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2006 年７月 27 日 

 

「就職・キャリアセンター」の取組みについて 

 

山梨学院大学 

就職・キャリアセンター 課長 土橋久忠 

 

１ 概要 
本センターは、本学学園づくりの目標である「個性派私学」の理念を指標とし、学生の

声を活かしたオリジナリティー重視の取組みを行っている。その目的は、学生各人の自主

的なキャリア意識の啓発と能力向上にあり、新入生の段階からの多様なキャリアプログラ

ムを実践している。 

① キャリアカウンセリングの実施 多様なニーズをもつ学生に対して、就職・キャリア

センターのスタッフ（10 名）が日常的な個別相談を実施している。就職、進学、資格取

得、およびキャリアプラン形成等の相談をはじめ、就職活動に際しての履歴書添削、模

擬面接の実施、公務員試験・各種資格試験対策の相談、さらには各学科の科目履修内容

についての質問対応などが日常的に行われている。こうした対応の充実のため、就職・

キャリアセンターには、キャリアカウンセラー、各業界、公務員、資格等のプロがスタ

ッフとして待機している。各人が専門分野を担当し、各種対策講座において自ら講座の

講師を務めるなど、その豊かな経験と専門的知識に基づいて、学生各人の個別状況に応

じた具体的できめ細かな学習指導アドバイスを行っている。 
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新入生からの 

多様なキャリアプログラム 

カリキュラム委員会 

（学生のニーズに合った科目の検討）

新入生研修企画運営委員会 

（大学での学習の基礎支援を検討）

大学教育改革委員会 

（大学の将来構想を検討）

連携

学生の意見の反映

全体組織図 

 

教 授 会 

就職・キャリアセンター 

（キャリアカウンセリング実施、

資格取得支援、公務員受験支援、

教員・学生との連携など） 
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② オリジナルなキャリア支援プログラムの実施 学生各人の個性と希望に応じた多様な
講座を開講している。各講座実施後は参加学生に意見・感想文を提出してもらい、その

内容は次回講座に反映させ、さらに改良を加えている。これによって、より学生のニー

ズにかなった講座実現が可能となっている。主な講座の内容は、下の図と次頁の表に示

した通りである。 

 

 

 

キャリアプラン決定者 

公務員希望者     民間企業希望者 進学希望者 

公務員受験対策講座  業界研究講座   進学ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

公務員模擬試験    業界別懇談会 

公務員職種別説明会  ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ実践講座 

就職合宿ｾﾐﾅｰ 

就活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ制度

１、２年生対象自己啓発プログラム 

キャリアプラン講座 

仕事研究シリーズ、職場見学会、自分探し仕

事探しセミナーなど 

学   生 

 

ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

キャリア系選択科目群 

新入生研修、教職課程、ｲﾝﾀｰﾝ

ｼｯﾌﾟ、産業と職業の研究など 

資格取得希望者 

資格取得対策講座（秘書技能検

定資格、宅地建物取引主任者資

格など）、ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ制度

キ

ャ

リ

ア

ア

ッ

プ 

卒 業 
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２  オリジナルなキャリア支援プログラム 
（実施経過－抜粋） 

講座等の名称（開始年度） 内容 

就職合宿セミナー 

（昭和 59 年） 

学生の希望と就職環境に配慮して企業の人事担当者や外部の専

門講師を招き、就職活動の仕方、自己表現法、論文・作文指導、

模擬面接、集団討論等を実施（年１回、１泊２日で実施）。これ

らを学生に集中して疑似体験させ、実際の採用選考対策の一助と

している。本年で 20 回を迎えた。本取組については、数校の大

学が見学に訪れ、大学ごとにアレンジを加えて実施されている。

就職ノート（小型手帳形式）

（昭和 62 年） 

３年生全員に配布している。自己分析の仕方など就職活動に必要

な情報、実戦的アドバイスを満載した本学オリジナルの携帯用ノ

ートである。変化する就職状況に対応するため、毎年改訂が行わ

れている。実施当初から他大学からの問合せも多く、多数の大学

において就職ノート作製の際の見本となっている。 

ラストガイダンス 

（平成元年） 

４年生に対し、「社会人としての心構えやマナー」について、外

部講師を招き講話を実施している。 

就職活動貸付金制度 

（平成６年） 

学生が満足のいく就職活動を行えるように、就職活動に要する費

用の一部を援助している（上限 10 万円。無利息、無担保で６ヵ

月間貸付）。 

就活アドバイザー制度 

      （平成 14 年） 

就職活動を控えて不安や焦りをもつ３年生に対して、就職の内定

した身近な先輩（就活アドバイザー）から就職活動の実体験を直

接伝え、アドバイスする機会を提供する相談会である。 

キャリアプラン実践講座 

（平成 15 年） 

３年生を対象とし、自己分析法から選考試験対策まで、就職活動

時期に合わせて主体的に学習する機会を与える実践参加型の講

座である（月２回、年間 14 回実施）。 

キャリアアップサポート 

制度    （平成 16 年） 

キャリア形成を考え、公的資格試験にチャレンジする意欲的な学

生が試験に合格した場合に、目標達成の「ミニ成功体験」を賞賛

するために奨励金（図書券）を支給し、さらなるスキルアップの

励みとする。 

コミュニケーション 

能力アップ講座 

（平成 17 年） 

主として３年生を対象とした３日間の研修である。「FM 甲府」

と提携し、講義と実践を通じて、コミュニケーション能力の向上

と、マスコミ受験や自己表現力の求められる就職活動に備えるこ

とを目的とする。 

自己実現サポート講座 

（平成 17 年） 

全学年を対象とした３日間の研修である。ゲームやグループワー

キングなどを通じて自己分析をし、卒業後の「生涯を通じたビジ

ョン策定とその達成」のための能力形成を目的とする。 
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① 職場見学会 民間企業、公務員の希望別にバスツアーを実施している。見学後は、学生
各人の将来像が明確となり、勉学や就職活動意欲も向上しており、現実的に学生各人の

キャリア意識を啓発している。 

―講座を受講した学生の感想― 

■ 「職場見学会・民間コース」を受講（参加感想文より一部抜粋） 

商学部 商学科 １年生 

「大きな規模の会社訪問を、少ない費用で１日に３社も実現でき、たいへん有意義だ

ったと思う。できることなら、１度だけでなく年に複数回行ってほしい。今回の職場

訪問は、自分の就職を真剣に考えるきっかけとなった。今後は自分の興味のある会社

を、個人的にも進んで訪問してみたいと思う。」 

■ 「職場見学会・公務員コース」を受講（参加感想文より一部抜粋） 

法学部 法学科 ２年生 

「警視庁、都庁、消防庁はいずれも『人のため』に自分を犠牲にして働く所であると 

実感した。日々、人々の幸せを考えて行動している職員の姿にたいへん感動を覚えた。 

今回の見学で、私の将来の夢がさらに具体的なものとなり、夢に向かってのやる気が 

より一層強くなった。」 

② 自分「彩」発見セミナー 

この講座参加者は、ラベルワークを通して自

身の個性や可能性に気づく機会を得ている。ま

た、自身の個性を見つめ直し、ひいては、その

個性や能力にふさわしい職業を見つけ出す契機

となっており、３年生からの就職活動の準備に

活かされている（右の写真参照）。 

ラベルワークによる自己分析の様子 

③ インターンシップ 平成元年より実施している。法学部法学科は、「司法実習」として

司法書士事務所で実施している。法学部政治行政学科は、「公務実習」として主に地方

公共団体で行っている。商学部商学科は、「企業実習」として民間企業で実施。経営情

報学部経営情報学科は、平成元年より「企業実習」として実施していたが、平成 16 年か

ら「インターンシップ」と名称変更して、引き続き民間企業で実施している。 

 

④ 山
や ま

翡翠
せ み

の会 平成７年より、毎年 1 回、就職・キャリアセンターが独自に実施してい

る。関東圏、長野、静岡を中心に活躍する卒業生の懇談会であり、個々の職場の採用情

報を後輩のために提供してもらっている。現役学生も参加して卒業生と交流し、先輩か

ら直接アドバイスを受ける良好な機会となっている。 

⑤ コミュニティーFM 局による就職情報の提供 FM 局（本学キャンパス内で開局されてい

る）を通して、就職・キャリアセンターの職員が毎週企業のトップや人事担当者を招き、

企業の最新情報や就職情報を本学の学生だけでなく、地域の方々や他大学の学生に対し

ても発信している（平成 15 年より開始。放送回数は 150 回を超えている）。 
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３ プログラムの全体図 

新入生からの多様なキャリアプログラム 
進路ガイダンス－学年ごとに実施 

キャリアカウンセリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

キャリア系選択科目群 

新入生研修 

教職課程（中･高等学教諭） 

社会教育主事養成課程 

インターンシップ 

司法・公務・企業実習 

産業と職業の研究 

法学検定特講 

警察の研究 

消防・防災の研究 

資格経営学 

資格簿記 

資格財務諸表論 

資格商業学 

資格経済学 

女性とキャリア形成 

メディアとビジネス 

山翡翠（やませみ）の会 

卒業生による就職情報の提供 

公務員希望者対象 

公務員ガイダンス 

受験対策講座 

公務員受験相談 

基礎講座Ⅰ 

基礎講座Ⅱ 

上級教養講座 

専門講座 

公務員模擬試験 

合格者体験報告会 

公務員(卒業生)講話 

公務員職種別説明会 

直前対策講座 

教員採用対策講座 

資格取得希望者対象 

資格受験ガイダンス 

資格試験受験対策講座 

宅地建物取引試験講座（80 コマ） 

秘書技能検定２級講座（18 コマ） 

販売士２級講座（18 コマ） 

簿記３級講座（18 コマ） 

ＦＰ３級講座（36 コマ） 

国内旅行管理者講座（54 コマ） 

マンション管理士講座（20 コマ） 

同管理業務主任者講座（24 コマ） 

ＴＯＥＩＣ団体試験(年２回) 

資格試験受験支援 

キャリアアップサポート制度 

１、２年生対象 

自己啓発プログラム 

キャリアプラン講座 

仕事研究シリーズ（５回） 

職場見学会（公務・民間ｺｰｽ） 

自分探し仕事探しセミナー 

ゼミ・クラブ別出前講座(随時） 

業界研究講座 

インターンシップ 

進学希望者対象 

進学ガイダンス 

進学相談(編入、大学院、専門学校） 

コミュニティーFM 局 

就職情報の発信 

ラストガイダンス（４年生） 

社会人の心構え 

以上

民間企業等就職希望者対象 

就職相談 

就職ガイダンス(３回) 

キャリアプラン実践講座（14 回） 

就職試験対策講座（23 回）  

総合適性検査 

業界研究講座（11 回） 

就職模擬試験 

女子学生セミナー 

留学生就職セミナー 

業界別懇談会（卒業生 14 名） 

内定者報告会（４年生５名） 

就活アドバイザー制度（4 年生 10 名） 

マナー講座 

面接対策講座 

就職合宿セミナー 

就職活動資金支援 

就職活動貸付金制度 


