
共通教育科目キャリア教育分野 履修系統図

学びの要素

地域・企業との
結びつきを知る
職業観

1 年 次 2 年 次 3 年 次 以 上
第1セメスター 第2セメスター 第3 セメスター 第4 セメスター 第5 セメスター以上

自己発見・
大学生活

プロジェクト
学習基礎

自己理解・
将来展望

トップランナー
特別講義

産業界等連携講義
（企業等／同窓会）

仲間づくり
自分を知る

主体的学習の習慣
仲間と協働
成功体験

プロジェクト学習基礎
学部混成でグループを組み、企業が抱える課題について、自ら情報収集を行い、ディスカッションをし、結果を導くことに挑戦！
1年次後期から、社会人になった際に必要とされているプレゼンテーションの手法や課題解決について、実践的に学ぶことができます。
地元神戸に密着した企業の協力のもと、授業を進めていきます。

協力企業等（2021年度実績）
株式会社神防社
生活協同組合コープこうべ
株式会社デジアラホールディングス
株式会社トモエシステム
日本テクノロジーソリューション株式会社
白鶴酒造株式会社
兵庫六甲農業協同組合
兵神装備株式会社
株式会社村上工務店
六甲バター株式会社
　　　　　　　　※企業名50音順

男性も女性も誰もがいきいきと
働きやすい職場づくりに向け
て、積極的な取り組みを行って
いる神戸市内の事業所等を、神
戸市が「こうべ男女いきいき事
業所」として表彰。2021年度の
協力企業10社は、いずれも「こ
うべ男女いきいき事業所」とし
て表彰されている企業です。

授業の履修にあたって
　皆さんは、どんな未来を自らで作り出したいですか？「キャリア」の授
業では、自らの将来を考え、自らでデザインしていきます。それには、「自
分を知る」＋「社会を知る」ことが必要です。授業で他の人たちとコミュニ
ケーションをとる中で、自分の価値観や強みに気付きます。そして、自らを
取り巻く社会にも目を向けていきます。
　受け身の姿勢ではなく、主体的に参加することが求められます。最初は
慣れないこともあるかもしれませんが、継続して受けていくうちに楽し
く、自分の将来のビジョンも描けるようになります。自らが幸せになるた
めに、自らのキャリアを考えてみませんか？それは一度受講して、すぐ出
来るものではありません。継続的に考えていくことが大切です。是非、シ
リーズで受講してください。
　皆で一緒に、将来のキャリアを考えていきましょう。

　キャリア教育分野科目は知識の習得をゴールとしていません。見た聞
いた知ったことを日常に取り入れてこそ意味を持ちます。そのためには学
んだことを習慣化させることがとても大事です。
　ただ、授業で学んだことを毎日意識して過ごすことは、なかなかできる
ことではありません。だからこそ、キャリア教育分野科目は、学年やセメ
スターごとに用意されています。授業という場に参加することで継続的に
意識することができます。キャリア教育関連科目は、1度履修したら終わ
りではありません。継続して受講することで皆さんが得られるものはどん
どん増えていきます。
　将来を考えることに「まだ早い」はありません。将来どうなりたいのか、
そのために大学生活という時間をどのように有効活用するのか、そしてそ
れができているのかの確認を一人で進めることは大変です。
　ぜひ授業で一緒に考えてみましょう。

吉澤  飛鳥
（キャリア教育担当）

棚橋  浩樹
（キャリア教育担当）

Pick Up!

＜株式会社トモエシステム＞ ＜白鶴酒造株式会社＞
コロナによって、社会の前提が変わりました。
働く人にとっての「変わる時代に変わらぬもの」
それは人生のデザイナーも演技者も自分であ
ることです。自分自身の意識と行動が運と縁
を開きます。その学びの場です。
・ 企業が抱える課題の本質から逃げず恐れず、
仲間と共に脳みそから汗がでるほど考える
・ ネットに頼らず自分達自身で裏付けをとり、
論理を組立てる
・ 先生方の厳しくも温かいダメだしに、もがき
苦しみ修正しながら完成物を創造する
・ 知り得ぬ新たな自分を発見し、創造の苦し
さ・楽しさを体感する
一人ひとりが特別な役割と存在価値を感じ、メ
ンバー間の絆を深め見事に成長される姿は微
笑ましく頼もしくもあります。完遂した自分へ
の誇りは、財産となるでしょう。

大学に入学して間もなく、「働く」ということ
についてご自身たちなりにイメージを膨らませ
ながら協力して課題に取り組み、ひとつの回
答を導き出されたことは称賛に値します。
我々企業が抱える課題について、初めは漠然
としたものであったに違いありません。課題を
深く掘り下げて研究していく中で、本質に近づ
き解決策を考察したり、さらに関連して膨ら
む問題に頭を抱えることもあったと思います。
また、このプログラムは、常に自発的な行動
が求められ、受身ではゴールにたどり着けな
い厳しさもあるため、自律性や協調性も養わ
れたことでしょう。
何より、横たわる社会の課題をいつの間にか
「自分ごと」として捉え、課題解決への道のり
を築き上げたこの経験は学生皆さまの貴重な
財産になったものと確信しています。
皆さまが、このプログラムを5年後、10年後、
20年後の自分をイメージする貴重な機会として
捉え学習できるよう、私たちも協力します。
ぜひ、自分の将来を一緒に考えてみましょう。

協 力 企 業 等からのメッセージ

試験範囲
１年次 2年次 3年次

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター 第５セメスター 第６セメスター
数的思考Ⅰ 数的思考ⅡＡ 数的思考ⅡＢ 数的思考ⅢＡ 数的思考ⅢＢ 数的思考Ⅳ

公務員試験 数的 
処理

数的 
推理

文章題 ● ● ● ●
図形 ● ● ●

判断 
推理

文章題 ● ● ●
図形 ● ● ●

資料解釈 ● ●
適性試験 

（SPI3、SCOA等） 非言語分野 ● ● ● ●

公務員試験対策講座

資格に関して
知りたい！

進路について
困った時には？

キャリア教育センター　課外講座・資格サポート室
「自分にあった資格がわからない」「興味を持っている仕事に役立つ資格はある？」など資格に関する疑問や
不安に対して、一人ひとりの将来を考えながら、学部や学年にあわせて資格取得プランを提案しています。

KPC1：D号館 1階、KAC：15号館 3階

キャリアセンターにおいて、進路に関する個別相談も行っています。

KPC1：D号館 1階、KAC：15号館 3階

課 外 講 座

◆PC能力・ITスキル
Microsoft Office Specialist
（Word、Excel®、PowerPoint®）
ITパスポート講座
基本情報技術者試験講座
ビジネス統計スペシャリスト講座
G検定講座
◆語学
TOEIC® L&R TEST対策講座

◆国家試験対策
宅地建物取引士講座
行政書士講座
◆就職試験対策
教員採用試験対策講座
就職対策（筆記試験）講座

基礎コース
地方上級・国家一般職コース（専門・教養コース）
教養科目コース
専門科目単科コース
警察官・消防官対策コース
宅地建物取引士講座
行政書士講座

公務員には多種多様な職種があり、その
職種によって試験科目も異なります。
早い段階から対策ができるよう、充実し
た対策講座を準備しています。

将来に役立つ資格を取得したい！
難関国家資格に挑戦したい！！
その「プラスアルファチャレンジ」を応援します！！

開室時間等詳細はこちらから
https://kobegakuin.manabi-support.jp/

開室時間等詳細はこちらから
https://www.kobegakuin.ac.jp/career/

資格試験等対策講座

公務員試験、適性試験（SPI3、SCOA等）に向けての履修モデル
公務員試験や民間就職試験における適性試験では、数的処理能力（非言語分野能力）が求められます。
（公務員試験では教養試験の4割、適性試験では実に5割を占めます。）
共通教育科目（基礎思考分野）「数的思考Ⅰ～Ⅳ」では、数的推理・判断推理・資料解釈の数的処理能力を基礎から学ぶことができ、
公務員試験等の就職試験対策も行います。自身の苦手分野を把握し、早い段階から就職試験に向けて準備をしよう！

※各科目において学べる分野を●印で表記しています。 各分野の総まとめ！
課外講座（公務員試験対策講座・就職試験対策講座）
で学習した内容を復習し、就職試験に臨もう！！

数的処理、非言語分野が
苦手な方、必見！！

◆その他 ビジネス系資格試験対策
秘書検定講座
簿記検定講座
ファイナンシャル・プランニング技能検定講座
色彩検定® 講座
リテールマーケティング（販売士）検定講座
サービス接遇検定講座
総合旅行業取扱管理者講座
医科医療事務講座
統計検定講座
知的財産管理技能検定講座
貿易実務検定® 講座

※各講座の内容、受講料、開講キャンパス等詳細については、「課外講座・資格サポート案内」をご確認ください。

提供組織 入学年度
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5年次

6年次第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター 第５セメスター 第６セメスター 第７セメスター 第８セメスター

法学部 2019～

キャリア形成講座
法学キャリア講座

コミュニケーション力講座
（TOEIC 対策）

キャリア特別講座Ⅰ
コミュニケーション力講座
（文章を書く技術）
※2, 3 年次限定

キャリア特別講座Ⅱ
コミュニケーション力講座
（文章を書く技術）
※3, 4 年次限定

キャリア特別講座Ⅲ
キャリアアップ講座 
（OB・OGキャリアデザイン塾）

キャリア特別講座Ⅱ
コミュニケーション力講座 
（文章を書く技術）
※3, 4 年次限定

キャリア特別講座Ⅲ
キャリアアップ講座 
（OB・OGキャリアデザイン塾）

―

経済学部 2019～ ―

経営学部 2019～

キャリアトレーニング入門 キャリアトレーニング特別講義Ⅰ
（働き方の研究）
商業簿記Ⅰ
工業簿記Ⅰ

キャリアトレーニング特別講義Ⅱ
（社会的スキルトレーニング）
商業簿記Ⅱ
工業簿記Ⅱ

キャリアトレーニングⅠ 
（インターンシップ認定科目）
経営学特講Ⅰ（野村証券寄附講座）
経営学特講Ⅲ※3年次対象

キャリアトレーニングⅡ 
（インターンシップ認定科目）
経営学特講Ⅱ（OB・OGキャリアデザイン塾）
経営学特講Ⅳ※3年次対象

経営学特講Ⅲ
※4年次対象

経営学特講Ⅳ
※4年次対象

―

人文学部 2019～

キャリア形成入門Ⅰ キャリア形成入門Ⅱ キャリア形成講義Ⅰ
キャリアトレーニング特別講義Ⅰ
（SPI 対策講座）
インターンシップⅠ（人文通信Ⅰ）
インターンシップⅠ（イベントスタッフⅠ）

キャリア形成講義Ⅱ
キャリアトレーニング特別講義Ⅱ
（ SPI 対策講座Ⅱ）
インターンシップⅡ（人文通信Ⅱ）
インターンシップⅡ（イベントスタッフⅡ）

キャリア形成講義Ⅲ
キャリアトレーニング特別講義Ⅲ 
（SPI 対策講座Ⅲ）
インターンシップⅢ（人文通信Ⅲ）
インターンシップⅢ（イベントスタッフⅢ）

キャリア形成講義Ⅳ
キャリアトレーニング特別講義Ⅳ
（神戸新聞）
インターンシップⅣ（人文通信Ⅳ）
インターンシップⅣ（イベントスタッフⅣ）

キャリアスタートⅠ キャリアスタートⅡ

―

心理学部

2019～
　2021 第1～ 8セメスターまでの定められた専門教育科目の単位を修得するとともに、学士力や社会人基礎力を養うための共通教育科目（キャリア教育分野）の履修を望みます。 ―

2022～ 社会の中の心理学Ⅰ 社会の中の心理学Ⅱ 社会の中の心理学Ⅲ 社会の中の心理学Ⅳ 社会の中の心理学Ⅴ キャリア・インターンシップ ―

現代社会学部 2019～ インターンシップⅠ キャリアプランニングⅠ キャリアプランニングⅡ
インターンシップⅡ ―

グローバル・
コミュニケーション学部

2019 ジェネリック・スキルトレーニングⅠ ジェネリック・スキルトレーニングⅡ ジェネリック・スキルトレーニングⅢ ジェネリック・スキルトレーニングⅣ ―

2020～
共通教育科目キャリア教育分野の「自己発
見・大学生活」を履修必修としています。

共通教育科目キャリア教育分野の「プ
ロジェクト学習基礎」を履修必修として
います。

共通教育科目キャリア教育分野の「自己理
解・将来展望」「トップランナー特別講義」を
選択科目として履修することができます。

共通教育科目キャリア教育分野の「産
業界等連携講義」を選択科目として履
修することができます。

―

総合リハビリテーション学部 
（理学療法学科） 
（作業療法学科）

2019～ 本学科では、入学生全員の国家試験受験資格取得を前提としています。そのためには、第1～ 8セメスターまでの定められた専門教育科目の単位を修得するとともに、
学士力や社会人基礎力を養うための共通教育科目（キャリア教育分野）の履修を望みます。 ―

総合リハビリテーション学部 
（社会リハビリテーション学科）

2019～
2020

キャリアデザイン論Ⅰ キャリアデザイン論Ⅱ
キャリアデザイン演習Ⅰ
プレゼンテーション入門

ビジネスデータ表現論
キャリアデザイン演習Ⅱ ―

2021～ キャリア開発実践 ―

栄養学部 2019～ 本学部では、入学生全員の国家試験受験資格取得を前提としています。そのためには、第1～ 8セメスターまでの定められた専門教育科目の単位を修得するとともに、学士力や社会人基礎力を養うための共通教育科目（キャリア教育分野）の履修を望みます。 ―

薬学部 2019～ 本学部では、入学生全員の国家試験受験資格取得を前提としています。そのためには、6年次までの定められた専門教育科目を優先して履修することを望みます。

分　野 入学年度
1 年次 2 年次 3 年次

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター 第５セメスター 第６セメスター

キャリア教育 2019～ 自己発見・大学生活 プロジェクト学習基礎 自己理解・将来展望
トップランナー特別講義※ 産業界等連携講義

基礎思考 2019～ 数的思考Ⅰ（総論） 数的思考ⅡA（数的推理①） 数的思考Ⅱ B（判断推理） 数的思考ⅢA（数的推理②）
数的思考Ⅲ B 
（判断推理分野 図形と資料解釈）

数的思考Ⅳ（総合演習）

学部専門教育科目におけるキャリア教育関連科目

非営利団体等でのボランティア活動や官公
庁や民間企業でのインターンシップを通し
て、地域社会における多様な課題に触れ、
その課題を解決する力を育成します。また、
自己分析、企業研究、接遇実習から、自身
のキャリアプランについて考えていきます。

多様な社会の中で地域や社会で柔軟に活
躍し、コミュニティーを形成する人材が求め
られています。そのスキル育成のファースト
ステップとして個人に焦点をあて、自立した
個人として他者と協働関係を結ぶための基
本状態を形成できるようにしていきます。

将来のキャリアを意識し、1年次から3年次に
「社会の中の心理学Ⅰ～ Ⅴ」を開講。
心理学に基づくキャリア意識の形成をはじめ、
PBL 実践活動を通した自らのエンプロイアビリ
ティの向上、就職活動に対応できる実践力を高
めるプログラムを展開しています。

共通教育科目（キャリア教育分野とその他進路やキャリアに関する科目）

※学部の科目配当や時間割の都合により、非開講や開講セメスター（前期・後期）が入れ替わる場合があります。

※KPC開講

資格取得や就職活動にはもちろん、社会人になっても役に立つ「実践力アップ講座」を開講。 数的処理・文章理解、企業研究・進路選択、SPI 対策、公務員法学といった就職活動や公務員試験対策の科目に加えて、簿記や FPといった資格対策の科目、TOEIC® やビジネス英語といったグローバルな活躍を
視野に入れた科目を展開し、即戦力となる社会人としての実践力を鍛えます。　※1年次～4 年次いずれでも自身の希望に応じて履修することが可能です。

実践力基礎 A（公務員・経済学検定入門）
実践力基礎 B（公務員試験対策：数的処理・文章理解）
実践力基礎 C（簿記入門）
実践力基礎D（公務員法学・ビジネス法務検定（民法））

実践力基礎 E（ファイナンシャルプランナー入門）
実践力基礎 F（企業研究・進路選択）
実践力基礎 G（SPI 対策）
実践力基礎 H（ビジネス英語）

実践力育成 A（簿記 3級試験対策）
実践力育成 B（FP3 級試験対策）
実践力育成C（TOEIC 対策）
実践力育成 D（ビジネス英語中級）

実践力育成 E（グローバル・ビジネス）
実践力育成 F
　 その他、外国人客員教授、OB・企業関連講座 など （ ）　 （行政法、ミニゼミ：ビジネス・リーダー養成）

公務員や各種資格取得をはじめ、多様な卒業
後の進路に向けて「キャリア形成講座」「キャ
リア特別講座」などが受講可能です。「特別
演習科目（宅建、FP、行政書士など）」と課外
講座も連携して、これを促進します。

自分を客観的に分析する入門科目から始め、
社会的スキルの向上や簿記の資格取得への
取り組み、インターンシップによる現場体験、
自己PR・業界研究、SPI・面接対策へと、計
画的キャリアアップを目指すプログラムを提
供しています。


