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実践的キャリア教育と経済支援

一 真

Ｏ 法 人 カ タ リ バ（ http://www.katariba.net/
）と共同で新
しい初年次教育プログラムを開発した。本プログラムは、

掛けづくりに力を注いできた。基礎ゼミナールでは、ＮＰ

生のキャリア形成の意識を高め、学習意欲に火をつける仕

増え、充実した大学生活を送ることに少なからず寄与する。

生が少なくない。アルバイトも多くの学びがあり、友人も

ンビニエンスストアや飲食店などのアルバイトに費やす学

欲をかき立てられたとして、具体的にどのような活動を行

では、一年生が自らのキャリア形成に真剣に取り組む意

ようになるというものである。

（注１）

互いの将来や自己実現に向けた考えを言葉にして共有する

うちに「自ら語る」ことへの意欲を刺激され、やがてはお

きっかけを与える。一年生は、先輩の話に耳を傾けている

心に「語る」ことで、一年生が自分の未来について考える

経営経済学部専任講師・キャリア委員長兼キャリアセンター長）

杉 田

～嘉悦大学ヒューマン・リソース・センターの取組み
（嘉悦大学

ヒュ
 ーマン・リソース・センター（ＨＲＣ） 
設立の契機および目的
嘉悦大学では、近時、初年次教育プログラムの改善に取

コミュニケーション能力の育成とキャリアデザイン支援を

しかし、このような学生は、就職活動を前にしたときに初

組み、一年次の必修授業である基礎ゼミナールを中心に学

テーマに、まず嘉悦大学およびＮＰＯカタリバに所属して
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うのであろうか。本学の場合、大学生活の多くの時間をコ

いる他大学の「先輩たち」が自らの経験や生活について熱
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【図１】HRC の設立目的
主目的

初年次教育プログラムによって自らのキャリア形成意識の高まった
学生に対して、キャリア形成につながる具体的な就労機会を提供す
ること
二次的目的

各センターの学生募集業務の効率化をはかること

示に忠実に業務をこなしてくれる優秀な学生を各センター

が奪い合う状況が生じていた。このような学生募集業務の

めて、自らのアルバイト経験が自己Ｐ
Ｒの素材として評価を得にくいことに

学生のキャリア形成につながる就労機会の提供

非効率を解消することもＨＲＣ設立の目的に含まれている。

二

前述のようにＨＲＣ設立の主目的は、学生のキャリア形
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気づかされるのである。そこで、大学
として、学生のキャリア形成に寄与す
題意識から、ヒューマン・リソース・

成につながる具体的な就労機会を提供することにある。そ

る選択肢を用意する必要があるとの問
センター（略称：ＨＲＣ）設立の検討

学生発案プロジェクト

して、ＨＲＣは、学生に

就労機会３

対して大きく分けて三つ

（１）ＨＲＣの運営業務
第一に、ＨＲＣの運営

各センターからの依頼業務

ＨＲＣ設立の目的は、主につぎの二

業務を通じたキャリア形

【図２】HRC の設立目的と就労機会の提供

が開始された。

な就労機会を提供することにある。そ

成の機会の提供である。

就労機会２

の就労機会を提供してい

して、二次的な目的は、アドミッショ

ＨＲＣの大きな特徴は、

HRC の運営業務

点に集約することができる。主目的は、

ンセンターや情報メディアセンターな

その運営がすべて学生の

就労機会１

る。

ど学内の各センター職員の業務効率化

手によって行われている

↓

初年次教育プログラムによって自らの
キャリア形成意識の高まった学生に対

をはかることである。従来から各セン

して、キャリア形成につながる具体的

ターは学生をアルバイトとして雇用し

点にある。ＨＲＣは、大
学の組織上、キャリアセ

ていたが、学生アルバイトの募集業務
は各センターが個別に行い、また、指

初年次教育プログラムによって自ら
のキャリア形成意識の高まった学生
に対して、キャリア形成につながる
具体的な就労機会を提供すること

HRC 設 立
の主目的

キャリアセンター

就職関連イベントの運営業務

対して必要書類の

式典会場設営業務

ンターの下部組織に位置づけられているが、専属の大学職

学生センター

提出等を求め、④

ヘルプデスク業務、図書チューター業務

員はいない。学生職員が、後述するＨＲＣの業務をすべて

情報メディアセンター

必要人数が集まっ

オープンキャンパスの運営業務

（注２）

たところでセンタ

受講した後（説明

ＨＲＣは、簡単にいえば学生による学生を対象とした「学

会の際、センター

アドミッションセンター

行っている。

は派遣されてきた

ーに「派遣学生一

イトを必要としてい

ＨＲＣの業務の流れはつぎの通りである。①学生アルバ

学生が条件に合致

内業務請負システム」である。ＨＲＣは、学生アルバイト

るセンターは、依頼

しているかを確認

覧」を送付する。

業務の内容や勤務

す る ）、 業 務 を 遂

を必要としている学内の各センターの依頼に応じて、各セ

日・時間等を記載し

行する。⑥業務完

⑤学生は、業務開

た「派遣依頼書」を

了後、センター（大

始前にセンター主

ＨＲＣに送付する。

学）から学生に報

ンターと学生の仲介役となり、依頼業務の内容や経験の要

②ＨＲＣは学内にポ

酬が支払われる。

否など応じて、適切なスキルや経験を持った学生を募集し、

スター等を掲示して

ＨＲＣは学内の

催の「説明会」を

条件に合う学生を募

各センターからの

本学キャンパスを会場とした研究大会の運営業務

学会

生

集する。③ＨＲＣは

②募集
①業務委託／
発注

③応募
④学生の
配備報告

学

応募してきた学生に

HRC
学内各部署
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業務内容

依頼元

各センターに派遣するのである。

特集・経済支援

⑤学生の業務参加

⑥報酬

【図３】［HRC の仕組み］

【図 4】HRC への依頼業務例

（学内）

（学外）

遣学生は、このような「職員」としての業務経験を通じて、

自己管理能力、組織運営能力、専門知識等を身につけ、自

依頼を受けることがほとんどであるが、本学キャンパスを

会場として研究大会を開催する学会から運営業務を委託さ

らのキャリアを形成していくのである。
（３）学生発案プロジェクト

ＨＲＣの学生職員は業務を通じて、コミュニケーション

能力やメールマナー、文書作成能力などを身につけていく。

を通じて、プロジェクトメンバーの学生に対してキャリア

することが求められる。また、シフトの管理や勤務表の記

して研修等を行い、組織として業務を遂行する体制を整備

のある学生がマニュアル等を作成し、下級学年の学生に対

カウンター）に派遣された学生には、上級学年や業務経験

ク（パソコンの使い方や故障等の問い合わせに応じる専用

れている。たとえば、情報メディアセンターのヘルプデス

てアルバイトではなく「職員」として接するように依頼さ

は、ＨＲＣおよびキャリアセンターから、派遣学生に対し

としての職務遂行能力が求められる。各センターの職員に

ばよいというわけではない。派遣学生には、学生「職員」

れた学生は、単に職員の指示にしたがって業務を遂行すれ

形成の機会を提供している。この点、各センターに派遣さ

第二に、ＨＲＣは、派遣される学生に対してもキャリア

が、学生発案プロジェクトは学生の発案によって業務が発

Ｃの他の業務は学内の各センターの依頼に応じて生じる

他の業務と異なる特徴を有している。第一の特徴は、ＨＲ

び掛ける活動を行っている。本プロジェクトは、ＨＲＣの

草の吸殻を清掃し、決められた喫煙スペースでの喫煙を呼

足した。本プロジェクトメンバーは、シフト制で学内の煙

利用マナーについて問題意識をもった学生の発案により発

イ プロジェクト」がある。本プロジェクトは、喫煙所の

二〇〇九年度発足したプロジェクトとして「ココロ、キレ

討・ 実 施 を 行 う プ ロ ジ ェ ク ト の こ と を い う。 例 え ば、

要な予算を提供し、学生が報酬を得ながら具体的施策の検

決に向けた提案を行い、これが認められた場合、大学が必

学生が大学に対して学内の問題（ゴミのポイ捨て等）の解

形成の機会を提供している。学生発案プロジェクトとは、

第三に、ＨＲＣは、学生発案プロジェクトの管理・運営
（２）各センターからの依頼業務

録なども学生たち自身で行うことが当然とされている。派
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れた実績もある。
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性および責任を前提とした実践的なキャリア形成の機会を

り得る。このように、学生発案プロジェクトは学生の主体

求められ、場合によってはプロジェクトの打ち切り等もあ

務」としてプロジェクトを遂行している以上、その成果を

プロジェクトメンバーの学生は、報酬をもらいながら「業

その活動に対して「成果」をより強く求められる点にある。

にある。さらに、第三の特徴は、学生発案プロジェクトは、

策の内容および予算配分もすべて学生に委ねられている点

学生自身がプロジェクトの実施主体であるため、具体的施

配分も決定する。これに対して、学生発案プロジェクトは、

ながら、センターの職員が学生の業務内容を決定し、予算

生する点にある。第二に、各センターの業務は当然のこと

といえる。

プ制度と異なる特徴を有する学生のキャリア支援の取組み

ることができる。このように、ＨＲＣは、インターンシッ

で、学生に対して厳しくも実りある就業「経験」を提供す

ターの職員が学生のキャリアを支援する意識をもつこと

できる。また、ＨＲＣを通じて派遣学生を受け入れたセン

業務経験を通じてじっくりとスキルアップをはかることが

も少なく、継続的に参加することが可能で、長期にわたる

方、ＨＲＣの業務は、学内で実施されるため、学生の負担

学生のスキルアップにつながらない場合も少なくない。他

ル等の問題から就業「体験」に終わってしまい、必ずしも

から一ヶ月程度と期間が限られ、また、学生の意識やスキ

以上のようにＨＲＣは、インターンシップ制度と並んで

業務に携わっているが、学生に支払う報酬は労働に対する

現在、ＨＲＣを通じて年間一〇〇名以上の学生が学内の

三 「対価」であり「経済支援」ではない

学生のキャリア形成を支援する取組みともいえる。嘉悦大

しかし、結果として学生の「経済支援」となっていること

「対価」であって、学生に対する「経済支援」ではない。

提供している。

学では、春と夏の長期休暇等を利用してインターンシップ

ビジネス・スキル等を習得することができる優れたキャリ

生のキャリア意識を高め、具体的な業務を通じて基本的な

のアルバイト代と比べてやや高めに設定してある。また、

給）は、キャンパス周辺のコンビニエンスストアや飲食店

も事実である。実際に、ＨＲＣの業務に対する報酬額（時
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に参加することを奨励している。インターンシップは、学

ア支援の取組みである。しかし、インターンシップは数日

特集・経済支援

存在意義を問われかねない。そこで、現在ＨＲＣでは、ポ

スターを掲示するなどして、学生のＨＲＣに対する認知度

が課題となっている。ＨＲＣが、各センターの依頼条件に

第一に、ＨＲＣの学生募集の力をいかに向上していくか

る。この点、学生がキャンパス外で業務にあたる場合、い

応じられる仕組みを今後どのように確立していくかであ

からの依頼（地域の商店街イベントの運営業務など）にも

22
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ＨＲＣを通じて各センターから発注される業務の中には一

を構築することを検討している。ＨＲＣは、各センター職

日限りのものもあり、また、業務は基本的にキャンパス内

員の学生募集業務にかかるコストを削減し、その分を報酬

向上に努めている。また、次年度には学生の登録制度を新

現在の厳しい経済状況のもとでは、学生にとって学内で

として学生に還元する仕組みである。したがって、ＨＲＣ

で行われるため、学生は自分のスケジュールに合わせて無

報酬を得ることができるＨＲＣの仕組みは魅力的であろ

設立の二次的目的である各センターの業務効率化が達成で

設し、登録した学生には公募情報が逐次配信される仕組み

う。しかし、これを学生に対する「経済支援」と位置づけ

きなければ、学生のキャリア形成につながる就労機会を提

第二に、ＨＲＣに対する各センターからの依頼業務をい

てしまうと、業務に携わる学生の意識に甘えが生じ、職員

かに拡大していくかである。学生センターや教務センター

も派遣学生に対して責任感をもって業務を遂行するように
取組みおよび学生への報酬の支払いは、あくまでも学生に

供するという主目的も達成できなくなるおそれがある。

対するキャリア形成の機会の提供および労働に対する対価

大のために業務フローの見直しやインフラの整備も必要に

学生が立ち入ること自体に消極的であり、ＨＲＣの業務拡

など学生の個人情報を扱う部署については、センター内に

今後の課題および展望

なってくるものと思われる。

合致した学生を必要な人数きちんと集めることができなけ

かに学生の安全を確保するか、依頼元（商店街など）と大

第三に、学内の各センターからの依頼のみならず、学外

れば、各センターから信頼を得ることができず、ＨＲＣの

も少なくない。

ＨＲＣは本格的に稼働して間もない仕組みであり、課題

四

と位置づけることが重要なのである。

強く求めることは難しいと考える。したがって、ＨＲＣの

理なく参加し報酬を得ることができる。
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学との間でどのような契約を締結するかなどについて検討

ＨＲＣは、結果として学生の経済支援の側面を有し、ま

のと思われる。学生が主体的に物事に取り組んだ際の力は

向けて努力を重ねてくれており、徐々に解消されていくも

しかし、いずれの課題も学生および各センターが解決に

ターの業務効率化により大学の学生支援体制のより一層の

ＨＲＣの取組みが、学生の主体性を喚起し、また、各セン

生の人材育成に取り組む場となることが期待されている。

キャンパス全体をフィールドとして教職員一体となって学

は教育機関であり、正課科目を通じた教育活動のみならず、

た、学生に対するキャリア教育の効果を有している。大学

絶大であり、また、センター職員のＨＲＣの取組みに対す

充実に寄与することを期待したい。

を要する。

る意識も高く、短期間でＨＲＣの取組みが学内に定着し、

（二〇〇八年一一月一六日号）、ＡＥＲＡ（二〇〇九年五月二五

（注１）本学の初年次教育プログラムについては、教育学術新聞

「ココロ、キレイ プロジェクト」など、当初の計画にはな
い新たな試みまで始動していることからも、ＨＲＣのさら
なる発展は十分に期待できるものと考える。

日 放 映 ）、 読 売 新 聞（ 二 〇 〇 九 年 一 〇 月 一 七 日 号） な どで 紹 介

お は よ う 日 本 首 都 圏 版（ 二 〇 〇 九 年 七 月 二 八

された。

日 号 ）、 Ｎ Ｈ Ｋ

掲げた。この言葉には、解決すべき課題の原因を他人や外

本学創立者の嘉悦孝は「怒るな働け」という教育理念を
部環境に求めず、自分自身の力と責任で解決してほしいと
の願いが込められている。ＨＲＣのもとに行われている学

員が「お金」を扱うことはない。

キャリアセンターおよび学長室職員が担当し、ＨＲＣの学生職

（ 注２）ただし、雇用契約やアルバイト代の支払いなど精算業務は、

いえる。また、嘉悦大学には「家族主義」の理念に基づき、

生発案プロジェクトなどは、この理念を体現した取組みと
これまでも教員・職員・学生が一体となって大学運営を行

会の提供や業務遂行の際に職員や先輩学生が後輩学生を指

導する風土などは、この伝統の表れともいえる。
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う伝統があった。ＨＲＣ設立を通じた学生に対する就労機
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