
平成２１年７月７日 
 

平成２１年度「大学教育・学生支援推進事業」 

学生支援推進プログラムの採択状況について 

 
１．事業の目的 

大学教育・学生支援推進事業は、各大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」

という。）から申請された、各大学等における学士力の確保や教育力向上のための取組の

中から、達成目標を明確にした効果が見込まれる取組を選定し、広く社会に情報提供す

るとともに、重点的な財政支援を行うことにより、我が国の高等教育の質保証の強化に

資することを目的とするものです。 
２．審査等の概要 

  平成２１年４月１７日（金）に各大学・短期大学・高等専門学校あてに公募の通知を

行い、５月１３日（水）から５月１５日（金）の申請期間に各大学等から４５０件の申

請を受け付けた後、「学生支援推進事業委員会（委員長：小出忠孝 愛知学院大学 学院

長、独立行政法人日本学生支援機構が事務局を担当）」による取組内容の確認を経て、

文部科学省において４００件（別添のとおり）の取組を採択することとなりました。 

３．採択内訳 

大学の取組         ２９６件 

短期大学の取組        ８４件 

高等専門学校の取組       １件 

複数学校の取組        １９件 

計          ４００件 

 

 

＜担当＞ 高等教育局学生・留学生課 

       課  長  下間 康行（内線 2514） 

       課長補佐  阿部 正一（内線 2088） 
       厚生係長  市川 裕千（内線 2519） 
        電話：03－5253－4111（代表） 

          03－6734－2519（直通） 

 このたび、平成２１年度「大学教育・学生支援推進事業」学生支援推進プログラム

の採択について、別添のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 



採択件数 申請件数

国　立 ０　 　　９　

公　立 ０　 　　７　

私　立 ３１５　 　　　３３１　

小　計 ３１５　 ３４７　

国　立 －　 －　 

公　立 ０　 ０　

私　立 ８４　 ８９　

小　計 ８４　 ８９　

国　立 ０　 １１　

公　立 ０　 １　

私　立 １　 ２　

小　計 １　 １４　

国　立 ０　 ２０　

公　立 ０　 ８　

私　立 ４００　 ４２２　

４００　 ４５０　

　※　共同申請については、代表校の該当区分に計上。

平成２１年度「大学教育・学生支援推進事業」
　（学生支援推進プログラム）

採択状況

区　分

合　計

大　学

短　大

高　専

計



No 学　校　名 取　組　名　称

1 札幌大学 「なりたい自分」をサポートする札大就活スキルアッププログラム

2 千歳科学技術大学 満足度の高い就職を目指す支援と情報収集・発信の強化への取組

3 藤女子大学 自律的キャリア形成を支援する自習環境整備と課外プログラム展開

4 北海学園大学 雇用情勢の悪化と雇用のミスマッチへの対策プログラム

5 北海道医療大学 ｢学生キャンパス副学長｣との協働によるキャリア・就職支援

6 北海道工業大学 コミュニケーション能力向上と情報システムの活用による就活支援

7 酪農学園大学 ｅポートフォリオを活用した食・農型就職支援の展開

8 青森中央学院大学 企業との連携による「課題解決・参加型」の学士力育成プログラム

9 八戸工業大学 地方私立大学に必須のアクティブかつ多角的な学生支援の実現

10 尚絅学院大学 持続的就業力獲得をめざす学士力向上支援プログラム

11 東北工業大学 ピアサポート・タイムダラー方式キャリア発達支援プログラム

12 東北福祉大学 求人情報提供のＩＣＴ化によるアウトリーチ型就職支援教育の展開

13 東北薬科大学 薬学部４年制学科の学士力向上を目指したキャリア形成教育

14 宮城学院女子大学 双方向メールと集いの場を融合させた就職支援システムの構築

15 東北芸術工科大学 芸術・デザイン教育による社会人力育成支援プログラム

16 東北公益文科大学 地方小規模大学におけるキャリア開発プログラムの拡充と強化

17 いわき明星大学 社会ニーズに応える人材を育成する複合型就職支援プログラム

18 東日本国際大学 ゼミを中心とした学生・保護者・大学が三位一体のキャリア教育

19 筑波学院大学 企業ニーズに応える社会人育成プロジェクト

20 足利工業大学 高い就職率を持続させる情報網の高度化と学内支援体制の拡充強化

21 国際医療福祉大学 在校生と卒業生を巻き込んだ就職支援ネットワークの構築と展開

22 白鷗大学 総合的キャリア形成支援プログラム－学生の社会人力の啓発－

23 共愛学園前橋国際大学 個別対応による社会人基礎力養成と就職機会の増加を図る取組

24 上武大学 社会的ディマンドに対応した人材育成教育プログラム

25 高崎健康福祉大学 キャリアサポートセンターの質的充実と継続教育に向けた根本改革

26 埼玉学園大学 大学と地場企業との協働による就職基礎能力向上プログラムの開発

27 埼玉工業大学 就職活動相談体制の充実と教職員の就職相談スキルの向上

28 城西大学 三位一体型キャリア支援ウェブステーションの開発と運用

29 尚美学園大学 アーリースモールサクセス経験を通じて社会に甘えない私づくり

30 女子栄養大学 コミュニケーションスキルアップ講座の開設

31 駿河台大学 ポートフォリオ学習に基づくゲットジョブプロジェクト

32 聖学院大学 「人的ネットワークによるチーム就職活動」育成プログラム

33 西武文理大学 教育の質を担保する「学習・キャリア支援センター」の設立と運営

34 東京国際大学 学生の発信力を引き出す実体験型キャリア支援プロジェクト

35 日本工業大学 技術を活かし就職満足度を向上させる工学系就職総合支援システム

36 人間総合科学大学 専門性を活かしたキャリア意識形成の総合的な就職支援

37 明海大学 就職率１００％を目指した個別支援制度について

38 ものつくり大学 わが国経済を支えるものづくり中堅・中小企業への学生就職支援

39 江戸川大学 自立を促進する少人数教育と就職支援体制の構築

40 神田外語大学 学生ポートフォリオのＩＣＴ管理システム構築によるキャリア支援

41 敬愛大学 「シコウ」を追究するキャリア教育と就職支援の融合

42 城西国際大学 介護専門職の就労促進に資する国際基準と養成プログラムの開発

43 聖徳大学 社会の中の「わたし」発見プロジェクト～時事問題を通して～

44 千葉科学大学 学生ひとりひとりの個性を伸ばす就職支援体制の構築

45 千葉経済大学 スタディ・ルームを活用した就職支援システム

46 千葉工業大学 学生の孤立化を解消する就職支援プログラム

47 千葉商科大学 企業との信頼構築に基づく千葉商科大学キャリア教育支援戦略

48 中央学院大学 将来の自分像を見据え、今に学ぶ学生を育むキャリア支援

49 帝京平成大学 ネットによる就職支援システムの導入

50 東京情報大学 未来を切り拓くキャリア形成・就職支援の強化

○　平成２１年度「大学教育・学生支援推進事業」（学生支援推進プログラム）採択一覧

［大学：２９６件］
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No 学　校　名 取　組　名　称

51 麗澤大学 インタラクティブなＩＣＴシステムを活用したきめ細かな就職支援

52 和洋女子大学 学生の希望進路実現を支援する新就職情報システムの構築

53 東都医療大学 包括的なキャリア支援のためのキャリアプランのデータベース化

54 青山学院大学 人材ニーズと学生意識との格差解消による適職発見支援

55 亜細亜大学 低学年のキャリア形成自立支援への取組－教職員一体による－

56 桜美林大学 学生と企業の橋渡しプロジェクト－アドバイザー制度の充実－

57 大妻女子大学 文理融合型女性情報技術者の養成と進路拡大のための支援事業

58 学習院大学 キャリアデザインを考慮した高度双方向情報網による就職支援

59 共立女子大学 学生一人ひとりの就職能力向上を図る全学連携支援への取組

60 杏林大学 初年次からの就業意識醸成・キャリアスキルアッププログラム

61 国立音楽大学 卒業生のデータベースを活用した音大生のためのキャリア形成支援

62 恵泉女学園大学 専門性を生かした正課外地域貢献活動によるマネジメント力の育成

63 工学院大学 オンラインシステムとアドバイザー制度による総合的就職支援

64 國學院大学 日本語力強化をベースにした社会人力養成プログラム

65 国士舘大学 就職活動を通じて自立した人材の育成を支援する「就職講座」

66 駒澤大学 学生と大学のコラボレーションによる就職支援とキャリア教育

67 実践女子大学 初年次から取組む卒業生参加型のキャリア形成・就職支援の展開

68 芝浦工業大学 入学から卒業まで総合的なキャリア形成支援体制の構築

69 順天堂大学 スポーツ系大学生の社会的実践能力を育むキャリア支援

70 昭和大学 医療系学生の社会貢献を総合的に支援するキャリア支援システム

71 昭和薬科大学 移動型就職センターの設置による学生サポート活動の試み

72 白百合女子大学 ｅ－システム（電子ポートフォリオ）を活用したキャリア力の養成

73 杉野服飾大学 学生との連携を密にした職業意識と実質就職率向上のための施策

74 成蹊大学 社会人基礎力強化プログラム「キャリアべース」

75 成城大学 少人数制・個性尊重の理念を活かした全方向的キャリア支援

76 聖心女子大学 就職活動の短期化による大学教育の向上について

77 聖母大学 看護学部卒業生における就職時の現実ショックの緩和

78 聖路加看護大学 地域教育力を活かした学士力およびＧＳＨ向上プログラム

79 専修大学 就職活動に負けない自分作りを目指した就職支援の強化

80 創価大学 ポートフォリオ等を活用した進路就職決定率と満足度向上の取組

81 拓殖大学 ｅポートフォリオを活用したキャリア力養成プログラム

82 玉川大学 集合・個別支援の組合せによる自己効力感向上プログラム

83 中央大学 学生の社会的能力向上と将来の就労イメージ醸成の支援環境の提供

84 津田塾大学 在学生／卒業生を対象としたシームレスな就職支援推進プログラム

85 東海大学 大学、同窓会、保護者の三者一体による学生の就職力向上支援

86 東京音楽大学 音大生のためのパーソナルキャリア支援プログラム

87 東京家政大学 仕事の面白さから就業意欲を喚起し生き生き働き続ける女性を育成

88 東京家政学院大学 連絡システムに就職情報を統合した双方向ネット就職支援システム

89 東京工科大学 学生の自立的キャリア形成支援に関する総合的取組

90 東京純心女子大学 女子教養教育を根幹に、学びと進路の総合的一貫指導体制の強化

91 東京女学館大学 ～出来る就活～学生の就職に関する強化支援プログラム

92 東京造形大学 モノから社会を学ぶ－卒業生が制作した製品を通じた就職支援－

93 東京電機大学 自ら考え気付く力を引出すための自己発見力養成支援

94 東京農業大学 社会が求める農学士力を備えた自律型就農者の育成支援プログラム

95 東京未来大学 子ども関連分野に主眼をおいた就職支援システムの開発

96 東京理科大学 今が大切就職支援活動を中心とした創造的な人材育成プログラム

97 東邦大学 医学部テュートリアル早期学習における学生屋根瓦システムの構築

98 東洋大学 人的資源を活用したリアルな就職活動支援

99 東洋学園大学 学生の自主・自立心の確立を支援し、就職能力を伸ばす活動

100 二松学舎大学 無業者５％未満を達成する「キャリア教育」と就職支援の再構築
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No 学　校　名 取　組　名　称

101 日本大学 Ｗｅｂを利用した就職支援用求人情報閲覧システムの機能強化

102 日本女子大学 学士力・社会人力養成の全学態勢の構築：キャリアから自己実現へ

103 日本女子体育大学 《自分を知り、社会を知る》を中心としたキャリア支援の拡充

104 日本赤十字看護大学 看護学生の適性に即した就職支援体制の構築に向けて

105 文化女子大学 就職情報の高速化と就職支援体制のネットワーク化

106 文京学院大学 電子キャリアポートフォリオを活用したキャリア支援教育の展開

107 武蔵大学 学生就活サポーターと新就職システム構築による支援体制の強化

108 東京都市大学 少人数専門教育と『攻めのインターンシップ』による就職支援

109 武蔵野大学 企業、大学、学生の三者を有機的に結ぶ就職支援環境の強化

110 武蔵野音楽大学 本学の建学の精神・教育方針の具現活動を通した就職支援への取組

111 明治大学 共感力・自己表現力の養成によるクォリティ志向型人材育成

112 明治学院大学 「ともに生きる」就職支援プロジェクト

113 明星大学 学士力向上と就職支援プログラム強化による就職活動支援

114 目白大学 就職サイトの開設と活用による学生の利便性・就職率向上の取組

115 立教大学 きめ細かな就職支援の展開―相談体制の強化と実戦的講座の開講―

116 立正大学 キャリア教育から就職支援までのトータル学生支援システムの構築

117 ルーテル学院大学 生涯にわたる自己改革を支える就職及び就労支援体制の実践と強化

118 和光大学 携帯端末・学内ＬＡＮを利用した就職活動支援の取組

119 神奈川大学 「成長支援第一主義」型総合的学生支援プログラム

120 神奈川工科大学 産学交流等による就職支援とミスマッチ抑制への対応

121 鎌倉女子大学 就職支援向け「ｅ－評価システム」・「履修カルテ」の開発と活用

122 関東学院大学 就職準備講座「自己実現プログラム」

123 相模女子大学 学生の自立を支援する就職基礎力養成に関する取組み

124 産業能率大学 教学と連動した就職支援体制の再構築

125 東洋英和女学院大学 卒業生活用による就職の早期意識化と基礎学力強化による就職支援

126 フェリス女学院大学 学生の適性にマッチした内定を獲得するための就職相談

127 八洲学園大学 社会人学生の学士力を高める学生支援プラットフォームの構築

128 横浜商科大学 厚生労働省ＹＥＳプログラムに連動した就職基礎能力修得教育

129 敬和学園大学 小人数教育を活かした学士力を養うパーソナルなキャリア支援

130 長岡大学 学生の３つの就職力一体形成支援プログラム

131 新潟医療福祉大学 学生個々の特性にあった職業選択を進めるための就職支援

132 新潟工科大学 地域の将来を担うものづくり技術者のキャリア支援プログラム

133 新潟国際情報大学 ｅラーニングを活用した総合的学生支援プログラム

134 新潟産業大学 就職支援を通じた「学士力」「就職力」「教育力」強化プログラム

135 新潟薬科大学 ポータルサイトを利用した就職支援システムの再構築

136 富山国際大学 学生・大学・地域社会の協働による地域貢献型社会人基礎力の育成

137 金沢学院大学 就職教育へつながる学習生活習慣改善及び他者貢献支援環境の構築

138 金沢工業大学 社会環境変化への対応力向上を実践するキャリア開発プロジェクト

139 金沢星稜大学 社会から求められる自己を実現するための学修支援プログラム

140 金城大学 早期に「社会人力」基盤を確立するキャリア教育

141 北陸大学 学生と社会のニーズに即した総合的就職支援体制の整備

142 北陸学院大学 「高度な専門職人材育成」と連動した就職支援体制の構築

143 仁愛大学 大学独自の就職情報誌等による情報提供や企業訪問による求人確保

144 福井工業大学 キャリア陶冶－高い倫理感を持つ専門職育成－

145 長野大学 職業人基礎能力を軸とした学生の「成長」支援

146 松本大学 大学全体が取り組む就職活動の支援を目指して

147 岐阜経済大学 就活サークルと学生・ＯＢメンター育成によるキャリア教育の充実

148 岐阜女子大学 社会ニーズに対応した学士力と高い就職率・定着率を目指す教育

149 岐阜聖徳学園大学 外部評価を活用した教員養成課程におけるＩＣＴ活用指導力の育成

150 中京学院大学 キャリアプラン早期作成を柱としたキャリア形成支援の強化
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No 学　校　名 取　組　名　称

151 中部学院大学 進路決定率１００％・進路満足度１００％の巣立ち支援体制の確立

152 東海学院大学 自己表現力を涵養する学士課程・キャリア支援プログラム

153 静岡理工科大学 ものづくり企業で活きる就業力育成をめざす就職支援

154 聖隷クリストファー大学 保健医療福祉専門職を志す学生の就職支援―地域拠点づくりを軸に

155 浜松大学 地域産業の人材育成と連携した就職担任制支援システム

156 浜松学院大学 ニーズの多様化に対応するオーダーメイド型の就職支援

157 富士常葉大学 富士山麓地域共同教育による環境マインド養成のキャリアデザイン

158 愛知大学 キャリアデザインから始まる持続的就業力醸成プログラム

159 愛知学院大学 相談体制の確保とハローワークとの連携を狙いとする支援室の開設

160 愛知工業大学 早期離職低減対策と求人情報システム強化による総合就職支援

161 愛知産業大学 生涯キャリア形成支援のための教育・相談体系プログラム

162 愛知東邦大学 小さな大学のキャリア支援－大きな夢を育てる就職合宿－

163 愛知みずほ大学 『体験学習型』学生就職支援プログラムの構築と体系化

164 金城学院大学 Ｋカルテ・一人ひとりの就職力を高めるキャリア開発プログラム

165 星城大学 自分づくりセンターと連携した全人的就職支援プログラム

166 大同大学 キャリア形成を目的とした資格取得支援講座・就職対策講座の実施

167 中部大学 就職活動プロセス（６つのステップ）による就職支援プログラム

168 東海学園大学 卒業生・企業と連携した総合的キャリア教育に関する取組

169 豊田工業大学 個を活かし、伸ばし、社会へつなぐ就職支援の取組み

170 豊橋創造大学 総合的学士力養成に向けた実践教育の改善

171 名古屋外国語大学 人間力と実践力を育成する「キャリアデザインプログラム」の実践

172 名古屋学院大学 就職活動の長期化を防ぎ学士力を確保するプログラム

173 名古屋学芸大学 共通性と専門性を融合した「キャリアデザインプログラム」の実践

174 名古屋商科大学 学生の能力と志望に応じたきめ細かい就職支援と学生満足度の向上

175 南山大学 関わりあい、教えあい、学生相互の支援活動と協働活動の創生

176 日本福祉大学 日本福祉大学就職支援組織「キャリア支援人材バンク」の構築

177 人間環境大学 就職支援強化に向けた個別相談体制の整備と社会が求める人材育成

178 名城大学 大規模大学における学士力向上に向けた就職支援の充実

179 皇學館大学 「せんぱいトーク」から始まる就職満足度向上プログラム

180 聖泉大学 ＮＰＯ・地元企業と連携した地域力循環型キャリア教育プログラム

181 びわこ学院大学 教員養成支援事業「教職者としての素養開発育成プロジェクト」

182 びわこ成蹊スポーツ大学 びわこ成蹊スポーツ大学就職支援強化推進事業

183 京都外国語大学 ホームステイ型首都圏就職活動支援オペレーションシステムの構築

184 京都学園大学 経営知識の習得・実践を通じた就職力強化と教員の指導力アップ

185 京都産業大学 大規模大学の就職支援におけるアウトリーチ・プログラムの実践

186 京都精華大学 クリエイターデビューを目指す表現者のキャリア形成支援

187 京都造形芸術大学 キャリアデザインセンター（ＣＤＣ）を中心とした就職活動支援

188 京都橘大学 教職父母連携で学生の“個”を徹底的に支援する相談体制の充実

189 京都ノートルダム女子大学 キャリア形成データベースを利用した社会人基礎力養成プログラム

190 京都文教大学 学びと社会をつなぐ資格連動型キャリア支援プログラム

191 同志社大学 個性を活かした障がい学生のキャリア支援と既卒者の再就職支援

192 同志社女子大学 職業意識の育みと就職活動困難学生に対する支援システムの強化

193 花園大学 社会人基礎力を含む学士力の養成と保護者向けガイダンスの取組

194 藍野大学 職域を広げる予防医学関連の資格講習開設及び就職情報提供の拡充

195 追手門学院大学 追手門型エンパワメント・アプローチによる就職支援モデルの展開

196 大阪青山大学 進路支援活動充実プログラム

197 大阪医科大学 優れた知識と技能を兼ね備えた良医を育てる医師力強化プログラム

198 大阪大谷大学 免許を「とりたい」から教員に「なりたい」へつなぐ学生就職支援

199 大阪河﨑リハビリテーション大学 保健・医療・福祉分野のインターンシップを通した就学・就活支援

200 大阪観光大学 学士力に社会人基礎力を反映させたキャリア教育コンテンツの開発
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201 大阪経済大学 学生の進路選択能力向上支援プログラム

202 大阪経済法科大学 不況下における学生の個別ニーズに対応した就職支援体制の構築

203 大阪工業大学 就職模擬試験、就職対策講座の実施による就職支援の充実

204 大阪国際大学 多様な情報機器活用による総合的なビジネスリテラシーの養成

205 大阪産業大学 就職非常事態宣言に基づく取組

206 大阪樟蔭女子大学 ＳＨＯＩＮしごとナビ―「出口」からの視点による学生支援強化―

207 大阪商業大学 個別面談体制と社会人力向上策の展開による就職率の維持・向上

208 大阪成蹊大学 一生涯のサポートを実現する就職総合支援プログラムの構築

209 大阪体育大学 教職を志す体育・健康福祉学部学生への総合的就職支援体制の確立

210 大阪電気通信大学 自己データベースを用いたキャリア教育による就職支援プログラム

211 大阪人間科学大学 社会を見極める目を養う訓練と社会に出るための準備の実施

212 大阪薬科大学 学生の適性に応じた多様なキャリアサポート

213 関西大学 景気に左右されない職業選択力を育む関西大学キャリアサポート

214 関西福祉科学大学 個々の学生に対応した学士力発揮のための就職支援体制の強化

215 近畿大学 雇用環境に影響を受けない就職支援の構築

216 四天王寺大学 学生個々に対応したエリア別キャリア支援の強化・推進

217 摂南大学 実践教育とＰＣ＆携帯ポータルによるヤル気醸成型就職力強化計画

218 千里金蘭大学 モバイルＥ―ｌｅａｒｎｉｎｇによるキャリア教育の支援

219 帝塚山学院大学 大学の総力をあげた多様な就職支援による就職率アップ

220 阪南大学 阪南コネクションの構築によるキャリア教育及び就職支援の強化

221 森ノ宮医療大学 統合医療を担うパラメディカル育成の為のキャリア教育と就職支援

222 芦屋大学 教職員協動による学生リアルタイムサポ―ト体制の構築と実施

223 大手前大学 ＯＣＤ導入と精緻な企業情報提供による就職支援強化プログラム

224 関西国際大学 「出遅れない就職活動」へ誘うための重層的支援

225 関西学院大学 急激な社会状況の変化に対応する実践的キャリア・就職支援

226 甲子園大学 「キャンパス・キャリア・ファイル」による段階的就職支援の構築

227 甲南大学 ニート回避と未内定者削減のための就職相談・情報提供体制の充実

228 甲南女子大学 キャリアノートによる社会人基礎力・人間力涵養プロジェクト

229 神戸海星女子学院大学 学生のキャリアアップ支援プログラムの構築

230 神戸学院大学 採用企業の視点を重視した社会人力育成と進路支援体制の強化

231 神戸芸術工科大学 デザイン・アート系大学における就職意識向上プログラムの構築

232 神戸松蔭女子学院大学 学士力の意識化を中心に据えたキャリア教育への全学的アプローチ

233 神戸女学院大学 「石の上にも１０年」～早期離職に歯止めをかけるキャリア支援

234 神戸女子大学 管理栄養士キャリア支援ネットワークの構築

235 神戸山手大学 学生自ら中長期的キャリア設計のできる人材育成プログラム

236 宝塚造形芸術大学 グループ制作演習の実体験を通じた総合学習力・就職力強化支援

237 兵庫大学 職業人としての基礎能力の育成と就職支援プログラムの展開

238 流通科学大学 就職力向上プロジェクト

239 畿央大学 担任教員と担当職員の連携によるきめ細やかなキャリア支援事業

240 帝塚山大学 教育力を基盤とした全学的なキャリア形成支援体制の強化

241 天理大学 キャリア＆メンタルサポート学生支援プログラム

242 奈良大学 「気づきと振り返り」促進による自立心・行動力・向上心の育成

243 鳥取環境大学 情報の一元管理とＷＥＢを利用した就職活動支援システムの構築

244 岡山学院大学 小規模大学の特色を生かした就職支援体制の構築

245 岡山商科大学 「地学地就」の理念に基づいたキャリア教育と就職支援の強化

246 岡山理科大学 地方理工系大学における迅速で組織的な就職支援システムの構築

247 環太平洋大学 地方の新設大学における学士力の可視化による就職力強化の取組

248 吉備国際大学 就活実践力の養成と総合的な就職支援プログラム

249 倉敷芸術科学大学 入学から卒業後までの総合的就職サポート体制の構築

250 山陽学園大学 就活力と就労継続力向上による正規就労を目指した個人支援体制
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251 ノートルダム清心女子大学 “こころをつなぐ学生支援”社会の要請に応える就職支援を中心に

252 美作大学 Ｕターン・資格専門職を目指す学生の自主性を育てる就職支援

253 エリザベト音楽大学 五線譜から電子ポートフォリオへの転換によるキャリア支援教育

254 広島文化学園大学 就職支援を中核とした、学士力向上に資する学生支援プログラム

255 日本赤十字広島看護大学 看護学生のための早期離職予防シミュレーション・ナビゲーター

256 比治山大学 学生一人ひとりに対応した全学的なキャリア形成支援体制の構築

257 広島経済大学 ゼミ担当教員とキャリアセンターが連携した就職指導体制の強化

258 広島工業大学 技術系学生の社会人基礎力育成のためのキャリアデザイン

259 広島国際大学 学生・教職員協働サークルの運営による学生支援と就職支援の接続

260 広島国際学院大学 全人的教育課程の構築による学士力確保と就職支援強化への取組

261 広島修道大学 拡大エンロールメント・マネジメントによる生涯キャリア形成支援

262 広島女学院大学 新しいコミュニティーを利用した女子大生の就職活動支援

263 福山大学 教員を核とする人的ネットワークに基づく就活力の養成プログラム

264 福山平成大学 「学生支援総合システム」の構築

265 宇部フロンティア大学 小規模大学の特性を活かした就職支援プログラムの構築と実践

266 徳山大学 ＥＱ教育とキャリアデータベースを核とする双方向型学生支援事業

267 松山大学 内定獲得のための学生支援プログラム

268 九州国際大学 自らが考え行動する自立した社会人を育むＫＩＵキャリア形成支援

269 九州産業大学 女子学生キャリア支援ならびに心のケア支援

270 九州女子大学 品格を求めて―社会に適応できる強くてしなやかな女性の育成―

271 久留米大学 成長・協調型の自己分析を用いた就職支援体制の構築

272 西南学院大学 将来の進路を展望した人間力・学士力向上プログラム

273 西南女学院大学 就職支援用情報システムの導入及び効果的な支援プログラムの構築

274 中村学園大学 小学校教員採用試験受験支援のためのｅ－ラーニング演習の構築

275 西日本工業大学 学士取組名称力確保を目指すＮＩＴ教育就職支援強化プログラム

276 福岡大学 多様性社会に呼応した主体的進路選択型の就職支援プログラム

277 福岡工業大学 キャリアプランニング支援と就活学び直しプラスワンプロジェクト

278 福岡国際大学 在学生および卒業生の就職不安と悩みをサポートする就職支援

279 福岡歯科大学 臨地体験と就業情報通信システム構築による歯学生の就業支援強化

280 西九州大学 就職活動コーディネート強化による就職の質向上プロジェクト

281 長崎ウエスレヤン大学 多様な学生のエンプロイアビリティ形成のための個別支援体制

282 長崎外国語大学 ＳＮＳを活用したキャリア形成支援・就職支援体制の整備

283 長崎国際大学 学生個々の早期及び主体的進路決定力育成と総合支援システム構築

284 長崎純心大学 キャリアデザインアクションプログラム－選ばれる人材開発―

285 長崎総合科学大学 地方大学における就職支援

286 熊本学園大学 Ｗｅｂ公開システムによる就職支援と職業人としての基礎能力育成

287 崇城大学 地域企業との連携による大学の新しいキャリア教育への取組み

288 日本文理大学 就職ポートフォリオを活用した就職力育成プログラム

289 別府大学 全学的・体系的な就職支援・キャリア教育を目指す総合対策プラン

290 九州保健福祉大学 個別指導重視によるキャリア意識形成に基づく就職支援体制の構築

291 宮崎国際大学 双方向型進路・就職自己管理システムの構築と就職支援の拡充

292 鹿児島国際大学 カウンセリングマインドで卒業生までも含むキャリア形成支援

293 鹿児島純心女子大学 企業アンケートに学ぶ学士力・実務力向上と学生支援体制の強化

294 志學館大学 学生の「粘る力・人間力」を向上させる双方向型就職支援の強化

295 沖縄大学 産学連携業界別就職特別ゼミの開設

296 名桜大学 先輩・後輩コミュニティを基本とする学習支援センターの構築
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1 札幌国際大学短期大学部 短大２年、卒後２年、追跡型キャリアパスシステム

2 函館短期大学 地方短期大学の資格取得支援計画による教育力の向上と就職支援

3 北海道自動車短期大学 学生の自律性を伸ばす学生支援の充実

4 北海道武蔵女子短期大学 「卒後３年目サロン」を中核とした在学生・卒業生への多元的支援

5 青森明の星短期大学 養成校・現場および地域による双方向型保育者養成の取り組み

6 青森中央短期大学 ＩＣＴ活用による専門職を目指した生涯キャリア支援プログラム

7 日本赤十字秋田短期大学 介護実習の教育効果を上げる実習指導体制

8 山形短期大学 ほいくる！こども王国

9 群馬社会福祉大学短期大学部 社会福祉施設及び関連機関への就職支援のための総合的な取組

10 国際学院埼玉短期大学 総合理解力の向上を図る就職支援プログラム

11 武蔵丘短期大学 全教職員が応援する就職活動「ムサタン５Ｃ」

12 植草学園短期大学 よりよい職種選択を支え正規職員就職率を高める体験学習の組織化

13 聖徳大学短期大学部 学生生活を就職活動へ発展させるための総合的支援

14 千葉経済大学短期大学部 模擬試験・就職対策講座などを活用したきめ細やかな支援システム

15 東京経営短期大学 キャリア教育の実践による総合的な教育力の向上と就活力の強化

16 愛国学園短期大学 学生個人のニーズに合った就活支援体制づくりにむけて

17 国際短期大学 キャリアデザインを軸とした総合的な学生支援プログラム

18 実践女子短期大学 学習ポートフォリオを活用したキャリア形成支援の重層的展開

19 女子栄養大学短期大学部 学士力の技能分野（読み、書き、聞き、話す力）の向上を目指す

20 杉野服飾大学短期大学部 ファッションアドバイザー育成を軸とした教育と就職支援体制の構築

21 創価女子短期大学 Ｕターンを中心としたより効果的できめ細かな就職支援強化の取組

22 戸板女子短期大学 目標管理シートによる自学自律学習とサポーターによる個人指導

23 東京家政大学短期大学部 縦・横・斜め支援で学生のやる気と生きる力を育て社会に送り出す

24 文京学院短期大学 就業力向上支援の強化と既卒者を含むキャリア支援体制の確立

25 目白大学短期大学部 夜間・休日における就職相談実施による学生の利便性向上の取組

26 山野美容芸術短期大学 職業資格教育を主たる目的とする短期大学の進路先の多様化

27 和泉短期大学 学生と卒業生による学びの循環の場「和泉コミュニティ」の形成

28 湘北短期大学 「勇気づけ企業面接会」による仕事への意欲と社会人基礎力の育成

29 明倫短期大学 就職先定着のための情報共有化と迅速な情報配信による学生支援

30 金沢学院短期大学 就職をバックアップする学士力強化元気プロジェクト

31 金城大学短期大学部 “Ｆａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅ”の就職支援～３つの強化策～

32 星稜女子短期大学 潜在的ニートゼロのための総合型学生支援ポータルサイトの構築

33 北陸学院大学短期大学部 卒業者の仕事調査に基づく就職指導プログラムの構築

34 仁愛女子短期大学 地域社会を支える女性のチカラを育む学生支援システムの構築

35 中京短期大学 学生による専門別栄養指導とお弁当創作による栄養士実践力の向上

36 中部学院大学短期大学部 学生シーズと現場ニーズのマッチングによる個別的キャリア支援

37 愛知学泉短期大学 就業意識啓発キャリア支援プログラム

38 愛知大学短期大学部 ライフデザインの描写と、職業人としての基礎を育む総合教育支援

39 岡崎女子短期大学 求職求人をマッチングさせて紹介する就職支援情報システムの活用

40 豊橋創造大学短期大学部 正課の授業と連携した総合的なキャリア教育支援

41 名古屋学芸大学短期大学部 建学の精神を具現化させた「キャリアデザインプログラム」の実践

42 名古屋短期大学 ＯＧ・学生・教職員による共同作業としての就職支援活動の展開

43 高田短期大学 キャリアカルテを用いた生涯就職支援システムの構築

44 滋賀短期大学 「すみれカレッジジョブカフェ」キャリアサポートシステムの構築

45 びわこ学院大学短期大学部 就職支援事業「なりたい自分発見プロジェクト」

46 池坊短期大学 顔のみえるキャリア支援を目指した双方向ネットワークの構築

47 華頂短期大学 学生研修をベースとする社会人へのレディネス育成プログラム

48 京都経済短期大学 在学生・卒業生の循環的就職支援体系とキャリアデータベース構築

49 京都光華女子大学短期大学部 短期大学士力養成のための具体的実践としてのキャリア教育の推進

50 京都西山短期大学 学生支援ポートフォリオ教育プログラム

［短期大学：８４件］
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No 学　校　名 取　組　名　称

51 京都文教短期大学 「やる気・本気・根気」～学生の成長実感を高める就職支援の実践

52 藍野学院短期大学 学生に対するフィジカルケアの実践及び就職支援導入に向けて

53 大阪青山短期大学 進路支援活動充実プログラム

54 大阪薫英女子短期大学 厳しい就職戦線に即応したきめ細かい就職活動サポート体制の構築

55 大阪城南女子短期大学 女子短期大学士力の育成をめざす礼法と日本語教育による就職支援

56 大阪成蹊短期大学 一生涯のサポートを実現する就職総合支援プログラムの構築

57 大阪千代田短期大学 専問知識・人間教養知識・社会人能力を融合した学士力

58 関西外国語大学短期大学部 短大・企業・学生の三位一体による就職支援システムの構築

59 プール学院大学短期大学部 個別指導型地域産業人材育成と就職支援

60 大手前短期大学 ＣＰＬＡＴＳ導入と企業情報提供の精緻化による就職支援強化策

61 神戸山手短期大学 企業が求める社会人基礎力と就職意欲向上支援プログラム

62 東洋食品工業短期大学 ひばり発就活力ＵＰプロジェクト

63 兵庫大学短期大学部 職業人としての基礎能力の育成と就職支援プログラムの展開

64 大阪樟蔭女子大学短期大学部 「学士力の形成＝就職率向上」短期実践キャリア支援プログラム

65 奈良佐保短期大学 キャリアからリカレント教育へ展開する自律分散型支援プログラム

66 岡山短期大学 保育専門職への就職・定着支援プログラム

67 山陽学園短期大学 就労継続力を身につけた専門職就職重視の個人支援プログラム

68 順正短期大学 人間力育成カルテに基づく就職支援

69 美作大学短期大学部 徹底したマッチング指導によるＵターン・資格専門職就職支援

70 徳島工業短期大学 進路支援室の充実、情報データベース化とメーリングシステム導入

71 香川短期大学 キャリア活性化教育推進プログラムの構築

72 高知学園短期大学 キャリア形成の充実による就職等総合的な学生支援

73 久留米信愛女学院短期大学 卒業生のマンパワーを活用したキャリア形成・就職支援プログラム

74 香蘭女子短期大学 『香蘭生』への生涯就職サポート体制確立のための布石

75 西南女学院大学短期大学部 就職支援用情報システムの導入及び効果的な支援プログラムの構築

76 中村学園大学短期大学部 組織的取組による短期集中型キャリア形成支援プログラム

77 西日本短期大学 人間力育成教育と情報の可視化・共有化による進路支援プログラム

78 東筑紫短期大学 Ｗｅｂアプリケーションによる就職支援システムの構築

79 福岡女子短期大学 「自己リード」実践支援プロジェクト―卒業生３０歳の実りに―

80 佐賀女子短期大学 学生の積極的な就職・進路活動を促すキャリア形成支援

81 西九州大学短期大学部 学生の特性に適合した協同型就職支援システムの構築

82 長崎短期大学 教職協働と地域との「絆」が育む学生の社会適応力

83 鹿児島純心女子短期大学 地元企業との連携と学生の学習力・行動力を支援する組織の強化策

84 鹿児島女子短期大学 めざそう＜平成の篤姫＞！―鹿児島発社会人力養成プログラム―

No 学　校　名 取　組　名　称

1 金沢工業高等専門学校 共同と共創によるキャリアデザイン教育

［高等専門学校：１件］
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No 学　校　名 取　組　名　称

1
十文字学園女子大学
十文字学園女子大学短期大学部

就職システム改善、講座開設等の就職支援強化による学生支援

2
嘉悦大学
嘉悦大学短期大学部

企業ニーズ志向の教育実現のための教員全員参加型就職フォーラム

3
昭和女子大学
昭和女子大学短期大学部

緊急課題への対応と実社会連携型キャリアビジョン育成プログラム

4
白梅学園大学
白梅学園短期大学

携帯サイトを活用したキャリア・生活支援システムの構築と展開

5
昭和音楽大学
昭和音楽大学短期大学部

音楽大学の特性を生かしたキャリア支援体制の強化と充実

6
新潟青陵大学
新潟青陵大学短期大学部

新潟青陵トリプルサポートプログラムによる学生支援

7
清泉女学院大学
清泉女学院短期大学

自ら考え行動できる人材育成のための総合的就職支援プログラム

8
名古屋産業大学
名古屋経営短期大学

実践力を共に育む「多文化共生コミュニティ」の形成

9
名古屋女子大学
名古屋女子大学短期大学部

在学生と卒業生のキャリア形成のための体系的支援プログラム

10
大谷大学
大谷大学短期大学部

学生のニーズや適性に応じた総合的な就職支援体制の強化

11
京都女子大学
京都女子大学短期大学部

就職活動支援による職業選択能力の育成

12
龍谷大学
龍谷大学短期大学部

ｆａｃｅ　ｔｏ　ｆａｃｅ面談強化による就活リスタート支援

13
大阪音楽大学
大阪音楽大学短期大学部

「音楽の仕事情報館」構築による学生の音楽仕事力育成と就職支援

14
大阪女学院大学
大阪女学院短期大学

戦略的就職支援システム導入による就職サポートサービスの充実化

15
武庫川女子大学
武庫川女子大学短期大学部

就職支援強化のための入学時からのキャリア・就職一貫支援

16
就実大学
就実短期大学

キャリア支援・開発指導推進による学生の就職力の向上

17
中国学園大学
中国短期大学

ｅ－ラーニングの活用とＵＩＳＣの相乗運用による専門職就業対策

18
四国大学
四国大学短期大学部

「未来を拓く力」を掴む５つのプログラム

19
高松大学
高松短期大学

学びの現場と学生支援情報を統合したキャリア形成支援

　※　共同申請について、採択状況の表においては、代表校の該当区分に計上。

［共同：１９件］

9 / 9 ページ



平成２１年度「大学教育・学生支援推進事業」

（学生支援推進プログラム）

［目 的］

本事業は、各大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」という。）から申請さ

れた、各大学等における学士力の確保や教育力向上のための取組の中から、達成目標を

明確にした効果が見込まれる取組を選定し、広く社会に情報提供するとともに、重点的

な財政支援を行うことにより、我が国の高等教育の質保証の強化に資することを目的と

する。

［対 象］

「学生支援推進プログラム」は、新規学卒者の内定取消しなど学生の雇用が不安定と

なっていることに対応するため、私立大学を中心に各大学の学生への就職支援の強化な

ど総合的な学生支援の取組を推進。

国立及び公立は、国立大学法人運営費交付金など、国や地方公共団体から学生支

援の取組への財政支援を受けており、各大学等の必要性に応じて総合的な就職支援

の取組を行うことが可能であることから私立大学を中心に採択。

［取組内容の確認］

「学生支援推進プログラム」の採択に当たっての取組内容の確認は、独立行政法人

日本学生支援機構において運営される「学生支援推進事業委員会」（別紙：委員名簿）

及び文部科学省において実施。

［予算等］

平成２１年度予算 当初：２４億円

補正：１３億円

財政支援期間 大学：２～３年

短期大学・高等専門学校：２年



（別紙）

平成２１年度「大学教育・学生支援推進事業」

（学生支援推進プログラム）

学生支援推進事業委員会 委員名簿

委 員 長 小出 忠孝 愛知学院大学学長

学校法人愛知学院学院長

副委員長 永井 和之 中央大学学長

学校法人中央大学総長

委 員 佐藤 弘毅 目白大学・同短期大学部学長

学校法人目白学園理事長

委 員 濱田 勝宏 文化女子大学副学長

学校法人文化学園理事

委 員 渡部 直樹 慶應義塾大学商学部教授

学校法人慶應義塾常任理事

（以上５名）




