
就業力
科目ガイド

平 成 2 8 年 度 開 講 　

共通教育科目
［社会人入門分野・地域学講義Ⅵ］
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学部ごとの科目配当について

履修について

※1　人文学部は、平成26年度入学生より適用。
※2　経済学部は、平成25年度以前に入学した3・4年次生が対象。
◆薬学部については、上記6科目いずれも履修対象ではありません。

※抽選希望登録の結果、受講許可を受けた科目については、必ず、第1回目の授業から出席してください。

履修登録の流れについて

講義内容
の確認

講義内容および
時間割について確認

◆就業力講座Ⅰ～Ⅲおよび就業体験講座は、受講人数に制限があります。
受講希望者は予め抽選希望登録により申込をして、受講の許可を受けなければ履修登録できません。時間割を確認のうえ、申し込み
をしてください。

履修登録の日程等詳細については、『履修の手引』『CAMPUS』で確認してください。

抽選希望
登録科目
の申込

WEBによる申込

結果発表
・
確認

抽選希望登録の
結果を確認する。
WEBによる確認。

WEB
履修登録

登録内容を確認の
うえ、履修登録を
完了させる。

就業力講座 Ⅰ 前期

就業力講座 Ⅱ 前期

就業力講座 Ⅲ 前期

就業体験講座 通年

産業界等連携講座 前期

地域学講義Ⅵ 前期

科目名（学期）
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受講対象
年次

1年次のみ

2年次のみ

3年次以上

2年次以上

3年次以上

2年次以上



獲得した知識や
技能を社会に役立てることができる
獲得した知識や技能を
社会に役立てる力

自己と他者の個性を尊重して
協働できる

自己と他者の個性を尊重したコミュニケーション力
チームワーク力

論理的な思考で
問題解決策を導くことができる
論理的思考力

問題を発見し解決する方策を導く力

学生一人一人が、自身の生き方を考える、人と関わる、問題・課題と関わる等、
様々な場面で能力を発揮できるように、学生自身が、立てた目標（PLAN）を自ら
実践（DO）し、振り返り（CHECK）の後に自ら改善（ACTION）を繰り返し行う中
で、就業力を醸成し、なりたい自分への成長を促せるような授業を展開します。

将来の進路をイメージしながらキャリアアップを図ります。

人との関わりの中で求められる能力や職
業観・勤労観など、社会人として必要とさ
れる能力（就業力）が高まります。

1

共通教育科目として、
就業力科目5科目および地域学講義Ⅵを開講します。

就業力科目および地域学講義Ⅵ

3年次2年次1年次

社会人
入門分野

共通教育科目内で開講する就業力科目（5科目）および地域学講義Ⅵは、社会から求められている「就業力」を高めるための科目です。
※就業力とは、どんな仕事（業界・職種）に就いたとしても、社会生活を送っていく上で必要とされる、いわゆる社会人としての基礎能力です。

★本学全ての在学生が「就業力」を身につけられるように共通教育科目として開講
就業力を高めることは、自信の土台作りになり、学部教育での更なるのびが期待できるでしょう。
大学生活の中で、自らの将来の進路を見据えた目標を持ち、充実した大学生活を送るためにも本講座の受講を勧めます。

就業力講座 Ⅰ 就業力講座 Ⅱ
就業体験講座

就業力講座 Ⅲ

地域学分野

テーマ

地域学講義Ⅵ

産業界等連携講座

本学が推し進める就業力科目の進め方

体験学習で学ぶ
大学生活を充実させるために、自ら
考え行動することの重要性を学ぶ

1年次 体験学習で学ぶ 〉〉〉

シミュレーションソフトを活用
した体験学習でスタート

2年次 具体的事例から学ぶ 〉〉〉

より社会を近く感じられるよう
具体的な事例に触れる

3年次 実際の企業から学ぶ 〉〉〉

実際の企業との関わりの中
で、実践的な就業力を高める

具体的事例から学ぶ
将来の進路に向けて目的意識を
持ち行動できるようにする

実際の企業から学ぶ
企業等との関わりを通じて実践
的な就業力を高める

実践的な授業で身につく就業力

●ゼミ・授業
●インターンシップ・実習
●課外活動・クラブ活動
●キャリアデザイン講座
●業界研究・資格取得
●ボランティア活動

自分を成長させる
ためのアクション
プランを計画

計画した
アクション
プランを実践

1
PLAN
目標設定

3
CHECK
振り返り

4
ACTION
改善

2
DO
実践

実践したことを
振り返る

次のアクションに
向け改善策を
考える

本学の
就業力

生涯にわたり自ら考え
行動することができる
自己理解
自己管理力
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自分の書いた計画を
プレゼンテーションしよう15 私のキャリアデザイン」の内容を文章化し、プレ

ゼンテーションを行う。

私のキャリアデザイン14 今まで学んできたことを基に、大学生活の具体
的な行動計画を作る。

私を支えてくれた人13 これまでに支えてくれた人を「支え」「感謝」など
をキーワードにして探り、多くの人への感謝と、
自分が意味ある存在であることを認識する。

自分に見えない
自分の姿12 「ジョハリの窓」で自分に見えない自分の姿に気

付き、潜在力を開花する方法を考える。

第1回目、第2回目での活動を踏まえ、自身の言動・行動を振り返り、今後
の学生生活の中で、どのように活かしていくことができるかを考える。
トライ＆エラーを繰り返しながら、何度も仮説→検証→修正のサイクル
を回し、情報活用や合意形成、意志決定を体験する中で、失敗の活かし
方、乗り越え方を学ぶ。

体験学習（第3回）11

第1回目での活動を振り返り、自身が、グループ
活動において、何に貢献できたのか、どのように
取り組めばよりよい結果を出せるのかを考え、こ
れを実行に移し、大胆な試行と検証を繰り返す。

体験学習（第2回）10

3回の体験学習では、コンビニの店長となりグループで店舗運営（パソ
コン上でシミュレーション）を行い、グループディスカッションを通じて、
仮説を立て⇒実行し⇒結果の検証を経て⇒修正計画を立て⇒再度実
行に移す（PDCAサイクルを回す）ということを体験をしてもらいます。
目標に向かって取り組むにあたり、グループ活動における意思決定プ
ロセスの中で、何を意識し、どのように取り組んだのか、何ができて、何
ができなかったのか、をワークを通じて考えてもらいます。

第1回目は、体験学習の概要を説明した上で、専用ソフトを使いながら、
基本操作を覚え、グループでよりよい結果を出すために、どのように取
り組んでいくかを考える。

体験学習（第1回）9

失敗と目標実現の関係を学び、目標実現までのプロセスを
考え、失敗経験が成長につながっていることを理解する。

目標実現までの
プロセス8

人生は選択し、決定し、行動する、のプロセスの
繰り返しであることに気付き、これから自分が
大切にしたい行動規範を考える。

自己概念とキャリア
マインド・大学生活と
自己責任

7

世の中のことを考えよう6 世の中の自分と学問（科目）との関係を考え、科目
が世の中に深くかかわっていることを理解する。

ディスカッションの
構造と心構え5 ケーススタディもしくは演習でディスカッション

の構造を理解する。

「これが私だ」と思える絵を描いたり、コミュニ
ケーションバズワークをする中で、自分を伝える
難しさやコミュニケーションの意味を理解する。

自己紹介・協力と共有3 自己紹介シートを作成し、自己紹介の基本形を
持つ。協力と共有がうむ成果について考える。

自分を伝える難しさ・
コミュニケーションの
意味

4

答えはいっぱいある・
目標の力2 ネッカーの図形のワークを通して、一人ひとりの

意見は大きな意味があることを理解する。大学で
の目標や達成するための戦略を考え、どんな取り
組み方や態度が自分にあっているか考える。

就
業
力
講
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就 業 力 講 座 Ⅰ
KPC／KAC開講

テキスト

主　題 内　容

オリエンテーション・
授業の受け方

回数

1

マイキャリアノートⅠ（エンカレッジ）

提出課題

・出席カード（毎回）：授業の内容、意見、質問について
・提出課題（最終回）（キャリアデザインマップ）

定員 》150名／クラス 1年次のみ対象

大学生活は高校までとは違い、自分で動きださないと何も得ら
れません。4年間の過ごし方をしっかり考えて、自分の将来の可
能性を広げる大学生活をスタートさせましょう！

シラバスについて確認するとともに、各回の内
容をダイジェストで説明する。

講義概要
新しい自分の姿、気付かなかった長所、意外に簡単なコミュニ
ケーションの技術、社会と自分の関係の発見を楽しみながら、
大学生活を豊かで実りあるものにしていけることを目的とし
ます。

●誰がどんな意見を持っていて、何をどう活かしていく
か、周りを巻き込み戦略を練ることができた。
●短時間での役割分担や問題解決の方法、課題意識を
持つことの大切さを学んだ。
●人と関わっていくことの大切さ、重要性に気づかされ
ました。

①3～5人／チームを結成。
②シミュレーションの前に、情
報分析を行い、仮説を立
て、グループ内ディスカッ
ションで戦略を決定する。

③シミュレーション後、結果を
検証し、改善策を立て、全
チームに記者会見（発表・
質疑応答）を行う。

■ 講義の流れ

■ 体験学習イメージ

■ 講義スケジュール（予定）　　

キャリアについて学ぶ

〉〉

結果分析
対策

（10分）
Check

シミュレーション
（20～30分）

Do

プレゼンテーション
質疑応答
（10分）
Check

自己理解を深め、目標を設定する

〉〉
ロールモデルから学ぶ

〉〉
問題意識・課題意識を持って取り組むことの重要性を

体験学習から学ぶ

〉〉
振り返った上で、改善計画を立てる

受講者の声

仮説立案
修正

（10分）
Plan/Act

前期 2単位

自分の書いた計画を
プレゼンテーションしよう15 キャリアデザインマップの内容を文章化し、

プレゼンテーションを行う。

キャリアデザイン
マップを作ろう13 今までのWORKを振り返って、キャリアデザイ

ンマップ（行動計画）を作成する。

発表やプレゼンテー
ションの仕方14 プレゼンテーションのポイントやレジュメ作成

の流れを学び、次回の発表準備をする。

「社会に出る」とは 大学生と社会人の違いについて考え、10年後
の自分をイメージする。

社会が求める人材9 社会で求められる力を自己評価する。自分が採
用したい人を考える。

就業力講座Ⅱ
KPC／KAC開講

テキスト

マイキャリアノートⅠ（アドバンス）

提出課題

・出席カード（毎回）：授業の内容、意見、質問について
・提出課題（最終回）（キャリアデザインマップ）

定員 》150名／クラス 2年次のみ対象

2年生は大学生活にも慣れ、まだ就職活動も始まらないので
一番やりたいことができる時期です。ただし時間に余裕がある分、
目的意識がないと中だるみしてしまうこともあります。
貴重な時間を無駄に過ごさず、将来に向けていま自分は
何をすべきかを考えます。

講義概要
大学時代はもちろん卒業後の将来までを見据えたうえで、今
から知っておくべきこと、心がけておくべきことを学び、自分
と社会について理解を深め、なりたい像に近づくための行動
を起こせるようになることを目的とします。

仕事、プライベートで実現
したいことを書きだし、そ
れぞれいくらくらいお金や
時間がかかるか考えます。

●自分としっかり向き合い、見つめ直すことで、今後の目
標を立てることができた。
●今までにはない授業内容で多くの新しい発見をするこ
とができた。
●ワークを通じてコミュニケーション能力を養うことがで
きた。

■ 講義の流れ

テーマ例

1年生での活動を振り返り、目標を設定する

〉〉
目的を達成するために、問題解決へ向けて取り組む

〉〉
将来の進路を見据えたキャリアについて考える

〉〉
振り返った上で、改善計画を立てる

受講者の声

業界のトレンドを調べよう・
会社についてリサーチしよう11 研究内容をまとめ、シェアする。

8

強みを伸ばす活動を考える。計画を実行する
ために必要なタイムマネジメントの仕方を理
解する。

大学生活で強みを伸ばす・
タイムマネジメントの仕方7

コミュニケーション力を
伸ばす3 相手の立場に合わせた伝え方・聴き方を考

える。

コミュニケーション力を
トレーニングしよう4 コミュニケーション力を診断し、トレーニング

する。

キャリアデザインとは2 自分の歴史を振り返り、エントリーシートにチャ
レンジする。

主　題 内　容

オリエンテーション・
授業の受け方

回数

1 シラバスについて確認するとともに、各回の内
容をダイジェストで説明する。

将来をイメージする

あなたが会社の社長な
ら、どんな人を採用した
いか考えましょう。

テーマ例

私の採用基準

■ ケーススタディイメージ

■ 講義スケジュール（予定）　　 前期 2単位

自分について考える6 他者からみた自分を知り、過去の行動から見
た自分を考え、自分の価値観や行動パターン
を考える。

ディスカッションの仕方・
ディベートの仕方5 ディスカッションとディベートの目的や流れや

心構えを理解し、ディスカッションを体験する。

業界・業種・職種について理解する。業界・職種・
企業研究に必要な図書館の使い方やレポート
の書き方を学ぶ。

業界・業種・職種について
考える・図書館の使い方・
レポートや論文の書き方

10

社会と学問の関係は？12 履修科目で身につく力を考え、科目と社会のつ
ながりを調べる。
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自分の書いた計画を
プレゼンテーションしよう15 私のキャリアデザイン」の内容を文章化し、プレ

ゼンテーションを行う。

私のキャリアデザイン14 今まで学んできたことを基に、大学生活の具体
的な行動計画を作る。

私を支えてくれた人13 これまでに支えてくれた人を「支え」「感謝」など
をキーワードにして探り、多くの人への感謝と、
自分が意味ある存在であることを認識する。

自分に見えない
自分の姿12 「ジョハリの窓」で自分に見えない自分の姿に気

付き、潜在力を開花する方法を考える。

第1回目、第2回目での活動を踏まえ、自身の言動・行動を振り返り、今後
の学生生活の中で、どのように活かしていくことができるかを考える。
トライ＆エラーを繰り返しながら、何度も仮説→検証→修正のサイクル
を回し、情報活用や合意形成、意志決定を体験する中で、失敗の活かし
方、乗り越え方を学ぶ。

体験学習（第3回）11

第1回目での活動を振り返り、自身が、グループ
活動において、何に貢献できたのか、どのように
取り組めばよりよい結果を出せるのかを考え、こ
れを実行に移し、大胆な試行と検証を繰り返す。

体験学習（第2回）10

3回の体験学習では、コンビニの店長となりグループで店舗運営（パソ
コン上でシミュレーション）を行い、グループディスカッションを通じて、
仮説を立て⇒実行し⇒結果の検証を経て⇒修正計画を立て⇒再度実
行に移す（PDCAサイクルを回す）ということを体験をしてもらいます。
目標に向かって取り組むにあたり、グループ活動における意思決定プ
ロセスの中で、何を意識し、どのように取り組んだのか、何ができて、何
ができなかったのか、をワークを通じて考えてもらいます。

第1回目は、体験学習の概要を説明した上で、専用ソフトを使いながら、
基本操作を覚え、グループでよりよい結果を出すために、どのように取
り組んでいくかを考える。

体験学習（第1回）9

失敗と目標実現の関係を学び、目標実現までのプロセスを
考え、失敗経験が成長につながっていることを理解する。

目標実現までの
プロセス8

人生は選択し、決定し、行動する、のプロセスの
繰り返しであることに気付き、これから自分が
大切にしたい行動規範を考える。

自己概念とキャリア
マインド・大学生活と
自己責任

7

世の中のことを考えよう6 世の中の自分と学問（科目）との関係を考え、科目
が世の中に深くかかわっていることを理解する。

ディスカッションの
構造と心構え5 ケーススタディもしくは演習でディスカッション

の構造を理解する。

「これが私だ」と思える絵を描いたり、コミュニ
ケーションバズワークをする中で、自分を伝える
難しさやコミュニケーションの意味を理解する。

自己紹介・協力と共有3 自己紹介シートを作成し、自己紹介の基本形を
持つ。協力と共有がうむ成果について考える。

自分を伝える難しさ・
コミュニケーションの
意味

4

答えはいっぱいある・
目標の力2 ネッカーの図形のワークを通して、一人ひとりの

意見は大きな意味があることを理解する。大学で
の目標や達成するための戦略を考え、どんな取り
組み方や態度が自分にあっているか考える。

就
業
力
講
座
Ⅰ

2 3

就 業 力 講 座 Ⅰ
KPC／KAC開講

テキスト

主　題 内　容

オリエンテーション・
授業の受け方

回数

1

マイキャリアノートⅠ（エンカレッジ）

提出課題

・出席カード（毎回）：授業の内容、意見、質問について
・提出課題（最終回）（キャリアデザインマップ）

定員 》150名／クラス 1年次のみ対象

大学生活は高校までとは違い、自分で動きださないと何も得ら
れません。4年間の過ごし方をしっかり考えて、自分の将来の可
能性を広げる大学生活をスタートさせましょう！

シラバスについて確認するとともに、各回の内
容をダイジェストで説明する。

講義概要
新しい自分の姿、気付かなかった長所、意外に簡単なコミュニ
ケーションの技術、社会と自分の関係の発見を楽しみながら、
大学生活を豊かで実りあるものにしていけることを目的とし
ます。

●誰がどんな意見を持っていて、何をどう活かしていく
か、周りを巻き込み戦略を練ることができた。
●短時間での役割分担や問題解決の方法、課題意識を
持つことの大切さを学んだ。
●人と関わっていくことの大切さ、重要性に気づかされ
ました。

①3～5人／チームを結成。
②シミュレーションの前に、情
報分析を行い、仮説を立
て、グループ内ディスカッ
ションで戦略を決定する。

③シミュレーション後、結果を
検証し、改善策を立て、全
チームに記者会見（発表・
質疑応答）を行う。

■ 講義の流れ

■ 体験学習イメージ

■ 講義スケジュール（予定）　　

キャリアについて学ぶ

〉〉

結果分析
対策

（10分）
Check

シミュレーション
（20～30分）

Do

プレゼンテーション
質疑応答
（10分）
Check

自己理解を深め、目標を設定する

〉〉
ロールモデルから学ぶ

〉〉
問題意識・課題意識を持って取り組むことの重要性を

体験学習から学ぶ

〉〉
振り返った上で、改善計画を立てる

受講者の声

仮説立案
修正

（10分）
Plan/Act

前期 2単位

自分の書いた計画を
プレゼンテーションしよう15 キャリアデザインマップの内容を文章化し、

プレゼンテーションを行う。

キャリアデザイン
マップを作ろう13 今までのWORKを振り返って、キャリアデザイ

ンマップ（行動計画）を作成する。

発表やプレゼンテー
ションの仕方14 プレゼンテーションのポイントやレジュメ作成

の流れを学び、次回の発表準備をする。

「社会に出る」とは 大学生と社会人の違いについて考え、10年後
の自分をイメージする。

社会が求める人材9 社会で求められる力を自己評価する。自分が採
用したい人を考える。

就業力講座Ⅱ
KPC／KAC開講

テキスト

マイキャリアノートⅠ（アドバンス）

提出課題

・出席カード（毎回）：授業の内容、意見、質問について
・提出課題（最終回）（キャリアデザインマップ）

定員 》150名／クラス 2年次のみ対象

2年生は大学生活にも慣れ、まだ就職活動も始まらないので
一番やりたいことができる時期です。ただし時間に余裕がある分、
目的意識がないと中だるみしてしまうこともあります。
貴重な時間を無駄に過ごさず、将来に向けていま自分は
何をすべきかを考えます。

講義概要
大学時代はもちろん卒業後の将来までを見据えたうえで、今
から知っておくべきこと、心がけておくべきことを学び、自分
と社会について理解を深め、なりたい像に近づくための行動
を起こせるようになることを目的とします。

仕事、プライベートで実現
したいことを書きだし、そ
れぞれいくらくらいお金や
時間がかかるか考えます。

●自分としっかり向き合い、見つめ直すことで、今後の目
標を立てることができた。
●今までにはない授業内容で多くの新しい発見をするこ
とができた。
●ワークを通じてコミュニケーション能力を養うことがで
きた。

■ 講義の流れ

テーマ例

1年生での活動を振り返り、目標を設定する

〉〉
目的を達成するために、問題解決へ向けて取り組む

〉〉
将来の進路を見据えたキャリアについて考える

〉〉
振り返った上で、改善計画を立てる

受講者の声

業界のトレンドを調べよう・
会社についてリサーチしよう11 研究内容をまとめ、シェアする。

8

強みを伸ばす活動を考える。計画を実行する
ために必要なタイムマネジメントの仕方を理
解する。

大学生活で強みを伸ばす・
タイムマネジメントの仕方7

コミュニケーション力を
伸ばす3 相手の立場に合わせた伝え方・聴き方を考

える。

コミュニケーション力を
トレーニングしよう4 コミュニケーション力を診断し、トレーニング

する。

キャリアデザインとは2 自分の歴史を振り返り、エントリーシートにチャ
レンジする。

主　題 内　容

オリエンテーション・
授業の受け方

回数

1 シラバスについて確認するとともに、各回の内
容をダイジェストで説明する。

将来をイメージする

あなたが会社の社長な
ら、どんな人を採用した
いか考えましょう。

テーマ例

私の採用基準

■ ケーススタディイメージ

■ 講義スケジュール（予定）　　 前期 2単位

自分について考える6 他者からみた自分を知り、過去の行動から見
た自分を考え、自分の価値観や行動パターン
を考える。

ディスカッションの仕方・
ディベートの仕方5 ディスカッションとディベートの目的や流れや

心構えを理解し、ディスカッションを体験する。

業界・業種・職種について理解する。業界・職種・
企業研究に必要な図書館の使い方やレポート
の書き方を学ぶ。

業界・業種・職種について
考える・図書館の使い方・
レポートや論文の書き方

10

社会と学問の関係は？12 履修科目で身につく力を考え、科目と社会のつ
ながりを調べる。



発表会(2)15

発表会(1)14 協力企業に来学願い、提言（課題解決案）を
プレゼンテーションし、講評をいただきます。

プレゼンテーション
リハーサル(2)13

プレゼンテーション
リハーサル(1)12 プレゼンテーションのリハーサルを行い、相互

講評、教員からの講評を踏まえ、最終発表に向
けた改善点を明らかにします。

進捗状況を発表し、今後の進め方について教員
からアドバイスを受けます。行き詰まっているこ
とがあれば、相談に乗ります。

進捗状況の発表(3)11

以後の改善・取り組みの具体的計画を作ります。グループワーク10

進捗状況を発表し、今後の進め方について教員
からアドバイスを受けます。行き詰まっている
ことがあれば、相談に乗ります。

進捗状況の発表(2)9

中間報告で明らかになった、改善すべき課題
を確認し、以後のワークの具体的計画を作り
ます。

改善課題確認と段取り8

中間発表をし、相互講評、教員からの講評を踏ま
え、最終発表に向けた改善点を明らかにします。

中間発表と講評(1)7

グループワーク6 教員からのアドバイスを元に、以降の進め方に
ついてグループ内で議論し、具体的に詰めてい
きます。

進捗状況の発表(1)5 進捗状況を発表し、今後の進め方について教員
からアドバイスを受けます。

協力企業（複数）の方々にお越しいただき、課題
を提示していただきます。各企業・担当グルー
プに分かれてQ&Aを行い、取り組むべき課題
に対する理解を深めます。

プロジェクト
マネジメント

3 チームで一つのことに取り組むこと（プロジェクトマネ
ジメント）の基本を学び、グループワークの段取りをし
ます。担当企業を知ることを次回までの課題とします。

企業からの課題提示4

チームビルディング2 ワークのためのグループ分けをし、担当する企業
を決めます。グループ内でメンバーを理解するこ
と、グループワークの際の注意点、グループとし
ての取り組みルール宣言などを通じて、チームビ
ルディング（チーム作り）をします。

就
業
力
講
座
Ⅲ

4 5

就 業 力 講 座 Ⅲ
KPC開講

テキスト

主　題 内　容

オリエンテーション

回数

1

講師が作成した教材を適宜配布します。

提出課題

講義終了後、ミニレポートを提出

定員 》30名／クラス 3年次以上対象

これからのビジネス社会で最も必要になる力は、自ら情報を収
集し、不完全な情報のもとにおいても自分の頭で考える力（発
想と論理的思考力）と、考えたことを人に伝え、納得させるコ
ミュニケーション力（議論しプレゼンテーションする力）です。
この授業を通じて、就職後も役に立つ一生モノの力を身につけ
ましょう。

コースの目的、カリキュラムの内容と進め方、
講師がこれまでビジネスの世界でやってきたこ
とを紹介しながら、仕事をするとはどういうこと
なのかについて考えてもらい、本講座のウォー
ミングアップとします。

製造

※企業名50音順

（株）ドンク 神戸市東灘区田中町

業　種 所在地

サービス

企業名

（株）JTB西日本 神戸市中央区御幸通

講義概要
企業が事業やCSR（企業の社
会的責任）に関する諸活動に
おいて抱えている課題の解決
策についてグループでワーク
を行います。課題解決に向け
た企画を作成・提案し、企業か
ら評価を直接受けることを通
じて、実践的な就業力を高めま
す。課外での自主的なグルー
プワークが必要です。

この科目は、ナマの企業の課題に対し、計画を立て、情報を集
め、考え、議論し、企画をまとめるという流れで進めていきま
す。受け身ではなく、積極的に取り組むことで、論理的に考える
力とコミュニケーション力が格段に進歩します。また、企業の見
方、プロジェクトの進め方、プレゼンテーション力など得られる
ものは大きいです。

●様々なことに関心を持って行動すること、
視野を広げることの大切さを学んだ。
●企業担当者の方と直接お話することが出来
る機会は、非常に貴重な経験です。
●企業研究のノウハウ、分業・協業を考慮して
のチーム作業、論理的な考え方を学んだ。

■ 講義内容

2時限連続・隔週（初回は前期最初の土曜日に行います。）
■ 講義形式

■ 参加企業について（2016年度予定） 地元企業の協力を得て進めます

●出来るだけ、ノートパソコンを持参してください。
●グループ内の学生や協力企業に迷惑をかけることのないよ
う、最後までしっかり取り組んでください。

■ その他（注意事項）

■ 講義スケジュール（予定）　　

■ 講義の流れ

チームワークを意識する
グループ相互理解・事前準備

〉〉
企業等との関わりの中で、実践力を高める

企業等との打合せ 企画立案・資料作成

〉〉
体験とまとめ、報告書を作る

企画発表・振り返り総括

受講者の声

前期 2単位

就
業
体
験
講
座

報告会・総括30 グループ毎にまとめた内容の発表とプロ
ジェクト全体の総括。就職活動に向けた過
ごし方について考える。

活動報告会の準備28～29 体験した活動報告を行う報告会のための
資料作成

報告書作成25～27 活動の内容を振り返り、何を学び、今後の
学生生活とキャリア形成に向け何が必要
かについて考える。

イベントへの参加8～24 実際に各部署に配属され、各部署が抱える
業務や課題について、学生の視点も取り入
れた業務改善、課題解決をプロジェクトと
して推進し、その結果を出す。

グループ相互理解3 グループ(チーム)での活動について理解
し、役割を分担する。

イベント参加準備14～5 次の３部署が、学内イベント活動の支援を
実施する。
１．学生支援グループ
２．入学事務グループ
３．図書館事務グループ
希望イベントによって割り振られた部署に
おいて、イベントを企画する。

就 業 体 験 講 座

テキスト

プリント等を適宜配布

提出課題

・各種学内イベントへの参加（合計30時間）
・報告書（レポート）提出

定員 》18名／クラス 2年次以上対象

キャンパスを社会の場と捉え、人間力育成のためにさまざまな
学内イベントへ参加します。
就業体験から多くの情報を得て考えることで社会的スキルを
磨き、各種イベントの企画・運営等に参加していくことで実践力
を高めます。

講義概要
学内の様々な部署での就業体験を通じ、具体的にその業務を
知り、就業体験から多くの情報を得て考えることを目的としま
す。単位取得には各種イベントに参加することを条件とします
ので、イベント開催時期により授業計画は一部不定期・不特定
（分散・集中）となります。

ライブラリーツアー
図書館全般業務

図書館事務グループ 5～12月

オープンキャンパス入学事務グループ 8月

活動イベント 実施時期

東日本大震災東北支援ボランティア

参加部署

学生支援グループ 8～12月

■ 講義の流れ

第1－3回
チームワークを意識する

・現状認識　・目標設定　・グループ相互理解

〉〉
第4－29回

学内イベント参加
学内にて就業体験（合計30時間）

〉〉
第30回
報告会

・振り返り　・報告会総括

●将来への目標を具体的に考えることができた。
●社会で働くための心構えや、責任をもって取り組むこ
との大切さを学んだ。
●コミュニケーションの大切さを実感し、メンバーとの
チームワークを育むことができた。

受講者の声

現状認識・目標設定2 取り組みにおける自身の認識を深め、プロ
ジェクトへの取り組み目標を設定する。参
加イベントを決定する。

主　題 内　容

オリエンテーション

回数

1 導入としてプログラム全体の流れ、各種イ
ベントの内容について理解する。

■ 学内イベントについて（参考）

入学事務：オープンキャンパス

図書館事務：ライブラリーツアー

学生支援：
東日本大震災東北
支援ボランティア

■ 講義スケジュール（予定）　　 通年 1単位

イベント参加準備26～7 各種イベントの事前準備・打ち合わせ
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発表会(1)14 協力企業に来学願い、提言（課題解決案）を
プレゼンテーションし、講評をいただきます。

プレゼンテーション
リハーサル(2)13

プレゼンテーション
リハーサル(1)12 プレゼンテーションのリハーサルを行い、相互

講評、教員からの講評を踏まえ、最終発表に向
けた改善点を明らかにします。

進捗状況を発表し、今後の進め方について教員
からアドバイスを受けます。行き詰まっているこ
とがあれば、相談に乗ります。

進捗状況の発表(3)11

以後の改善・取り組みの具体的計画を作ります。グループワーク10

進捗状況を発表し、今後の進め方について教員
からアドバイスを受けます。行き詰まっている
ことがあれば、相談に乗ります。

進捗状況の発表(2)9

中間報告で明らかになった、改善すべき課題
を確認し、以後のワークの具体的計画を作り
ます。

改善課題確認と段取り8

中間発表をし、相互講評、教員からの講評を踏ま
え、最終発表に向けた改善点を明らかにします。

中間発表と講評(1)7

グループワーク6 教員からのアドバイスを元に、以降の進め方に
ついてグループ内で議論し、具体的に詰めてい
きます。

進捗状況の発表(1)5 進捗状況を発表し、今後の進め方について教員
からアドバイスを受けます。

協力企業（複数）の方々にお越しいただき、課題
を提示していただきます。各企業・担当グルー
プに分かれてQ&Aを行い、取り組むべき課題
に対する理解を深めます。

プロジェクト
マネジメント

3 チームで一つのことに取り組むこと（プロジェクトマネ
ジメント）の基本を学び、グループワークの段取りをし
ます。担当企業を知ることを次回までの課題とします。

企業からの課題提示4

チームビルディング2 ワークのためのグループ分けをし、担当する企業
を決めます。グループ内でメンバーを理解するこ
と、グループワークの際の注意点、グループとし
ての取り組みルール宣言などを通じて、チームビ
ルディング（チーム作り）をします。

就
業
力
講
座
Ⅲ

4 5

就 業 力 講 座 Ⅲ
KPC開講

テキスト

主　題 内　容

オリエンテーション

回数

1

講師が作成した教材を適宜配布します。

提出課題

講義終了後、ミニレポートを提出

定員 》30名／クラス 3年次以上対象

これからのビジネス社会で最も必要になる力は、自ら情報を収
集し、不完全な情報のもとにおいても自分の頭で考える力（発
想と論理的思考力）と、考えたことを人に伝え、納得させるコ
ミュニケーション力（議論しプレゼンテーションする力）です。
この授業を通じて、就職後も役に立つ一生モノの力を身につけ
ましょう。

コースの目的、カリキュラムの内容と進め方、
講師がこれまでビジネスの世界でやってきたこ
とを紹介しながら、仕事をするとはどういうこと
なのかについて考えてもらい、本講座のウォー
ミングアップとします。

製造

※企業名50音順

（株）ドンク 神戸市東灘区田中町

業　種 所在地

サービス

企業名

（株）JTB西日本 神戸市中央区御幸通

講義概要
企業が事業やCSR（企業の社
会的責任）に関する諸活動に
おいて抱えている課題の解決
策についてグループでワーク
を行います。課題解決に向け
た企画を作成・提案し、企業か
ら評価を直接受けることを通
じて、実践的な就業力を高めま
す。課外での自主的なグルー
プワークが必要です。

この科目は、ナマの企業の課題に対し、計画を立て、情報を集
め、考え、議論し、企画をまとめるという流れで進めていきま
す。受け身ではなく、積極的に取り組むことで、論理的に考える
力とコミュニケーション力が格段に進歩します。また、企業の見
方、プロジェクトの進め方、プレゼンテーション力など得られる
ものは大きいです。

●様々なことに関心を持って行動すること、
視野を広げることの大切さを学んだ。
●企業担当者の方と直接お話することが出来
る機会は、非常に貴重な経験です。
●企業研究のノウハウ、分業・協業を考慮して
のチーム作業、論理的な考え方を学んだ。

■ 講義内容

2時限連続・隔週（初回は前期最初の土曜日に行います。）
■ 講義形式

■ 参加企業について（2016年度予定） 地元企業の協力を得て進めます

●出来るだけ、ノートパソコンを持参してください。
●グループ内の学生や協力企業に迷惑をかけることのないよ
う、最後までしっかり取り組んでください。

■ その他（注意事項）

■ 講義スケジュール（予定）　　

■ 講義の流れ

チームワークを意識する
グループ相互理解・事前準備

〉〉
企業等との関わりの中で、実践力を高める

企業等との打合せ 企画立案・資料作成

〉〉
体験とまとめ、報告書を作る

企画発表・振り返り総括

受講者の声

前期 2単位

就
業
体
験
講
座

報告会・総括30 グループ毎にまとめた内容の発表とプロ
ジェクト全体の総括。就職活動に向けた過
ごし方について考える。

活動報告会の準備28～29 体験した活動報告を行う報告会のための
資料作成

報告書作成25～27 活動の内容を振り返り、何を学び、今後の
学生生活とキャリア形成に向け何が必要
かについて考える。

イベントへの参加8～24 実際に各部署に配属され、各部署が抱える
業務や課題について、学生の視点も取り入
れた業務改善、課題解決をプロジェクトと
して推進し、その結果を出す。

グループ相互理解3 グループ(チーム)での活動について理解
し、役割を分担する。

イベント参加準備14～5 次の３部署が、学内イベント活動の支援を
実施する。
１．学生支援グループ
２．入学事務グループ
３．図書館事務グループ
希望イベントによって割り振られた部署に
おいて、イベントを企画する。

就 業 体 験 講 座

テキスト

プリント等を適宜配布

提出課題

・各種学内イベントへの参加（合計30時間）
・報告書（レポート）提出

定員 》18名／クラス 2年次以上対象

キャンパスを社会の場と捉え、人間力育成のためにさまざまな
学内イベントへ参加します。
就業体験から多くの情報を得て考えることで社会的スキルを
磨き、各種イベントの企画・運営等に参加していくことで実践力
を高めます。

講義概要
学内の様々な部署での就業体験を通じ、具体的にその業務を
知り、就業体験から多くの情報を得て考えることを目的としま
す。単位取得には各種イベントに参加することを条件とします
ので、イベント開催時期により授業計画は一部不定期・不特定
（分散・集中）となります。

ライブラリーツアー
図書館全般業務

図書館事務グループ 5～12月

オープンキャンパス入学事務グループ 8月

活動イベント 実施時期

東日本大震災東北支援ボランティア

参加部署

学生支援グループ 8～12月

■ 講義の流れ

第1－3回
チームワークを意識する

・現状認識　・目標設定　・グループ相互理解

〉〉
第4－29回

学内イベント参加
学内にて就業体験（合計30時間）

〉〉
第30回
報告会

・振り返り　・報告会総括

●将来への目標を具体的に考えることができた。
●社会で働くための心構えや、責任をもって取り組むこ
との大切さを学んだ。
●コミュニケーションの大切さを実感し、メンバーとの
チームワークを育むことができた。

受講者の声

現状認識・目標設定2 取り組みにおける自身の認識を深め、プロ
ジェクトへの取り組み目標を設定する。参
加イベントを決定する。

主　題 内　容

オリエンテーション

回数

1 導入としてプログラム全体の流れ、各種イ
ベントの内容について理解する。

■ 学内イベントについて（参考）

入学事務：オープンキャンパス

図書館事務：ライブラリーツアー

学生支援：
東日本大震災東北
支援ボランティア

■ 講義スケジュール（予定）　　 通年 1単位

イベント参加準備26～7 各種イベントの事前準備・打ち合わせ



これまでの講演を踏まえて、これから
の就職活動について、今後の取り組
みを考える。

企業等からの
講師による講演3～14 業態・職種における働く上での視点

の違いへの理解を深め、職業観、勤労
観を醸成する。

総括15

働くこととは？2 企業等における人・物・課題との関わ
りを考えることで、卒業後の社会人生
活への意識を高めてもらう。また、次
回以降の講義における受講上の注意
点と、どのような視点で取り組むかに
ついて理解を深めてもらう。

産業界等連携講座（企業等）

6 7

産業界等連携講座
KPC開講

（企業等）

テキスト

主　題 内　容

オリエンテーション

回数

1

プリント等を適宜配布

提出課題

レポート

定員 》なし 3年次以上対象

仕事で得たもの、仕事への取組姿勢など、
目線の違いを理解し、学生生活へ応用できることや
今後の過ごし方について考えよう。

この講座の導入としてプログラム全
体の流れについて理解する。

行政明石市役所 明石市中崎

行政兵庫県 神戸市中央区下山手通

金融神戸信用金庫 神戸市中央区浪花町

金融（株）三井住友銀行 東京都千代田区丸の内

人材、サービス（株）学情 大阪市北区梅田

サービス（株）神戸ポートピアホテル 神戸市中央区港島中町

流通、小売（株）フェリシモ 神戸市中央区浪花町

流通（株）上組 神戸市中央区浜辺通

卸売サンコーインダストリー（株） 大阪市西区立売堀

卸売（株）日興商会 尼崎市東難波町

卸売（株）トーホービジネスサービス 神戸市東灘区向洋町西

卸売（株）メディセオ 東京都中央区八重洲

製造モロゾフ（株）　　　　　　 神戸市東灘区向洋町西

製造グローリー（株）　　　　　 兵庫県姫路市下手野

※企業名50音順

業　種 所在地企業名

講義概要
外部から社会で活躍する方
を講師として招き、社会人と
しての立場から、その企業・
業界等の現状や、仕事で得
たもの、仕事への取組姿勢
等について講演いただくこ
とで、職業についての理解を
深めるとともに、これからの
過ごし方を考えます。

●業界・業種の紹介
●社会人としての成功体験の道のり
●社会人としての失敗談
●学生時代の活動経歴・思い出
●就職活動の体験
●社会人として後輩に伝えておきたい思い
●その他

●様々な業種・職種の現状について講演いただき、実際
の企業活動を知る良い機会になった。

●幅広い視野を持って行動することの大切さを学んだ。
●「今やるべきこと」を考えさせてくれた。
●質疑応答の時間もあり、3年のこの時期に企業の方の
ナマの声を聴くことができて良かった。

■ 講義内容
■ 参加企業について（2016年度予定） 

■ 講義スケジュール（予定）　　

■ 講義の流れ

卒業後を意識する
働くこと・企業について知る

〉〉
視点の違いを知り、職業観、勤労観を高める

企業人から学ぶ

〉〉
総括（まとめ）

振り返り　レポート作成

受講者の声

前期 2単位

産業界等連携講座（同窓会）

産業界等連携講座
KAC開講

（同窓会）

テキスト

適宜、プリントを配布　

定員 》なし 3年次以上対象

仕事で得たもの、仕事への取組姿勢など、
目線の違いを理解し、学生生活へ応用できることや
今後の過ごし方について考えよう。

田中　秀樹 （有）クレオール 経済学部卒

米田　貴虎 （株）ブレーントラスト 法学部卒

松尾　紀明 ラポール（株） 法学部卒

松田　一樹 経済学部卒

村上　亜梨早 法学部卒

丸山　啓子 ベネフィットワン・ヘルスケア（株） 栄養学部卒

津田　真 （株）丹青社

島田　和昭 島田ガイド事務所

岡田　神一 （有）アートライフ

荒木　文紀 JBアドバンスト・テクノロジー（株）

田中　智彦 日新信用金庫

高力　隆博 明石市役所

川廷　尚弘 （財）日本テニス協会

堀内　雅司 （株）アルメディア・ネットワーク

清水　久明 大松食品（株）

西田　修 西田アナウンス事務所

武貞　康洋 同窓会常任幹事長（（株）益田工務店）

法学部卒

人文学部卒

法学部卒

法学部卒

人文学部卒

人文学部卒

経済学部卒

栄養学部卒

法学部卒

法学部卒

経済学部卒

（株）マイナビ

※企業名50音順

講　師 企業名 出身学部

講義概要
将来の進路決定に自信を持って立ち向かう為、全国で活躍さ
れている７万７千人の同窓生の中から１５名を選抜し“人間力”
をいかに養うか、社会へ羽ばたいていただく為に同窓会が企
画し大学と連携した特別な科目です。   
  
就職を考える上で実際の社会・業界・職種で活躍されている
卒業生が本音で語りかけ、職業選択の参考になります。　 
    

●就職活動を行う又は社会人として人々と接する上での心構
えの習得。　

●すべて自分のためになる講義だった
●就職活動への意識がとても高まった
●今まで気付けなかった自分の強みを見つけることが
できた
●先輩方の考え方の共通しているところに気づけた
●卒業してからも聞きに来たい
●この様な授業がたくさん増えて欲しい

■ 授業の目的

■ 講師について（2016年度予定） 

■ 講義の流れ

15回様々な卒業生（講師）が登壇します
自己紹介・学生時代の思い出、就職活動、
業界・業種の紹介、社会人としての
成功体験・失敗談等をお話しします。

〉〉
講義終了間際には質問頂く時間を設けます
卒業生だから皆様に言える又は伝えておきたい
他では聴くことのできない本音の話をします。

受講者の声

●登壇者は教員では無く一般社会人の為、特に私語、途中から
の出席及び退出等は禁止します。

■ その他（注意事項）
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の就職活動について、今後の取り組
みを考える。

企業等からの
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の違いへの理解を深め、職業観、勤労
観を醸成する。
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働くこととは？2 企業等における人・物・課題との関わ
りを考えることで、卒業後の社会人生
活への意識を高めてもらう。また、次
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（企業等）

テキスト

主　題 内　容
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回数

1
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レポート
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●今まで気付けなかった自分の強みを見つけることが
できた
●先輩方の考え方の共通しているところに気づけた
●卒業してからも聞きに来たい
●この様な授業がたくさん増えて欲しい

■ 授業の目的

■ 講師について（2016年度予定） 

■ 講義の流れ

15回様々な卒業生（講師）が登壇します
自己紹介・学生時代の思い出、就職活動、
業界・業種の紹介、社会人としての
成功体験・失敗談等をお話しします。

〉〉
講義終了間際には質問頂く時間を設けます
卒業生だから皆様に言える又は伝えておきたい
他では聴くことのできない本音の話をします。

受講者の声

●登壇者は教員では無く一般社会人の為、特に私語、途中から
の出席及び退出等は禁止します。

■ その他（注意事項）
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地
域
学
講
義
Ⅵ

地域学講義Ⅵ
KPC開講

テキスト

適宜、プリントを配布

定員 》なし 2年次以上対象

仕事で得たもの、仕事への取組姿勢など、
目線の違いを理解し、学生生活へ応用できることや
今後の過ごし方について考えよう。

講義概要
阪神淡路大震災から20年以上が経ち、この間地元の企業が
どのようにして神戸の良さを生かし、地域貢献をして、また企
業を発展させてきたかを地元神戸の企業経営者の話を聞い
て考える。     
経営者の経験談を自分自身に置き換えて、自己分析をしても
らう。　     

●地元企業の経営者の方の貴重な話を聞き、地域と企業との
結びつきを考えてもらうことを目的とする。　

■ 授業の目的

■ 講師について（2016年度予定） 

■ 講義の流れ

13回様々な経営者（講師）が登壇します
社会人としての成功体験・失敗談等を聞き、転機を

どのようにしてチャンスに変えていったのかを考えます。

〉〉
講義終了間際には質問時間を設けます

講演の中では聞けなかった話も聞くことができます。 古塚　孝志 （株）ロック・フィールド

岡崎　忠彦 （株）ファミリア

田中　まこ 神戸フィルムオフィス

山中　勧 （株）伍魚福

小泉　寛明 (有)Lusie

横山　剛 SRCグループ、Kiss FM KOBE

道満　雅彦 オリバーソース（株）

村上　豪英 神戸モトマチ大学、（株）村上工務店

曹　英生 南京町商店街振興組合、（株）老祥記

永吉　一郎 （株）神戸デジタル・ラボ

下村　治生 （株）神戸凬月堂

安本　卓史 （株）クリムゾンフットボールクラブ

中内　仁 （株）神戸ポートピアホテル

※企業名50音順

講　師 企業名

●登壇者は教員では無く一般社会人の為、特に私語、途中から
の出席及び退出等は禁止させて頂きます。

■ その他（注意事項）

（トップランナー特別講義）
企業トップが語る！
創立50周年特別授業!!



就業力
科目ガイド

平 成 2 8 年 度 開 講 　

共通教育科目
［社会人入門分野・地域学講義Ⅵ］

始
め
よ
う
！
未
来
に
つ
な
ぐ
第
一
歩

学部ごとの科目配当について

履修について

※1　人文学部は、平成26年度入学生より適用。
※2　経済学部は、平成25年度以前に入学した3・4年次生が対象。
◆薬学部については、上記6科目いずれも履修対象ではありません。

※抽選希望登録の結果、受講許可を受けた科目については、必ず、第1回目の授業から出席してください。

履修登録の流れについて

講義内容
の確認

講義内容および
時間割について確認

◆就業力講座Ⅰ～Ⅲおよび就業体験講座は、受講人数に制限があります。
受講希望者は予め抽選希望登録により申込をして、受講の許可を受けなければ履修登録できません。時間割を確認のうえ、申し込み
をしてください。

履修登録の日程等詳細については、『履修の手引』『CAMPUS』で確認してください。

抽選希望
登録科目
の申込

WEBによる申込

結果発表
・
確認

抽選希望登録の
結果を確認する。
WEBによる確認。

WEB
履修登録

登録内容を確認の
うえ、履修登録を
完了させる。

就業力講座 Ⅰ 前期

就業力講座 Ⅱ 前期

就業力講座 Ⅲ 前期

就業体験講座 通年

産業界等連携講座 前期

地域学講義Ⅵ 前期

科目名（学期）

対象学部

※1

※2

※2

法 経
済

経
営

人
文

総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

社
会

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

理
学・作
業

現
代
社
会

グ
ロ
ー
バ
ル・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

栄
養

受講対象
年次

1年次のみ

2年次のみ

3年次以上

2年次以上

3年次以上

2年次以上
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