようになつた。

社会への興味・ 感心が非常に薄からたが、新聞 を

9.大 学 4年 間の過 乱

読む よ うになつて 自分 と深 く関わる問題ばか りが
ニ ュースになつてい ることに気づいた。 また、他
学部 の人 と友達になれたことも、 この授業で得 た
ものの中で大 きい」
。

53.7

6"

方を考 えるよう1こなつた。

10.将 来のことを考えるようになつた。

5aS

24

11.学 ぶ意欲が高まった。
12. 人の話 を聞くようになった。

43.9

13.自 分の ことを相手 に伝 えられ るようになつた。

34.1

14.コ ミ ニケーションの重要性を意識するようになつた。

9al

30

15.社 会 に関心を持 つ ようになつた。

「授業で、 キャリアデザイ ン とは これ か らの 自
設計 してい くことだと学びま した。
分 をデザイ ン、
(中 略)私 にとつては高校

22

4年 生か ら大学 1年 生に

16.多 様 鶴

39

のの考 え方を認め るようになつた .

17.具 体的な行動(

)を 起こすようになつた。

10.そ の他

49

※複数回答可

なるための大きなステ ップにな りま した。今 では
全ては自ら行動 していかない と損なのだ と考える

表 43
変 化 眈 かつた理 由

よ うにな りま した」
。

%

人

1.授 業が期待してしtも のを違ってしtか ら。

「シラバ スを読む とプ レゼンがあるか ら、 この
授業をとるのをやめよ うと思 つていた」学生が何
名 もいた。 しか し、1分 間 自己紹介、ブ レーンス
トー ミング、 コ ミュニケー シ ョン技法などの授業
を通 して、 コ ミュニケー ションをとることの楽 し
さを知 り、約半数近 くの学生が、 自己紹介 をした

2.そ もそも授業には期待していないから。
3.大 学には期待 していないから。
4.授 業で何かを得ようとは思つていないから.
5.学 ぶ意欲がな いか ら.
7.遅 刻が多いから。
3.授 業を受け身で聞いていたか ら。
なにも考えてし
嗜 いから。

9。

10。

い と自発的に挙手をして くれるようになつた。

1

0.欠 席が 多 いか ら。

自分の性格から。

11,そ の他 (

)

後期 (浜松)で は、最終の授業時に、簡単なア
ンケー トを採 つた。以下はそのアンケー ト結果 で

授業 を受 ける前 と受 けた後 で変化 した こ とがあ

ある。

ると回答 した学 生は、42人 中 41人 で 、変化 がな

① 対象 :キ ャ リアデザイ ンの受講者 (工 学部・

い と回答 した学 生は 1人 であ つた。
変化 が大 きか つた ものの 上位

情報学部 の 1年 生)

5つ は 、「コ ミュ

ニ ケー シ ョンの重要性 を意識す るよ うにな つた」

② 方法 :授 業中にア ンケー ト用紙配布

(41人 中 39人 、95。 1%)、 「大学 4年 間の過 ご し

③ 時期 :2006年 1月 31日
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26人 、

「人見知 りす る」 とい う学生が多かったが、人間

63.4%)、 「一 般常識 を身 に付 けよ うと思 うよ うに

関係 の基本 と少 しだ けスキル を教 えれば、授業中

な った」(41人 中 25人 、61%)、 「将来 の ことを考

に学生は生 き生きとグループで話 し合 えるよ うに

えるよ うにな つた」 (41人 中 24人 、58.5%)、 「社

なつた。14回 の授業を通 して、自分 の成長 を実感

23人 、

したのだろ う。感想文 に も以下の コメン トがあっ

方 を意識 す るよ うにな つ た 」 (41人 中

会 に関心を持 つ よ うにな った」 (41人 中
56。

1%)で ある。

た。

低 かつた もの は、「予定 (週 間、lヶ 月、 1年 、

「グルー プを作 るの もかな り自然 に出来た こと

4年 )を 立て るよ うにな つ た」 (41人 中 5人 、

に成長 を感 じた。また、
ブ レス トをす るときも堂々

12.2%)、 「図書館 を利 用す るよ うにな っ た 」 (41

としてい る自分 がいま した。周 りには人がお り、

人 中 5人 、 12.2%)で ある。

´

お互い刺激を受け合い、常 に成長 してい るのだ と

17の 具体的な行動では 、「有料講演会 に参加」

痛感 しま した。 これ か らも、人 と人 とのつ なが り

「作文 を書 く」「手帳 にメモ を とるよ うにな つた」

を大切に し、常 に進化 し続 ける自分でいたい と思

な どの記述 が あ った。 18の そ の他 では 、「自己に

い ま した」
。

つ い て考 える よ うにな つ た 」「時 間 を大切 に しよ
うと思 つた」 の記述 があ った。

最終回の感想文には、「変化」についての コメン
トが多かつた。

この授業 を受 けて変化 した と回答 した学 生は、

「このキャ リアデザイ ンを受けて、本当に 自分

18項 目の うち、平均 7つ 以 上 (7.2)○ をつ けて

が変わつて きたなあと思 う。今 までまった くや っ

いた。

たことのないこ とに挑戦 しよ うと思 つた し、 自分

この授業を受 けて変化 が ない と回答 した学 生は

1人 で 、「学 ぶ意欲 が ない か ら」 と回答 して いた。

のこ とをよ く考えるよ うになつた。最後 まで しっ
か りこの講義を受けられてよかつた と感 じる」
。
「このキャ リアデザイ ンを受 けて、本当に色 々

浜松 キ ャ ンパ ス では 、
受講 生 の 9割 が理 系 である。

1年 次 で 「学 ボ意欲 が ない 」 と答 えた学 生が 1名

な ことを教 えて頂 くことができま した。 あ りが と

とい うの は、少 ない。来年度以降静岡 キ ャ ンパ ス

うございます。一番 自分 の中で変化 があつた と思

との比較 が必 要 である。

うことは、
『 変わろ う』とい う気持ちが強 くなつた

無記名 とはい え、授業 中に配布 したアンケー ト

ことです。 一『 変化』を求める気持ちが授業 に出

で 、 かつ最終授 業 だ つた の で 、若干 の ご祝儀相場

れば出るほど強 くなつて きて、今 では冬休みはい

もあ つた か も しれない。やや誘導尋間 の質問項 目

かに 自分を高められ るかつてい くつ か予定を組 ん

もあ つたが、予想以 上に授業 の 「効果」 がわかる

だ りしています」
。
一方、「学ぶ意欲 が高 まった」の項 目が、担当者

デ ー タ とな つた。
コ ミュニ ケ∵ シ ョンカは 、授業 としては 1回 だ

の予想 より低 く、学びのモチベー シ ョンア ップに

が、毎回 の自 己紹介、数回 のブ レー ンス トー ミン

はあま りつ なが らなかったのか、疑間が残 る。 た

グ とプ レゼ ン等 を行 つた こ とによ り、授業担 当者

だ、それ以外 の意欲を尋ねた項 目 (例 えば、4年

の意図以 上に学 生には効果的 だ つた と考 え られ る。

間の過 ごし方 、将来のこと、社会へ の関心)な ど

当初 は、「人 と話す の が苦手」「プ レゼ ンは嫌 い」

は高かつたので、学ぶ意欲を専門科 日と捉 えられ
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か も しれない。検討課題 で ある。

的裏付けを欠 く実践だけでは、 自己流 のキャリア
理論 と実践が融合 して こそ、
教育 になつて しま う。

7.

キャ リア教育 とい える。

bオ フリに
」

そのためには、単 にキャリア教育や 「キャリア

静岡大学 に入学 して くる学生の多 くは、普通科
高校出身 で、キャリア教育をあま り受けていない。

デザイ ン」の授業だけでな く、一人ひ とりの教員

将来 の見通 しや職業を考えることなく大学を受験

が、学生 の将来 をどの よ うに考 えて学生に接 し、

し、まさに高校 4年 生 として大学 に入 つて くる。

日々の授業を展開するのかが、いまこそ試 されて

その実態は、「進学」とい うよりは「進級 」に近い。

い るのである。

期待感 は大 きい ものの、 どの ように過 ごしていい

同時に、大学全体 としての組織的な取 り組み も
「大学におけるキャリア教育のあ り
不可欠である。

かわか らない学生 も多い。
意欲 の高い 1年 次 に、大学で学ぶことが 自分 の

方」 (国 立大学協会)も 、「今や、学生のキャリア

生き方やキャ リアにどのよ うな意味を持つのかを

形成支援 の取 り組みを、あらためて大学教育の基

考 えることは、大学 4年 間の充実、ひいては人生

「キャ リ
本的 目標 として位置づ け直す必要がある」

設計 にとつて重要な意義がある。 そ して、生徒 と

ア教育の検討 にあたつては、大学教育 における責

学生 の違 いを認識 し、その射程 に働 くことを捉え

務 のひ とつ として考 え、全学教育理念や教育体系

ることが、導入 (初年次)教 育の一つの 目標 であ

の再構築 と位置づ けて進めることが望ま しい。全

ろ う。

学的に ビジョンを共有 し、
考 え方が明確 になれば、

「キャ リアデザイ ン」の授業を担当 してみて、

1年 生は、「打てば響 く」 と実感 した。「鉄は熱 い

仕組みづ く りや予算措置 も整 いやす い環境 にな
る」 と明確 に書いてい る。
ユニバーサル化 した現在 の大学は、大学 と言 つ

うちに打て」である。
ベネ ッセ教育総研 の 学生満足度 と大学教育の

ても一言 ではくくれないほ ど、多様 である。授業

問題点」 (2004年 版)に よれば、「低学年 ほ どイ ン

内容 も、在籍す る学生 も、大学によつて非常に異

ターンシ ップやキャリア教育への期待 は強 く、取

なる。大学 の ミッションも異なる。導入教育 もキ

り組む こ とで満足度 も他 の学年 に比べ得やす い」
。

ャリア教育 も、その多様性 を認 めなが ら、各大学

授業を担当 した実感 と同 じ分析 がなされてい る。

で深化 してい くのではないか と考 えてい る。

̀「

ニー ト、 フ リー ターはもちろん、大学中退者 を
含 む問題 状況 は今後 ます ます深刻化す る可能性が
ある。高校生の約 50%が 大学・短大に進学す る時
代で ある。大学全入時代 を向かえ、不本意入学者
も多 くなる。様 々な手をつ くして入学者 を確保 し
ても、休学者や中退者 が多 くなれば、大きな問題
である。
キ ャリア教育は、実践 の学問である。理論 だけ
では、今 ここにい る学生に答 えられない し、理論
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① キ ャ リアや キ ャ リア教育 の定義は、非常 に難 し
く、そ の範 囲や 内容 につい て議論 がある。 100
人研 究者 がいれ ば 100通 り定義 がある。キ ャ リ
アの定義 を、 ここで は 、ひ とまず 「一 生 を通 し
た、
職業経歴 も含 めた生 き方 の追求」とした い。

綱本進路指導学会 (現・ 日本 キャリア教育学会)
「進路指導の定義」(1987)は 、「キャ リア とは、
ひ とりの人が生涯にわたつて踏み行 き形成す る
職業経歴 の全体 をい う」と定義 してい る。なお、
「キ ャリア教育の推進 に関す る総合的調査研究
協力者会議報告書」(2004年 1月 28日 )に よれ
ば、キャ リア教育 とは、「一人一人の勤労観、職
業観 を育てる教育」 となつてい る。
② 同志社大学第 1回 教育開発センター講演会
(2005,2,25)「 卓越性 の基盤 を構築す る‑1年
次の経験」講演要 旨
③ 2005年 大学教 育学会課題研究集会 (新 潟大学)
「初年次教育・ 導入教育のアイデ ンテ ィテ ィー
キャ リア教育 と学士課程教育 との関係 を考え
る」での報告 と資料。
④ 名古屋大学高等教育研究セ ンター第 36回 招聘
セ ミナー(2004,3,1)「 初年次教育 にお ける教育
評価 とポー トフォ リオ活用」講演要 旨
⑤ 日本私 立大学協会附置・ 私学高等教育研究所・
調査報告書 「私立大学における一年次教育の実
際一『 学部長調査』 (平 成 13年 度)結 果 か ら―」
(2003年 6月 )
⑥ Employab通 iけ (エ ンプロイ ア ビリテ ィ)一
employ(雇 用する)、 ab■ iサ (能 力)を あわせた
もので、直訳す ると「雇用する能力」となるが、
雇用 され る人 の能力を問 う言葉 として使 われて
い る (森 清「仕事術」
)。 「
雇用可能性」とも言 う。
日経連(現 日本経団連)教 育特別委員会 が 1999
年 4月 「エ ンプ ロイ ア ビリテ ィの確 立 をめざし
て―『 従業員 自立・ 企業支援型』の人材 の育成
を」 とい う報告書を出 した。それ によると 「エ
ンプ ロイア ビ リテ ィを『 雇用 され る能力』すな
わち『 労働移動を可能 にす る能力』 に『 当該企
業の 中で発揮 され 、継続的 に雇用 され ることを
可能にする能力』 を加 えた広 い概念 で とらえ」
た上で、「従来 の企業 と従業員 の関係 を『 企業・
従業員相互依存型』 と定義 し、 これを今後『 従
業員 自立・ 企業支援型』 に変化 させ ることが重
要で あるとした (久 本憲夫 「正社員 ルネ ッサ ン
ス 」)。

⑦ 正確な中退率の算定 は、実際には非常 に難 しい。
今回は、中退 0除 籍 、転学部等 を合 わせた数字
になつてい る。カ レッジマネ ジメン ト126号 で
濱名篤 は以下の よ うに述べてい る。「 (中 略)正
確 には、 中退率"と は言 わず、
『 中退者 の割合』
÷
つて
とな
お り、中退者数 総在籍者数 ×100で
求められてい る。 この調査方法では、授業料 を
公式に (通 常、
完納 した うえで退学願 を提 出 し、
教授会での審議 で)認 められた退学者 だけが対
象 にな り、前納 の授業料 が完納 されない状態で
大学を去る除籍者 は含 まれない」
。
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③ 毎回、授業終了直前 に感想文 を書 いて もらつて
い る。そ の感想文 に筆者 が コメ ン トをつ けて、
「キ ャ リアデザイ ンの広場」 を作成 し、翌週 の
授業開始時に配布 して い る。
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