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取組 の概 要【 １ペ ージ 以内 】  

少子高齢化に伴う労働人口の減少の中で、就業率の低下は日本の市民社会の存立基盤
を揺るがしかねない事態であり、就業力の育成、キャリア教育の強化が重点課題となろ
う。ところが、中等教育段階から導入されつつあるキャリア教育が、必ずしも就業力を
高めることに結びつかず、大学での就職指導も目先の結果を求めるあまり就職技法へ偏
重しがちである。本事業は、「地方」における就労課題と現在のキャリア教育の問題点を
解決し、高校から大学そして社会への移行期間を対象に、地方の国立大学、とりわけ教
員養成系学部の特色を活かした就業力育成の取組みである。  
本事業では、これまでの教育実践と就職支援の実績から構想した以下 5 つの仮説に立

脚した取り組みを展開する。①未熟な学生であっても地域の活動に参画し、役立つ存在
としての自己認知を高めることが就業力に繋がること。②地域連携をした貢献活動の中
で地域への愛着を強めることが、地域生活と就業の調和（ワークライフバランス）を保
つ能力を培うこと。③地域参画活動で、年齢や経験の異なる世代間が交流する組織作り
を経験することは、世代継承生成サイクルを自ら創出する能力を鍛え、様々な困難を乗
り越える就業力を育成すること。④大学生が高校に出向し、大学生自身の就業力育成活
動を紹介する高大連携プロジェクトは、年齢の近い大学生世代による高校生のキャリア
ガイダンスとして効果的であること。⑤福井大学では本年度から、特別支援学校高等部
卒業生を大学に任期付き雇用し、ジョブコーチの指導のもと職業教育の実施体制を構築
した。本事業ではこの体制を活用して、これまで進路指導・職業教育実習を受ける機会
を保証できないでいた教員志望学生に対して、ジョブコーチの指導のもとに進路指導・
職業教育実習体験を積ませる。進路指導・職業教育実習を経験した学生が、将来キャリ
ア教育の担い手となることは、学生のキャリア教育としての意義はもとより、彼らが中
等教育におけるキャリア教育に携わることで、その実質化に貢献するという意義、そし
て本学部と高等学校及び特別支援学校高等部との高大連携の推進という意義がある。  
本事業は、初年次教育から４年間、地域参画型の実践教育と専門教育を結合させて就

業力を高めようとする。その中核組織として、地域共生プロジェクトセンターを設置し、
センターを核にした実践的地域参画科目、地域づくり協働実践科目、キャリア形成授業
科目を共通教育（本学の教養教育）に新設する。これらの科目を専門科目と連動させる
一方、県高等学校校長会と協働した高校生対象のキャリア教育を企画し、次の４点を実
現する。①大学生が地域の社会活動へ参画し、②参画した内容を専門科目で吟味し、実
務家教員に支援されながら共通教育や高校生を対象としたキャリアガイダンス講座で発
表する、③４年間にわたる形成的キャリアガイダンスを実施し、④大学に任期付き雇用
した知的障害者の就労支援と、それを通して教員志望学生の進路・職業指導実習を行う。
本学部がこれまで取り組んできた様々な実践的地域参画、すなわち児童生徒の土曜日

の学習を支援する「探求ネットワーク」、「ライフパートナー」、児童館、博物館、公民館
活動での実習、まちなかギャラリーの企画運営実習、国際交流フェスティバル企画実習
等への参画経験が、ワークライフバランスのとれた大学生の就労意識と、就労への動機
を醸成すると期待している。それに加えて、４年間を通じた形成的なキャリアガイダン
スで、就労への現実的な対処を学び、地方に適した総合的な就業力の育成を実現したい。 
 




