
 

 

平成２２年度 大学生の就業力育成支援事業審査結果について 
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学生の就職率は、先日発表された平成２２年度学校基本調査の速報（平成２２年５月１日現

在）によれば、大学（学部）卒業者については６０．８％であり、前年度より７．６ポイント

低下するなど、厳しい雇用情勢の中にあって学生の就職難が大きな課題となっています。また、

学生の資質能力の向上に対する社会からの要請や、地域・社会の変化を踏まえた就業への移行

支援の要請に応えるため、就業力育成の取組を強化する必要性が高まっています。そこで、文

部科学省は、本年２月２５日に大学設置基準等を改正し、教育課程の内外を通じた「社会的・

職業的自立に向けた指導等（キャリアガイダンス）」を制度化（平成２３年４月１日施行）す

るとともに、平成２２年度予算において、社会的・職業的自立につながる就業力の育成に主眼

を置き、全学的に教育改革を行おうとする意欲を持つ大学・短期大学（以下「大学等」という。）

に、国として緊急かつ強力に支援する「大学生の就業力育成支援事業」を開始しました。 

本事業は、書類の書き方など就職活動上の単なるテクニックの向上を支援するためのもので

はありません。上記の大学設置基準の改正にも見られるとおり、大学等には、漠然とした職業

観・勤労観のままの学生を社会に送り出すのではなく、学生達が地域・社会において、何をし

たいのか、何ができるのか、自問し答えを見つけていけるようにすることが求められています。

また、学生が何を学び、何が出来るようになったのか、地域・社会から適切に評価されること

も重要です。そのためには、大学等の教職員と産業界等が日常的に顔を合わせ、地域・社会の

人材ニーズや大学等での教育のあり方について議論することや、学生が多様な場で就業体験を

することなどが期待されます。 

今回、４４１の大学等から申請があり、「大学生の就業力育成支援事業委員会」においては、

このような点を踏まえつつ、学生の就業力の向上に関して大学等が置かれている現状・課題等

を的確に把握しているか、達成目標が大学等の現状と課題に照らし妥当なものとなっているか、

などを考慮して厳正な審査を行った結果、１８０件の取組を選定しました。事業の実施にあた

っては、取組の一部を学外に委ねることが必要となるような場合にも、単純に学外に依存する

のではなく、学内関係者との適切な連携のもと、大学等として主体的に取組まれることが求め

られます。 

今後、これらの取組について、選定された大学等において達成目標等をより明確化させ、文

部科学省はその達成状況を追跡、評価するとともに、選定されなかった他大学等をはじめ全て

の大学等にも、特に参考となる事例を抽出し、その普及を図ることとしています。なお、これ

らの取組は、無条件に５年間の支援を約束するものではなく、毎年度の補助金の交付決定にあ

たっての審査や、事業開始２年経過後（平成２４年度）に実施する中間評価の結果によっては、

文部科学省が必要な条件を付すことや、交付決定の取り消しを行う場合があり得ます。 

本事業を通じ、大学等において、就業力育成のためのカリキュラムや教育手法の改革のため

のＰＤＣＡサイクルが着実に進展、定着し、もって学生の社会的・職業的自立につながる就業

力の育成が適切になされることを切に期待します。 
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整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

1 室蘭工業大学 国立 自ら考え判断できる工学技術者の育成

2 小樽商科大学 国立 キャリアデザイン１０年支援プログラム

3 弘前大学 国立 地域企業との対話を通して培う企画提案力

4 岩手大学 国立 「３つの問い」で学びをナビする就業力育成

5 秋田大学 国立 就業力の育成に重点を置いた大学教育改革

6 山形大学 国立 学外連携学習を活用した実践的就業力育成

7 茨城大学 国立 根力（ねぢから）育成プログラムの構築

8 筑波技術大学 国立 障害学生のエンパワーメントとキャリア発達

9 群馬大学 国立 学生教育・支援体制の強化による就業力育成

10 お茶の水女子大学 国立 女性リーダーのためのコンピテンシー開発

11 電気通信大学 国立 就職率４年卒業率向上のための学年横断教育

12 新潟大学 国立 インターンシップ実質化による就業力の獲得

13 上越教育大学 国立 人的交流を基軸とする活力ある教員養成

14 金沢大学 国立 社会的・職業的自立力を培う「金沢就業塾」

15 福井大学 国立 世代間交流と地域参画活動が生み出す就業力

16 静岡大学 国立 授業パッケージ方式による就業力の育成

17 三重大学 国立 自他共に成長を目指す幅広い職業人の養成

18 滋賀大学 国立 複眼的フィードバックによる就業力育成

19 奈良女子大学 国立 女性の生活様式を考慮したキャリア教育

20 和歌山大学 国立 学生の人生の支援と自立・自律プロジェクト

21 島根大学 国立 全学で創りあげるキャリア教育の夢工房

22 徳島大学 国立 自らの就業力向上を促す巣立ちプログラム

23 香川大学 国立 学生の市民的責任感（ＳＳＲ）育成システム

24 愛媛大学 国立 「オトナ」力育成プログラムの開発

25 佐賀大学 国立 実践トライアングル型キャリア教育

26 大分大学 国立 持続的就業力を育む地域連携型キャリア教育

27 鹿屋体育大学 国立 スポーツ教育と就業教育によるキャリア形成

28 琉球大学 国立 未来を切り拓く就業力獲得留学支援事業

29 札幌市立大学 公立 学社連携による循環型就業力育成プログラム

30 青森公立大学 公立 全国最下位の有効求人倍率下での就業力向上

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（大学）



整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

31 岩手県立大学 公立 岩手の地で鍛える学生主体の確かな就業力

32 秋田県立大学 公立 ふるさとが育てる学生就業力の涵養

33 会津大学 公立 プロジェクト「起き上がりＫＯＢＯＳＨＩ」

34 高崎経済大学 公立 産学協働による次世代地域リーダー人材育成

35 首都大学東京 公立 自発活動力育成を軸とした仕事基礎力の向上

36 富山県立大学 公立 企業社会で活躍できる骨太人材育成プラン

37 三重県立看護大学 公立 休退学・早期離職防止のキャリア形成モデル

38 京都府立大学 公立 地域社会と関わる人間を育てるキャリア教育

39 大阪市立大学 公立 ＯＣＵキャリア・デザイン・システムの構築

40 大阪府立大学 公立 子育て教育系キャリア・コラボ力育成

41 兵庫県立大学 公立 途上型学生のための就業力強化プログラム

42 奈良県立大学 公立 学生の夢と伴走するホ―ムとなる体制づくり

43 島根県立大学 公立 学修と就業の一貫性を構築するキャリア教育

44 岡山県立大学 公立 「デザイナーの卵」孵化推進教育プログラム

45 尾道大学 公立 無数のキャリア演習で無限の可能性を！

46 県立広島大学 公立 広島共生コミュニティによる就業力育成支援

47 下関市立大学 公立 マイスター制と共創力教育による就業力育成

48 北九州市立大学 公立 地域教育及び産業との連携による人材育成

49 福岡県立大学 公立 就業力向上を目指す社会貢献支援プログラム

50 熊本県立大学 公立 自律と自立を目指す学生ＧＰ制度の創設

51 名桜大学 公立 就職ミスマッチ解消に向けた実践型教育

52 旭川大学 私立 地域と取り組むキャリア構想力の養成

53 北翔大学 私立 産公学連携による実学融合教育の実践

54 千歳科学技術大学 私立 離職率低減に向けたキャリア形成の取組

55 宮城学院女子大学 私立 就業力を支える「役割観」の育成

56 駿河台大学 私立 オンキャンパス・インターンシップと就業力

57 聖学院大学 私立 ＩＣＴを活用できる職業人の育成

58 目白大学 私立 MEJIROキャリアコンピテンシーの創育

59 西武文理大学 私立 経験値からのサービス産業就業力育成

60 共栄大学 私立 共栄キャリアＰＤＣＡ

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（大学）



整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

61 ものつくり大学 私立 ものづくりへのコミュニケーション力の向上

62 敬愛大学 私立 「千葉いちばん」プロジェクトの全学的推進

63 千葉商科大学 私立 一人ひとりの就業力を高めるＣＵＣ実学教育

64 千葉科学大学 私立 危機管理教育による就業力の育成

65 青山学院大学 私立 青山スタンダード教育による就業力育成

66 亜細亜大学 私立 インタビュー実践による人間基礎力の育成

67 大妻女子大学 私立 質量両面の就業力向上のためのキャリア教育

68 北里大学 私立 海洋生物の調和的利用に優れた職業人の育成

69 工学院大学 私立 学生と社会をつなぐ就業力育成プログラム

70 駒澤大学 私立 正課・課外を連携する自発的就業力育成

71 芝浦工業大学 私立 社会の諸相を教材とした実践的就業力育成

72 昭和女子大学 私立 夢を実現するキャリアデザイン力の育成

73 女子美術大学 私立 職業的自立と美大の就業力リテラシーの養成

74 白百合女子大学 私立 文学部における国際的就業力育成事業

75 成城大学 私立 成城大学就業力育成・認定プログラム

76 専修大学 私立 社会と大学との間の学びサイクルの活性化

77 拓殖大学 私立 学生の努力を誘発する実践力育成プログラム

78 中央大学 私立 『知性×行動特性』による就業力育成教育

79 帝京大学 私立 『自分流』学生の育成と就業力の可視化

80 東海大学 私立 ナビゲーションシステムによる就業力育成

81 東京経済大学 私立 ＴＫＵエンプロイアビリティ養成プログラム

82 東京電機大学 私立 ３つの力で就業力を育成する教育プログラム

83 二松学舎大学 私立 就業力育成－ホップ・ステップ・ジャンプ－

84 日本社会事業大学 私立 教養力を基盤にした「想像力×創造力」形成

85 法政大学 私立 就業力を育てる３ステップシステム

86 東京都市大学 私立 専門性の高いキャリア形成教育の実践

87 武蔵野大学 私立 学士課程教育全体を通した就業力向上の推進

88 明治大学 私立 学部教育に連動した総合的キャリア形成支援

89 明治学院大学 私立 ＭＧアライアンスによる循環型キャリア教育

90 創価大学 私立 学問・世界・仕事へのリンクが育む就業力

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（大学）



整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

91 神奈川工科大学 私立 体系的な全学就業力育成プログラムの構築

92 産業能率大学 私立 四年一貫で真の就業力を育成する教育課程

93 昭和音楽大学 私立 キャリアマネジメント力を備えた音楽人育成

94 桐蔭横浜大学 私立 就業力の基礎となる「職域そうぞう力」育成

95 東洋英和女学院大学 私立 「女子就業力」を伸ばす実学的専門教育

96 東京女学館大学 私立 三位一体型就業力育成

97 東京未来大学 私立 未来発見～貢献～創造型人材の育成モデル

98 新潟工科大学 私立 実践型カリキュラムによる職業人育成事業

99 富山国際大学 私立 入学から卒業までの体系的な就業力育成教育

100 金沢工業大学 私立 就業力育成キャンパスの形成

101 山梨英和大学 私立 自修力を高める学生支援

102 静岡理工科大学 私立 しなやかな専門性をもつ幅広い職業人の育成

103 椙山女学園大学 私立 トータルライフデザイン教育の構築と推進

104 中京大学 私立 無業卒業と早期離職を低減する支援体制構築

105 中部大学 私立 実践的リスク予防学の修得バイオ技術者育成

106 同朋大学 私立 持続可能な福祉実践力を高める取り組み

107 名古屋商科大学 私立 ＮＵＣＢフロンティア力を通じた就業力育成

108 日本福祉大学 私立 「福祉力」組み立て型就業力育成プログラム

109 名城大学 私立 現場触発型教育・学習による就業力の育成

110 豊田工業大学 私立 企業と創る自立型人材育成プログラム

111 愛知産業大学 私立 履修モデルによる就業力形成プログラム

112 名古屋産業大学 私立 環境情報ビジネス人材を育む共育課程の編成

113 愛知東邦大学 私立 「地域連携PBL」を核とした就業力の育成

114 長浜バイオ大学 私立 地元経済界との連携による実践的就業力育成

115 京都外国語大学 私立 異文化間就業力の育成

116 京都学園大学 私立 成長確認型人材「協育」プログラムの展開

117 京都産業大学 私立 専門教育と協働したコーオプ教育の全学展開

118 京都ノートルダム女子大学 私立 就業力を自己開発する実践キャリア教育

119 龍谷大学 私立 社会的自立につながる実践的キャリア教育

120 京都精華大学 私立 職業的実践力を有する表現者育成プログラム

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（大学）



整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

121 京都文教大学 私立 就業力と学士力を結ぶシナジー創出型教育

122 大阪工業大学 私立 技術系学生のキャリア形成支援体制の確立

123 追手門学院大学 私立 経営的な基礎理解力育成による就業力向上

124 関西外国語大学 私立 ８つのコンピテンシーを核とした就業力育成

125 桃山学院大学 私立 実践教育による「社会人力」育成プログラム

126 摂南大学 私立 意識変革を促すキャリア・フライデ―の導入

127 大阪成蹊大学 私立 産高大連携とＰＢＬによるＩＴ実践人材育成

128 芦屋大学 私立 産業界が望む自立自創型人財の育成

129 関西学院大学 私立 社会との接点から自己を磨き高める就業支援

130 甲南大学 私立 人物教育率先に根ざした実践的能力の育成

131 神戸学院大学 私立 学生の自主性を重視した就業力育成プラン

132 流通科学大学 私立 観光人材育成プログラム

133 神戸夙川学院大学 私立 実務経験とキャリア教育をつなぐプログラム

134 帝塚山大学 私立 卒業生・保護者と大学の協働型キャリア支援

135 天理大学 私立 天理スピリット「他者への献身」プログラム

136 岡山理科大学 私立 ものづくり教育と地域連携による就業力育成

137 くらしき作陽大学 私立 目標設定と継続的成長を支援する人間教育

138 ノートルダム清心女子大学 私立 保育職・教職のための体験型就業力育成

139 倉敷芸術科学大学 私立 キャリアデザインの発想による産学実践教育

140 広島修道大学 私立 ”修道力”を育てるための教育体系構築

141 安田女子大学 私立 自己管理力向上のための教育システムの構築

142 福山大学 私立 備後就活仕掛け塾の開設

143 山口東京理科大学 私立 「ものづくり」から生み出すキャリア育成

144 四国大学 私立 キャリアデザインを軸とする就業力の育成

145 九州共立大学 私立 生涯キャリア支援による就業力育成

146 西日本工業大学 私立 企業ニーズに応じた実践技術教育体系の構築

147 福岡工業大学 私立 「４つの力」育成によるキャリア形成支援

148 九州国際大学 私立 地域連携型体験教育による就業意欲の向上

149 福岡国際大学 私立 電脳パワーとマンパワーによる就業力アップ

150 西九州大学 私立 真の就職率ナンバーワンプロジェクト

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（大学）



整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

151 長崎国際大学 私立 ２１世紀「央」型ホスピタリティ職業人育成

152 長崎外国語大学 私立 全学的就業力育成システムの再構築

153 日本文理大学 私立 人間力育成プログラムによる就業力の育成

154 立命館アジア太平洋大学 私立 APU型就業力測定指標の開発と就業力育成

155 九州保健福祉大学 私立 将来設計力を応援し就業力を高める取り組み

156 鹿児島国際大学 私立 「自分の言葉で表現できる」学生の育成

157 鹿児島純心女子大学 私立 地域貢献活動に挑み育つ就業力

国立 28

公立 23

私立 106

合計 157

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（大学）



整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

1 桜の聖母短期大学 私立 就職できるコミュニケーション能力育成事業

2 聖徳大学短期大学部 私立 実学・実践による女性のコンピテンシー育成

3 千葉明徳短期大学 私立 卒業後５年までの就業力育成プログラム

4 植草学園短期大学 私立 専門性をコアとした就業継続力の育成

5 和泉短期大学 私立 保育就業力向上推進プログラム

6 自由が丘産能短期大学 私立 現場を生き抜く力を重視する就業力育成

7 東海大学短期大学部 私立 リフレクションによる就業力形成プログラム

8 東京家政大学短期大学部 私立 就業力・継続力を高め元気な職業人を育てる

9 創価女子短期大学 私立 女性のキャリア形成のための就業力育成支援

10 金城大学短期大学部 私立 就業力育成バージョンアップ・プロジェクト

11 静岡英和学院大学短期大学部 私立 実践能力向上を重視した就業支援事業

12 名古屋経済大学短期大学部 私立 コース別インターンシップによる就業力育成

13 愛知大学短期大学部 私立 就業力養成をめざす「愛短型」新教育改革

14 京都文教短期大学 私立 短大生のための実践型就業基礎力育成モデル

15 奈良佐保短期大学 私立 地域・企業等と共創する就業力の段階的育成

16 鈴峯女子短期大学 私立 「ベルキャリアコラボレーション」の創成

17 九州女子短期大学 私立 育ての絆―地域力を生かした就業力育成―

18 久留米信愛女学院短期大学 私立 就業力育成支援１０年間継続プログラム

19 福岡医療短期大学 私立 短期大学教育力活用による学際的就業力育成

国立 0

公立 0

私立 19

合計 19

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（短期大学）



整理番号 大学等名 設置形態 取組名称

1
新潟青陵大学
新潟青陵大学短期大学部

私立 ケアから社会を学ぶ、青陵マインドの涵養

2
豊橋創造大学
豊橋創造大学短期大学部

私立 「持続型職業人」ＳＯＺＯプロジェクト

3
大阪音楽大学
大阪音楽大学短期大学部

私立 事実にもとづく日本語ライティング能力

4
大手前大学
大手前短期大学

私立 学生別コンピテンシー伸張の可視化

共同 4

合計 4

※大学等名欄の下線は、取組の主となる大学等を表す。

平成22年度　大学生の就業力育成支援事業　選定取組一覧（共同申請）
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