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キャリア教育と人材育成
～大学は誰の何のためにあるのか～

大森昭生

共愛学園前橋国際大学

大学は「学生」の「キャリア」のためにある
人材育成は学生が幸せなキャリアを築くためになされる
カリキュラムは目ざす人材を育成するためにある
カリキュラムそのものがキャリア教育である

予測困難な時代のキャリア形成に必要な力とその涵養





理論

課題設定と解決のための思考⼒と構想⼒
社会的責任を担うリーダーシップ・チームワーク
的確な判断のための知識＋経験
生涯学び続ける態度

実践

成功

失敗

教室

社会

産業界(地域)と大学が互いに主体となる地学一体の人材育成
産学連携の新たなステージ
共愛学園前橋国際大学
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共愛学園前橋国際大学の概要
共愛学園の沿革

共愛学園に連なる学校
共愛学園こども園

名 称
英語名

共愛学園学童クラブ

■1888年（明治21年）
前橋英和⼥学校開校
■1889年
上毛共愛⼥学校と改称
■1939年
共愛幼児園開設
■1947年
中学・高等学校の併設
■1988年
共愛学園⼥⼦短期⼤学開学
■1999年
共愛学園前橋国際大学開学
■2009年
共愛学園木瀬保育園開設
（前橋市より移管）
■2011年
共愛学園学童クラブ開設
■2016年
共愛学園小学校開校
共愛学園こども園開設

共愛学園前橋国際大学の概要

理 念

共愛学園小学校

目 的

共愛学園中学校
共愛学園高等学校
共愛学園前橋国際大学

モットー

定 員
教職員
経 営

共愛学園前橋国際大学
KYOAI GAKUEN UNIVERSITY
共愛＝共生の精神

国際社会のあり⽅について⾒識と洞察⼒
を持ち、国際化に伴う地域社会の諸課題
に対処することのできる人材の養成
学生中心主義
地域との共生
ちょっと⼤変だけど実⼒がつく⼤学です

入学定員255名
３年次編⼊学定員5名
収容定員940名

専任教員32名
常勤職員24名（専任19名・嘱託5名）

―2017年度決算―
借⼊⾦無
⼈件費率約46％
教育活動収支差額¥86,753,753

共愛学園前橋国際大学
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本学の特長

コンパクトユニバーシティ
教育の質転換

クラス規模
50名以下85％
（10名以下30％）

Active Learning
要素を含む授業
82％

地学一体
地域貢献

地域共生・連携

地学一体
2017年度⼊学者県内割合

87.1％
2016年度県内就職割合
専任教員の
Active Learning
活⽤率
100％

82.0％

（2016年度就職率98.9％）

貢献から連携へ／連携から一体へ
と歩みを進め地域（⾏政・学校・
企業・NPO）との協働学修多数

共愛学園前橋国際大学

５位
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全国の⼤学学⻑が教育⾯で評価する⼤学

1.⾦沢⼯業⼤
2.国際教養大
3.国際基督教大
4.東京工業大

5.共愛学園前橋国際大

11.京都大
12.九州大・早稲田大
14.愛媛大・福岡工業大
16.⼤阪⼤・東京⼤・⾦沢⼤
・関⻄国際⼤・上智⼤

6.⽴命館アジア太平洋⼤
7.⽴命館⼤
8.⽴教大
9.近畿大
10.松本大
『大学ランキング2019』（朝日新聞出版）

13 位
学長からの評価
＜総合＞
（朝日新聞大学ランキング2019）

3位
学長からの評価
＜注目する学長＞
（朝日新聞大学ランキング2019）

共愛学園前橋国際大学
参考資料
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セミナー等における事例報告
■武蔵野大学FD（9月）
＜２０１８年＞
＜２０１５年＞
■敬和学園大学FD（9月）
■成城大学FD（12月予定）
■北陸学院大学ＦＤ研修（11月）
■弘前学院大学FD（9月）
■私学事業団リーダーズセミナー（11月予定）
■大学マネジメント改革総合大会（11月）
■東北大学アカデミックリーダー育成プログラム（8月） ■ GGJ西日本第1ブロック共同シンポジウム（11月）
■鶴見大学FD（11月予定）
■大学・高校実践ソリューションセミナー（11月予定） ■国立大学協会部課長級職員研修（7月）
■私立大学協会事務局長研修（10月）
■私学経営研究会夏季私学経営者特別講座（7月） ■内閣官房まち・ひと・しごと創生本部ヒアリング
■学生支援機構キャリア教育WS（11月予定）
■杏林大学高校と大学をつなぐFD/SD（7月）
■私学研修福祉会（11月）
(9月)
■ New Education Expo（東京・大阪）（6月） ■大阪青山大学ＦＤ・ＳＤ研修（9月）
■大学行政管理学会東北地区研究会（10月）
■聖隷クリストファー大学全学FD（3月）
■ノートルダム清心女子大学FD（10月）
■私立大学連盟学長会議（7月）
■横浜商科大学FD（3月）
■名古屋学院大学FD（9月）
■ GGJ東日本第2ブロック会議（6月）
■広島商船高専COCシンポジウム基調講演（3月） ■ New Education Expo (6月）
■東北芸術工科大学FD（9月）
■河合塾「グローバル社会に対応した大学教育」調査報告会(3月 ■大学改革セミナー（4月）
■谷岡学園FD（8月）
■大学コンソーシアム京都ＦＤフォーラム（3月） ＜２０１４年＞
■コクヨ 大学経営と学修空間（8月）
■大分ＣＯＣ＋シンポジウム基調講演（2月）
■宮城学院女子大学（8月）
■ GO Global Japan Expo (12月)
■東洋学園大学FD研修会（2月）
■国立大学協会部課長級研修（7月）
■霞が関ナレッジスクエアイノベーションプログラム（
12月）
■江戸川大学ＦＤ講演会（1月）
■大学行政管理学会（7月）
■大学・高校実践ソリューションセミナー（11月）
＜２０１６年＞
■関西生産性本部(7月)
■日本能率協会大学マネジメント改革総合大会（11月）
■立命館アジア太平洋大学役員会議（12月）
■帝京大学ＳＤ(6月)
■北陸大学シンポジウム「高大接続の意義と教育改革」（ ■群馬県私立中学高等学校英語科教員研修（9月)
■New Education Expo(6月)
12月）
■川村学園女子大学FD研修会（10月）
■自由民主党私立大学等振興小委員会（3月）
■私学研修福祉会トップセミナー（11月）
■ JTB営業課長戦略研修（教育版）（9月）
■京都外国語大学APシンポジウム（３月）
■群馬県教育委員会高大連携フォーラム（11月） ■ IDE大学セミナー（於・広島大学）（8月）
■別府大学FD（3月）
■大学・高校実践ソリューションセミナー（11月） ■大阪女学院大学理事等研修（8月）
■共栄大学FD（２月）
■大学セミナーハウス職員セミナー（11月）
■ New Education Expo（東京）（6月）
■中央教育審議会大学分科会将来構想部会（2月）
■広島大学高等教育開発センター研究員集会（10月） ■ ABEST21-QMCセミナー（4月）
■十文字学園大学地域連携フォーラム（２月）
■高等教育ＩＣＴ戦略大会（9月）
■大学改革セミナー（4月）
■大学行政管理学会北関東・信越（２月）
■東京基督教大学FD研修会（8月）
■高等教育情報センターセミナー（3月）
■関西国際大学FD（２月）
■実践女子大学SDFD研修会（7月）
＜２０１３年＞
■日本リメディアル教育学会関東甲信支部（２月）
■進研アドセミナーin仙台（7月）
■ GO Global Japan Expo（12月）
■東京成徳大学FD（２月）
■岡山県立大学SDFD研修会（6月）
■大学・高校実践ソリューションセミナー（11月）
■岩手高等教育コンソーシアム（2月）
■日本観光ホスピタリティ学会総会（6月）
■梅光学院大学研修会（9月）
＜２０１７年＞
■ New Education Expo（東京）（6月）
■群馬大学社会情報学部FD勉強会（9月）
■大学コンソーシアム石川（12月）
■私立大学連盟東部地区金曜会例会（5月）
■敬愛大学FD研修会（8月）
■群馬県高等学校長協会教育課程委員会（12月） ■大学改革セミナー（4月）
■恵泉女学園大学FD研修会（7月）
■静岡大学情報学部FD(11月)
■兵庫大学教育改革セミナー（3月）
■関東地区高等学校進路指導研究協議大会（11月） ■神戸ポートアイランド4大学合同FDSD講演会（3月） ■ New Education Expo（東京・大阪）（6月）
■社会連携教育研究会（座長:白井放送大学学園理事長）(5月）
■関東地区都市立高等学校長会（11月）
■仙台白百合女子大学教職員研修（3月）
■大学改革セミナー（4月）
■高校大学実践ソリューションセミナー（11月） ■追手門学院大学講演会（1月）
■学校法人金井学園教職員研修（11月）

共愛学園前橋国際大学

参考資料




































視察の受入

中部大学（2018年10月）
石巻専修大学（2018年10月）

愛知県私⽴⼤学協会事務局⻑会(2018年9月)

岡崎⼥⼦大学（2018年9月）
椙山⼥⼦大学（2018年9月）
⼋⼾学院⼤学（2018年7月）
明星学苑（2018年7月）
佐賀⼥⼦短期⼤学（2018年4月）
久留⽶⼯業⼤学（2018年4月）
東北公益文科大学（2018年3月）
園⽥学園⼥⼦⼤学（2018年2月）
兵庫大学（2018年2月）
鳥取看護大学（2018年2月）
四国大学（2018年2月）
藍野⼤学（2018年1月）
中村学園大学(2017年12月)
静岡英和学院大学(2017年12月)
山口大学（2017年12月）
山形大学（2017年12月）
桜の聖⺟短期⼤学（2017年12月）
学校法人聖学院（2017年11月）
稚内北星学園大学（2017年11月）
兵庫県⽴⼤学（2017年10月）
静岡産業大学（2017年10月）
岡崎⼥⼦⼤学（2017年9月）
羽衣国際大学（2017年9月）
龍⾕⼤学（2017年6月）
四国大学（2017年3月）
仁愛大学（2017年3月）
国⽴⼤学協会（2017年3月）
松山大学（2017年1月）
岩手大学（岩手COC+）（2016年12月）
東京大学大学院院生（2016年12月）







大阪四天王寺大学（2016年12月）
茨城キリスト教大学（2016年11月）
岡⼭県⽴⼤学（2016年11月）
札幌国際大学（2016年11月）
京都⼥⼦⼤学（2016年11月）






















安⽥⼥⼦⼤学（2016年10月）
新潟国際情報大学（2016年8月）
江⼾川⼤学（2016年8月）
静岡産業大学（2016年８⽉）
医療保健経営⼤学（2016年7月）
追手門学院大学（2016年7月）
弘前学院大学（2016年6月）
⾦沢⼯業⼤学（2016年6月）
成城大学（2016年6月）
群馬大学（2016年5月）
埼玉東萌短期大学（2016年3月）
日本⽂理大学（2016年3月）
聖学院大学（2016年3月）
神⼾学院⼤学（2016年2月）
熊本大学（2016年2月）
創価大学（2016年2月）
沖縄キリスト教大学(2015年11月）
名桜大学(2015年11月）
兵庫大学(2015年11月）
尚絅学院大学(2015年9月）















































福岡県専修各種学校協会（2016年11月）

愛知県私⽴⼤学協会事務局⻑会(2015年9月）
麗澤⼤学(2015年7月）

北陸⼤学（2015年7月）
静岡福祉大学（2015年7月）

東京テクニカルカレッジ（2015年7月）

多摩大学（2015年7月）
富山短期大学（2015年6月）
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秋草学園短期大学（2015年5月
京都学園大学（2015年4月）
関⻄⼤学（2015年3月）
明海大学（2015年2月）
⼗⽂字学園⼥⼦⼤学（2015年2月）
成蹊大学（2015年2月）
東京基督教大学（2015年2月）
共栄大学（2014年12月）
摂南大学（2014年10月）
東京医療学院⼤学（2014年9月）
東北⽂教⼤学（2014年8月）
埼玉工業大学（2014年6月）
福岡工業大学（2014年6月）
東北⽂教⼤学（201４年6月）
兵庫大学（2014年5月）
学校法⼈龍澤学園（2014年5月）
東北⼤学図書館（2014年5月）
⻘⼭学院⼤学（2013年12月）
共栄大学（2013年11月）
敬愛大学（2013年11月）
東北学院⼤学（2013年11月）
共栄大学（2013年7月）
⼭⼝県⽴⼤学（2013年7月）
⽇本⼥⼦⼤学（2013年7月）
神奈川⼤学（2013年5月）
京都橘大学（2013年5月）
高崎健康福祉大学（2013年１⽉）
梅光学院大学（2013年１⽉）
中村学園大学（2012年７⽉）
武蔵野美術大学（2012年６⽉）
日本大学（2012年6月）
杏林大学（2012年５⽉）
東海大学（2012年4月）

共愛学園前橋国際大学
参考資料

メディア等での紹介
PRESIDENT（2012.10.15号）
就職に強い⼒をつけている⼤学
として紹介

THE21（2013.4-5月号）

TAITEN（2013.2月号）

THE21（2012.5月号）

8

サンデー毎日（2013.10月27日号）

大学冬の時代に教育と運営に成 教育の結果学生募集が順調な大 受験のカリスマ（予備校関係者）
アンケートで「受験生・保護者
学の事例として紹介
功している大学として紹介
に薦めたい大学」として紹介
Global化に挑戦する大学
グローバルな時代の大学選び
ガイドライン（2013.7・8号）（河合

（ベネッセ)
塾)
受験生や保護者が本当に選ぶべ （㈱アネスタ）
グローバル人材育成推進事業採 グローバル人材育成に取り組む 学生の主体的な学びを支援する
き大学として紹介
択大学特集
大学として紹介
取組をしている大学として紹介
学校法人(VOL.40/No.９/2017)共愛
教員養成専門誌
シナプス
（2015.2）
サンデー毎日（2015.1月合併号）グ

Between（2014.8‐9月号）

ローバル時代を生き抜く大学はココ ＜特集＞新しい学びを取り入れた養 学園前橋国際⼤学の経営戦略(前)
学校法人(VOL.40/No.10/2018)共愛
地方大学のグローバル人材育成 だ！⽂科省⽀援事業ランキング 成・研修の実際
アクティブラーニングを通した教員 学園前橋国際⼤学の経営戦略(後)
全国私学9位
養成の取組が紹介されている。
サンデー毎日（2016年1月合併号）
私学経営(No.515)
NTT東日本Business (No.814)
グローバル時代を先導する改革に積
IDE現代の高等教育(No.598)
地学／教職／学職一体の教育改革
地域のためのグローカルな大学づ
極的な大学はここ全国私学５位
学⽣の成⻑
くり
Between
（2015.4‐5月号）
PRESIDENT（2018.10.01号）
カレッジマネジメント（2015.3・4
週刊ダイヤモンド（2015.11.7号）
（ベネッセ）

号）リクルート

<特集＞地域で選ばれる大学

最強大学特集

<特集＞アクティブラーニングの
実質化

グローバル教育⼒全国２８位

⾼校・⼤学実⼒激変マップ

本学が取り上げられている書籍
16

20

『グローカル力は
鍛錬できる (共愛学
園前橋国際大学
ブックレット別
冊):』(上毛新聞社
出版部、
)

『消えゆく「限界大
学」:』(白水社、
)※地域との関係
の好事例として紹介

『大学の戦略的経営
手法』(大学教育出
版、
)※ガバナ
ンスの好事例として
紹介

20

20
16

20
17

『今選ぶなら、地
方小規模大学！～
偏差値による進路
選択からの脱却
～』(レゾンクリエ
イト、
)※地方
小規模大学の教育
と組織運営の好事
例として紹介

20
18

『私立大学に何が
おこっているの
か』(成文堂、
)※ガバナンスや
教育改革の好事例
として紹介

20
13

『学修成果への挑
戦―地方大学あkら
の教育改革』(東信
堂、
)※地方に
おけるグローバル
化の好事例として
紹介

『グローバル化時
代における日本の
大学教育』(東信
堂、
)※グ
ローバル教育 の
好事例として紹介
20
18

『「深い学び」に
つながるアクティ
ブラーニング』(東
信堂、
)※AL展
開の好事例として
紹介

『「地域に愛される
大学のすすめ』(三
省堂、
)※第二
章全てが本学を取り
上げ、大学改革につ
いて紹介
20
11

16

20
18

共愛学園前橋国際大学

参考資料

本学が取り上げられているＷＥＢで読める記事等
YAHOO
NEWS
大学改革
の成功例
として紹
介
https://news.yahoo.co.jp/
byline/ishiwatarireiji/2017
0911-00075593/

BETWE
EN学修
成果の可
視化の取
組例

http://between.shinkenad.co.jp/univ/2016/04/po
st-20.html

ガイドライ
ン
学生エン
ゲージメン
トの好事例
として

AERA dot.
アンケート調査で判明！
大学トップが尊敬する
「学⻑ランキング」
https://dot.asahi.com/dot/
2017102600085.html?pa
ge=1

AERA dot.
定員割れからV字回復「前国⼤の奇
跡」 全国の大学トップから注目さ
れる学⻑のリーダーシップ
https://dot.asahi.com/dot/201710260
0086.html?page=1
カレッジマネジメント

大学教育と情報（2016 No.2)

http://souken.shing
akunet.com/colleg
e_m/2018_RCM20
8_14.pdf

eポートフォリオを活用した学修
成果の可視化〜エビデンス・
ベースドの自己評価システムに
よる⾃律的学修者の育成〜
http://www.juce.jp/LINK/journal/1
701/pdf/03_06.pdf

⼩さくても強い⼤学の理由

BETWE
ENオ
ナーズプ
ログラム
について

BETWE
EN高大
接続によ
る地域人
材育成

http://shinken-ad.co.jp/
between/ backnumber/
pdf/2017_9_tokushu07.pdf

http://www.keinet.ne.jp
/gl/16/09/04eng.pdf
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http://between.shinkenad.co.jp/univ/2017/10/ky
oai-honors.html

AERA dot.（週刊朝日）
「大学倒産」の危機は地方から
そんな時代に“輝く大学”を選ぶ方法
＜輝く大学として紹介＞
https://dot.asahi.com/wa/201710
1900018.html?page=1

日経新聞全国版(8月15日)
「グローバル時代をひらく」
https://www.nikkei.com/article/D
GKKZO34141550U8A810C1TC
N000/
https://www.nikkei.com/article/D
GKKZO34141620U8A810C1TC
N000/

朝日新聞全国版(9月29日)
社説「大学の将来像 連携
深め地域に貢献を」
https://www.asahi.com/articl
es/DA3S13700656.html/

ＴＶ出演

SmaStation

（テレビ朝日）

教育現場の最前線！未来を支え
る君たちへ（テレビ東京）

⾦曜イチから（NHK）

リーダーズ・アイ
（群馬テレビ）

共愛学園前橋国際大学

共愛学園前橋国際大学
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GLOCAL

PROJECT

１

1

１

KYOAI

共愛学園前橋国際大学
12

地学一体で育てる「次世代の地域社会を牽引するグローカルリーダー」
＝「飛び立たないグローバル人材」
「飛び立たないグローバル人材」

共愛学園前橋国際大学
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グローバルな学びも地学一体で取り組む
様々な留学研修プログラム
⻄北⼤学交換留学
上海研修
カナダ研修
オーストラリア研修
アメリカ中・短期留学
共愛学園前

橋国際大学

（事務局）

伊勢崎市教

育委員会

サンデン
HD

ニュージーランド留学

アイルランド研修
カナダ短期研修
韓国研修
イギリス研修
海外研修ｻﾎﾟｰﾄｲﾝﾀｰﾝ
（アメリカ）

アジア異⽂化研修
（タイ・台湾）

ﾐｯｼｮﾝｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ研修
（タイ）
東欧文化研修
（ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ･ﾙｰﾏﾆｱ）

海外ティーチング研修

（オーストラリア）
海外ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ

（韓国・フィリピン・台湾）

学⽣の海外経験率約５０％

共愛学園前橋国際大学
14

地学一体で取り組む地域人材育成

前橋市＋共愛学園前橋国際大学
COC推進本部
副市⻑ 教育⻑ 政策部⻑ 教育次⻑
文化スポーツ観光部⻑
前橋市 地域コーディネーター

副学⻑ 学部⻑ 事務局⻑
学⻑補佐 地域連携担当教授

本学 地域コーディネーター

日常的に連携

か月間、大学に通う
代わりに市役所や企業
へインターンを行った
り、山間地域の限界集
落に通ったりする。

サービスラーニングターム（半年の地域留学）

4

共愛学園前橋国際大学
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学生がつなぎ、発信する地域
上州三名湯初のコラボ

川場村←学生→清月堂
■ぐんまのおみやげ総選挙8
位
■群馬県優良県産品認定
■前橋市ふるさと納税返礼品

大学は美味し
いフェア＠新
宿高島屋

前橋・伊勢崎の小中学校に
はすべて寄贈、学生が訪問
して学校単位の大会も開催

国語教育ゼミ×美術教育ゼミ×産学連携ゼミ
＋
企業・⾏政

共愛学園前橋国際大学

自治体との関係・協働(前橋市を例に)

• 前橋市平成30年度予算
– 未来型政策事業

• 産学官連携による包括的な若者⽀援等の検討

市が主導し、大
学との新たな関
係作りに一歩踏
み出した。

「めぶく。プラットフォーム前橋」

（地域人材の育成・定着に向けた産学官連携基盤推進協議会）
前橋市（市⻑が会⻑） 前橋商工会議所
前橋6⼤学（群⾺⼤学・県⽴県⺠健康科学⼤学・公⽴前橋⼯科⼤学・
群⾺医療福祉⼤学・明和学園短期⼤学・共愛学園前橋国際⼤学）

共愛学園前橋国際大学
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地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）

持続的地方創生共同体形成プログラム：若者定着県域総ぐるみ計画
COC＋大学：共愛学園前橋国際大学

共愛学園前橋国際大学
18

ALやグローバルを地域における学びの接続に還元
高大連携コラボゼミ

県＋県教委の事業

県教委が指定した
高校

高校生が大学に来て
大学生とALを展開

共愛学園前橋国際大学
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地域人材育成を軸とした学びの共有と接続
地域人材育成協議会

高大社で議論し、中
高大生と社会人の学
習プログラムを実施

共愛学園前橋国際大学
20

学職協働による育成

Caféの営業

学内で
PBL

Open Campusの運営

英語ピアチューター

学内で
SL

ITサポート

部室棟の建設
レポートライティング指導

その他の大学運営への学生参画





留学⽣チューター
障がい学生支援チューター
インターンシップ奨学⾦
ワークスタディ奨学⾦

 SH防止ガイドライン作成委員会（2000）
 ４号館建築プロジェクト（2010-11）
 国際交流寮建築プロジェクト（2015）

(参考)学職協同組織SAS(Student & Staff)を開学時に設置、学生が
スタッフのリーダーになることも。

国際寮の寮監

学生による取組

 学内フリーペーパー ■エコ・キーパー
 ネット情報発信 ■キャリア学習
 新⼊⽣・留学⽣歓迎⾏事 ■近隣地域安全パトロー
 各種多様な学内イベント※⼀部は学⽣プロジェクト奨学⾦で⽀援

学生の意見を反映させる取組
 スピークアップ相談システム
 学生アンケート
 授業アンケート
共愛学園前橋国際大学

21

学習成果の可視化とキャリアへの接続

共愛学園前橋国際大学
22

オーストラリア教育研究所・河合塾「日本の大学生の学習経験調査」より

学生の成長

対象者：大学1年⽣3990名（うち本学学生129名）、大学4年⽣2977名（うち本学学生83名）

専攻課程を通じて、◯◯（する⼒）は向上したと思いますか

本学

「非常に」または「かなり」と回答した学⽣の⽐率

本学以外の大学
共愛学園前橋国際大学
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ーKYOAI CAREER GATEー
4年間の主体的な学習とその成果を目に⾒える形で積
み上げ、キャリアにつなげる。
4年間に出会うたくさんの学びと活動。そ
の一つ一つを、eポートフォリオである

KYOAI CAREER GATE

に蓄積し、自分の学習を振り返りながら、
それをエビデンスとして、学習成果指標に
基づく成果の自己評価と可視化をします。
さらに、その活動や成果を

SHOWCASE

を通して社会へと発信し、目ざすキャリア
へと接続します。

共愛学園前橋国際大学
参考資料
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共愛学園前橋国際大学コモンルーブリック
4の軸

12の力
12の力

12の力の定義
12の力の定義

レベル4
レベル4

レベル3
レベル3

レベル2
レベル2

レベル1
レベル1

多様な存在が共生し続ける 共生のための社会の諸課題に対応 共生のための社会の諸課題につい 所属するコースの専門的な知識を 文化、社会、地域、人間、自然、
共生のため
外国語に関する体系的な知識の習
ことができる社会を築いて するための、新たな知見を生み出 て、知識を組み合わせて、自分の 習得している。
の知識
すことができる。
言葉で説明することができる。
得に努めている。
いくために必要な知識
多様な存在が共生可能な社会のた 多様な存在が共生する社会の中で、授業や活動を通じて、社会が多様
共 生 の た め 多様な存在が共生し続ける めに、考え、学び、行動し続ける 自分ができること、やらなければ な存在で構成されていることを理
の態度
ことを尊重する考えや行動 ことができる。
いけないことについて考えること 解し、多様性を尊重する気持ちを
持っている。
ができる。
地域社会と国際社会の関 地域社会と世界をつなぎ、自らが 地域社会と国際社会の関わりにつ 母国以外の政治・経済・文化・社
グ ロ ー カ ル ・ わりを捉え、両者をつなぐ 暮らしていく地域の発展に貢献す いて、様々な学びを通じて、主体 会・歴史について知りたいという
意欲がある。
ことで、地域社会の発展に るグローカル人材として活躍して 的に考えることができる。
マインド
いくビジョンを持っている。
貢献する姿勢
様々な経験を振り返ることを通じ 様々な経験を振り返ることを通じ 自らの興味関心や特徴、長所や短
て、自分の特徴、強みや弱み、成 て、自分の特徴、強みや弱み、成 所について考えながら、授業や活
自 己 を 理 解 自己の特徴、強みや弱み、
長を客観的に表現でき、将来に向 長を客観的に理解することができ 動に取り組むことができる。
する力
成長を正確に理解する力
けての自分をイメージすることが る。
できる。
ストレスや感情の揺れ動きと上手 ストレスや感情の揺れ動きと上手 達成が容易でない課題でも、最後
ストレスや感情の揺れ動き
自律す
自律す 自 己 を 制 御
く付き合いながら、大きな困難に く付き合いながら、困難な課題に まで粘り強く取り組むことができ
に対処しながら、学びや課
る。
する力
挑戦し、価値あることをやり遂げ 取り組み続けることができる。
る力
題に持続して取り組む力
た経験と自信がある。
自らすべきことを見つけ、行動し、
達成困難な課題であっても、解決
指示を待つのではなく、自分の状
人からの指示を待つのでな
主体性
く、自らやるべきことを見つ のための方法を模索しながら、自 その結果を振り返り、次の行動に 況を判断した上で、自らすべきこ
ら動き続けることができる。
とを見つけ、行動している。
活かすことができる。
け、行動する力

識見

伝え合う力

コミュ
ニケー
協働する力
ション
力
関係を構築
する力

分析し、思考
する力

問題に
対 応 す 構想し、実行
する力
る力
実践的スキ
ル

コミュニケーションにおいて、レベル1～3を複数の言語で行うこ
相手の意図を正しく理解し、とができる。
自分の意図を効果的に伝
達する力
良いグループになるための条件を
他のメンバーと協調しなが
常に模索し、他のメンバーへの働
ら集団として目標に向けて
きかけを通じて、グループの目標
行動する力
達成に貢献することができる。
自分とは異なる価値観や文化を持
様々な他者と円滑な関係を つ他者や、バックグラウンドが大
きく異なる他者とも円滑な関係を
築く力
築くことができる。
必要な情報を効率的に集め、多面
様々な情報を収集、分析し、
的視点から分析を行い、現実の、
論理的に思考して課題を発
または学術上の問題について新た
見する力
な課題を発見することができる。
現実の、または学術上の問題を解
課題に対応するための計 決するために、収集した情報や知
識を活用しながら計画を立て、完
画を立て、実行する力
遂することができる。
現代社会において必要な 問題解決に役立つ様々なスキルを
基本的スキルと自らの強み 組み合わせて、状況に応じて柔軟
に活用することができる。
となる実践的スキル

適切なコミュニケーション・ツー
ルを用いて、自分の伝えたいこと
をわかりやすく表現することがで
きる。
多様な意見や立場、利害を把握し
た上で、グループ内の関係性構築
に貢献できる。
互いの状況や立場についての理解
を深め合うことにより、相手と円
滑な関係を築いていくことができ
る。
情報・資料の分析を通じて、物事
を多面的に見ることにより、問題
の新たな側面を発見することがで
きる。
計画の進捗状況を確認し、必要に
応じて計画を修正しながら、着実
に実行していくことができる。

自分の態度や信念は他の文化やコ
ミュニティの態度や信念とは異
なっているという自覚をもってい
る。
自らの暮らし、学びの場である地
域の経済・文化・社会・歴史につ
いて知りたいという意欲がある。
授業や学内外の活動を通じて、自
分の興味関心のありかを確認した
り、新たな興味の対象を見つけよ
うしたりしている。
設定した目標に向かって、取り組
むことができる。

指示を待つのではなく、何をすれ
ばよいか、するべきかを見つけよ
うとしている。

コミュニケーションの状況や相手 発言や文章の論点を正しく理解す
の立場を考慮して、伝達方法を工 ることができる。
夫することができる。
グループでの自分の役割、責任を 他者の発言をよく聞き、会話の流
理解し、自分なりにグループに貢 れをしっかり追いながら、グルー
プに協力することができる。
献することができる。
相手の状況や立場を理解し、共感 自分の気持ちを一方的に伝えるだ
を示しながらコミュニケーション けでなく、マナーを守り、相手を
することができる。
尊重してコミュニケーションする
ことができる。
自ら情報・資料を収集し、それら 与えられた情報・資料を客観的に
を論理的に分析し、考察すること 読み取ることができる。
ができる。
立てた計画を着実に実行すること 取り組むべき物事に対して合理的
ができる。
な計画を立てることができる。

自らの強みとなるスキルを身につ 学びに必要な基本的な事柄を自ら 学びに必要な基本的な事柄（コン
け、問題に対応することができる。のスキルとして活用できる。
ピュータの使い方やレポートの書
き方など）を理解している。

共愛学園前橋国際大学
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KCG＋Sの実際
（ショーケース）

Kyoai Career Gate の実際

＜記録項目＞
• 「共愛12の⼒」自己評価
• 学内活動 学外活動 資格取得 読書履歴
• 学年振り返り 授業振り返り

※活動記録は投稿時に自分で「12の⼒」とタグ付け
※履修情報・シラバスと連動

共愛学園前橋国際大学

(参考）共愛学園前橋国際大学のキャリア系授業
キャリア・
プランニングＩ

キャリア・
プランニングⅡ

キャリア・
プランニングⅢ

キャリア・
プランニングⅣ

1年後期

2年前期

2年後期

3年通期

履修必修

履修必修

選択

履修必修

教員・就職Ｃ⻑

就職Ｃ＋業者

就職Ｃ＋地域Ｃ＋企業

就職Ｃ＋教職Ｃ

自分・社会・産業を知り、⼤学卒業後の進路を⾒出し、その進路を進む⼒を⾝につける。

「自分が通っている大学について」「大学生活と仕事との
関連について」「社会の求める人材とは」「社会で必要と
されるコミュニケーション」「大学生活の過ごし方」「大
学卒業後の自分」「キャリアについて」「働き方」「生き
方」

①協調的問題解決⼒
②数的処理能⼒
地域企業が授業に参画
し現実の課題を提供

①企業就職
就職活動ノウハウ・先輩
社会人
②教職講座

キャリアＷＧ：学部⻑・教員・就職⽀援部署・地域連携部署・（教職担当部署)・委託企業・地域企業
その他
インターンシップ

カラーとビジネス

⻑期インターンシッ
プ

群馬の産業と社会

取材インターンシッ
プ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技法

企業人オムニバス
（中小企業家同友
会）

ビジネスコミュニ
ケーション

前橋市を考える（前

群馬を知る（群馬県

インバウンド人材育

Business English
ⅠⅡⅢⅣ

Honors Base
EnglishⅠⅡ

Honors Base Math
ⅠⅡ

橋市役所）

庁）

共愛キャリコネ（情報紙）の毎教授会での配布と報告／ゼミによる就職Ｃ訪問／就職Ｃによるゼミ訪問

成ＰＲＧ

など・・・
共愛学園前橋国際大学
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地元企業の海外プロジェクト室

グローカルな学びを経て地元で起業

卒業生のグローカル

地元企業と特産品商品開発

地元企業でグローバルに活躍

地元企業の海外現地法人で
ミッションコンプリート研修

ゼミで地元活性化と若者
支援のビジネスプラン

GUNMA INNOVATION
AWARD入賞

起業

■Aさん：ヨーロッパの旅⾏会社に勤務の後群⾺県に戻りホチキス針会社に就業、日々
海外との取引に追われる。
■Bさん：⾃動⾞部品を製造するモノ作り企業へ内定。着任までに英語を復習しておく
よう指示を受ける。
■Cさん：ICチップを製造する企業へ就職。社員国際化プロジェクトリーダーに抜擢。
■Dさん(ペルー国籍)：スペイン語の知識を仕事に⽣かして活躍。

（群⾺県の特⾊として外国籍学⽣が複数在籍しており、留学⽣のみならずキャンパスの国際化に寄与している）

共愛学園前橋国際大学

■さらなる高みに挑む新しいプロ
グラム
■各コースに属しながら、Glocal
Honors専用のゼミやプログラムを
受講。
■Glocal Honors入試を実施。合
格すると、国内外の研修費用は大
学が用意
除）

（特待生に選抜されれば学費も免

■⾦融機関・公務員・NGO職員・
起業家などをめざす！
■センター4教科＋面接
（国・数・英・理or社）

共愛学園前橋国際大学
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様々な主体が学生と大学を支えるパートナーに

「大学」という「コミュニティ」

共愛学園前橋国際大学

大学は「学生」の「キャリア」のためにある
人材育成は学生が幸せなキャリアを築くためになされる
カリキュラムは目ざす人材を育成するためにある
カリキュラムそのものがキャリア教育である

予測困難な時代のキャリア形成に必要な力とその涵養





理論

課題設定と解決のための思考⼒と構想⼒
社会的責任を担うリーダーシップ・チームワーク
的確な判断のための知識＋経験
生涯学び続ける態度

実践

成功

失敗

教室

地域

産業界(地域)と大学が互いに主体となる地学一体の人材育成
産学連携の新たなステージ
共愛学園前橋国際大学

＜参考＞

□共愛学園前橋国際大学WEB：http://www.kyoai.ac.jp □共愛学園前橋国際大学FB：https://www.facebook.com/kyoai.ac.jp
□GGJ HP：http://ghrd.kyoai.ac.jp/ □COC HP：http://coc.kyoai.ac.jp/
□KYOAI Glocal Project FB：https://www.facebook.com/KYOAI.GLOCAL.PROJECT
□KYOAI COMMONS FB：https://www.facebook.com/KYOAI.COMMONS
□共愛学園馬橋国際大学YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCLZDuGrjmr32SpPkFPDp1jA

大森 昭生

共愛学園前橋国際大学 学長（国際社会学部 教授）

https://sites.google.com/site/mkcomori/

1968年、宮城県仙台市⽣まれ。東北学院⼤学⽂学部英⽂学科、同⼤学院博⼠課程にて研究。1996年に学校法⼈共愛学園に
入職、共愛学園前橋国際大学助教授等を経て、現職。
専門はアメリカ文学で特にヘミングウェイを研究。地域における各種公的委員を務めるほか、各地での講演多数。３児
を育てており、二人目・三人目出産に際し育児休業を取得。全国の学⻑が注目する学⻑ランキング３位（大学ランキング2019）

略歴
1996年
1999年
2003年
2004年
2005年
2007年
2013年

2016年

共愛学園⼥⼦短期⼤学専任講師
共愛学園前橋国際大学専任講師
共愛学園前橋国際⼤学国際社会学部⻑・同助教授
埼⽟⼤学教育学部非常勤講師（〜2011年）
群⾺県⽴⼥⼦⼤学⽂学部非常勤講師（〜2014年）
共愛学園前橋国際大学教授
共愛学園前橋国際⼤学副学⻑
早稲田祭学社会連携研究所招聘研究員
高崎経済大学非常勤講師（〜2015年）
共愛学園前橋国際⼤学学⻑

地域における活動（公的委員等・2018年度現在）
群馬県

□群⾺県⻘少年健全育成審議会会⻑
□群⾺県男⼥共同参画推進委員会会⻑
□ぐんま男⼥共同参画センターアドバイザー
□群⾺県少⼦化対策推進県⺠会議委員
□群馬県教育委員会高大連携協議会委員
□群馬県教育委員会教員育成協議会委員
□群⾺県⽴前橋⾼等学校学校評議員
□群⾺県⽴中央中等教育学校SGH運営指導委員
□群⾺県⽴桐⽣⾼等学校SSH運営指導委員

市町村

著書等
『群⾺県男⼥共同参画社会作りのための副読本〜未来〜／〜なかま〜』
（教材・教師用指導書）（共著）2002年3月
『男⼥共同参画時代における⼦育て⽀援者養成ガイド』
（共著）2003年7⽉（⽇本⼥性学習財団）
『地域に愛される大学のすすめ』（インタビュー形式で参画）2011年8⽉（三省堂）
『アーネスト・ヘミングウェイ―21世紀から読む作家の地平』
（共編著・編集委員⻑）2011年12⽉（臨川書店）
『ヘミングウェイ大事典』（共編著・編集委員）2012年５⽉（勉誠出版）

『「深い学び」につながるアクティブラーニング：全国大学の学科調査報告とカリキュラ
ム設計の課題』（河合塾編・共著）2013年4月（東信堂）
『「大人になることのレッスン」－「親になること」と「共生」－』
（共著）2013年12月 （上毛新聞社事業局出版部）

□県都まえばし地⽅創⽣本部有識者会議委員
□めぶくプラットフォーム前橋推進協議会副会⻑
□前橋市社会教育委員
□前橋市コンプライアンス推進委員
□前橋市⽴駒形⼩学校学校評議員・同PTA参与
□アーツカウンシル前橋委員
□伊勢崎市教委「教育改革・いせさき未来会議」委員
□太⽥市⽴⾼校グローバル推進実⾏委員会副会⻑
□前橋まちづくり公社評議員
□前橋市国際交流協会理事

http://www.kyoai.ac.jp/

その他

□⽂部科学省委員（非公表）
□私学事業団委員（非公表）
□⽂科省住環境就職⽀援等留学⽣受け
入れ環境充実事業委員（群馬大学）
□⽂科省委託「海外留学の効果測定に関する調査
研究」ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ（河合塾）
□ふるさといわて創造プロジェクト(ＣＯＣ＋)外
部評価委員⻑
□尚絅学院大学外部評価委員
□「ひらく日本の大学」調査アドバイザリー

〒379-2122 群馬県前橋市小屋原町1154－4

共愛学園前橋国際大学

