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● キャリアデザイン特講Ａ・Ｂ
職業観涵養・社会人基礎力をテーマに学生が参加型授業やプ

キャリアデザイン特講Ａ 活動レポート

ロジェクト型学習に取り組んでいます。

この授業は、本当にやりたい仕事を見つけ、自分らしいキャリア

社会人基礎力育成グランプリ 2012 近畿地区予選大会で
奨励賞を受賞

Ａ
（前期）では、身近な「ヒト・モノ・コト」から出会う「仕事（職

プランをつくるためのサポートを、さまざまな側面から提供す

そのチームが平成 23 年11月24日（木）に行われた「社会人基

業）
」と「社会」を考えることで、職業の多様性や多彩さを理解

る授業です。

礎力育成グランプリ2012 近畿地区予選大会（会場：経済産業

し、職業選択に対する視野を広げ、自発的な進路選択を啓発す

昨年の1年生前期開講の「キャリアデザイン特講 A」では P-1グ

省近畿経済産業局）
」に出場し奨励賞を受賞しました。このグ

ることを目的としています。

ランプリという取り組みを行いました。P-1グランプリではパン

ランプリで学生たちは授業を通じて社会人基礎力の3つの力を

Ｂ
（後期）では、実在の食品メーカーの社長から「新商品開発」

メーカーから「四国で売れるパンを開発せよ」というミッション

どのように身につけたか、どれだけ成長したかについて発表し

のミッションを受け、新商品企画提案プロジェクトに取り組みま

があたえられ、新商品開発から企画プレゼンまでを行いました。

ました。出場校のほとんどが大学生さらに 2・3 年生中心の中
で、短大1年生だけのチームで挑戦しました。

す。本プロジェクトを通し「コミュニケーション力」
、
「考える力」
、
「プレゼン力」を養い、また仕事の疑似体験をすることで、
「仕事
とは」
「働くとは」ということを意識します。

それらを通して社会人基礎力の3つの力、

「成長した」と思えるところ

「前に踏み出す力」

大木 麻衣（文章担当）

（失敗しても粘り強く取り組む力）

自分がやるべきことをしっかりやることで結果は出る。誰とでも一つの

「考え抜く力」

目標に向かって協力できる。 → 私は、いろいろ考え・工夫することが

（わからない・できないではなくどうしたらできるのか考える力）

できる。

「チームで働く力」

藤崎 可奈（デザイン担当）

（いろいろな人達と目標に向けて協力する力)

とにかく自分の意見を言ってみる！人の話を聞くときは話に応じて表情を
つけるようになった。 → 私は、わからなくても、どうしたらできるのか

を実感、習得しました。

考える努力をすることができる。
山口 ひかり（発表担当）
人前で話すことに不安がなくなった。自信をもってやればできる。自分
たちの住んでいる所を多くの人に発信していきたい。 → 私は、新しい
ことに挑戦することで、新たな可能性を発見することができる。
〈 社会人基礎力 〉

金 妍慶（文章担当）

「職場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事する上で必要な基礎的な能

自分もできると自信ができました。 → 私は、失敗しても粘り強く取り

力」として、経済産業省が提言したものです。学問で得られる専門知識やスキ

組むことができる。

ル以外に、仕事をする上で必要になる基本的な力のことです。

就職基礎能力

コミュニケーション能力

職業人意識

基礎学力

ビジネスマナー

大学対応授業・講座

意思疎通

自己主張と他人の尊重のバランスをとって意思疎通ができる。

協調性

双方の主張の調整を図り、調和を保つことができる。

自己表現能力

状況に合ったプレゼンテーションを行うことができる。

責任感・主体性

社会の一員として、自覚的かつ主体的に物事に取り組める。

向上心・探究心（課題発見力）

働くことに関心や意欲を持ち、物事に主体的に取り組める。

職業意識・勤労観

職業や勤労を多面的に理解し、意欲を示すことができる。

読み書き

職務を遂行するために必要な文章知識を持っている。

計算・計数・数学的思考力

職務を遂行するために必要な数学的思考法や知識を持っている。

社会人常識

社会人として必要な常識を持っている。

ビジネスマナー

集団社会生活を円滑に、気持ちのよい対応ができる。

● インターンシップ
● キャリアデザイン特講（1）
・
（2）
● キャリアプランニング C

● キャリアデザイン特講 A・B

● インターンシップ

● キャリアデザイン特講 A・B

● ビジネス文書検定対策講座（課外）

● ビジネス文書検定対策講座（課外）

● 基礎数学（1）
● 就職試験筆記対策講座Ⅰ・Ⅱ（課外）

● 就職の数学 A 〜 C

● 社会人になるための教養講座（課外）

● 社会人になるための教養講座（課外）

● 秘書技能検定対策講座（課外）
● キャリアプランニング C

● オフィス総合演習
● 社会とマナー
● キャリアプランニング C

● キャリアプランニングＣ
（モギシュー）
就職活動直前に、就職活動の始まりから終わりまでを本番さな

の流れを体感し、個別フィードバックでしっかり就活のポイント

がらに体感し、ステップごとにすべきことを具体的に気付かせ、

を身に付けます。多くの学生が本プログラム終了後に、実在企

見えない不安（何から始めて、何をしたらいいのか等）を取り除

業にエントリーし、説明会や選考会に参加しています。

くことで、就職活動に一歩踏み出すことを、後押しする5日間の
集中プログラムです。
企業とのアポとり電話やメールのやりとり → 企業説明会参加
（実際の学内合同企業説明会をプログラムに組み入れていま
す。）→ 選考（面接＆グループディスカッション）→ 内定と一連

短大対応授業・講座

大学より

短大より

from university

from college

現代社会学部

生活学科

兵庫県商工会連合会と産学連携事業

2013年度、
音楽・舞台コースがスタート

2011年に本学は兵庫県商工会連合会

環境問題に関する調査研究及び中小企業

キャッチフレーズは「音と身体の表現

生活学科のゆるやかなコース制の特色を

と産学連携協定を締結しています。その
連携事業の一つとして西播磨地域での

の環境問題への支援を行い、報告書を作

力をつけ、
感性を育む！」
ボーカル、
ダンス

いかして、生活に関する様々な分野を学

成しました。また、環境経営学会、兵庫県

など表現力を育成する科目の他、舞台制

びながら、豊かな感性を育む機会が広が

商工会連合会、
神戸山手大学主催

作等の経験を通して、人間関係力や総合

ります。

による「中小企業環境経営セミ

的な実践力も身につけることができます。

ナー」を12月3日 に本学で開催
し、
その成果を発表しました。
さらに、
環境文化学科の井上尚
之ゼミが兵庫県商工会連合会を
通じて「養鶏場の臭気対策」を依
頼され、
「ふんの処理装置」
を考案
して成果を上げ、
神戸新聞に掲載
されました。
セミナーの様子

キャリア・コミュニケーション学科

短大は就職が難しい？ それ、間違いです！

中学・高校より

卒業後の進路をまだ決めていないの

と高くなっています。
この数字を見ると短

に、
短大は就職が難しいから
「就職に有利

期大学への進学という選択、
アリですね！

from junior & senior high school

“Y2 chat” でLetʼs enjoy English !
ネイティブの先生や留学生と生徒が
自由に英語を話せる場。それが“Y chat
2

である」という考えだけで専門学校を選

で、生徒たちは積極的に生きた英語を学
び、
使っています。

んでいませんか？ それ、本学科について
は間違いです！厚労省発表のデータが確

（ワイワイチャット）
”です。
コミュニケー

定した平成23年度の全国短期大学の就

ション言語は英語オンリー。
放課後に、
週

職内定率が84.1％に対し、
本学科は88％

4日程度、学年に関係なく「英語を話した
い人」
が集まり、
会話やゲームなどを楽し

表現芸術学科

みます。英語の「ティームティーチング」
の授業でお世話になっているネイティブ

●

の先生を囲んでのコミュニケーション

相楽園 夏至祭
神戸市立相楽園 厩舎
2012年 6月15日
（金）
〜24日
（日）美術作品展

大学・短大

事前申込
不要

オープンキャンパス
受付
2012年

保護者
歓迎

6月24日
（日）コンサート＆
パフォーマンス

大学：3号館
短大：1号館

●

サマーフェスタ2012
■水の科学博物館サマーライブ 2012

6月10日（日） 12：00〜16：00
7月15日（日） 12：00〜16：00
7月29日（日） 10：00〜15：00
8月12日（日） 10：00〜15：00
8月19日（日） 10：00〜15：00
9月 9日（日） 10：00〜15：00

7月16日（月・祝）

神戸市 水の科学博物館

■サマー公演 2012
7月22日（日）

本学5号館 演奏ホール

■課外講座 サマー･コンサート 2012
7月28日（土）

本学5号館 演奏ホール

■美術･デザイン 作品展

※7月29日以降は、JR元町駅北より送迎バスを運行します。

フェスタ期間中

各学科が工夫を凝らしたイベントを企画しています。
詳しくはホームページをご覧ください。
みなさんのご来場をお待ちしております。

本学5号館 1階ホール

表現芸術学科の夏は、
イベントが盛りだくさんです。
美術・デザイン・音楽・舞台と、
普段の学生の学びの成果を是非ご覧ください。
お待ちしております。

今後の主な行事予定（平成24年度）

＊行事予定の詳細については神戸山手学園ホームページをご覧下さい。

神戸山手

地域連携行事

検索

I
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● 神戸山手大学現代社会学部に
『総合社会学科』を開設！

● 6月24日
（日） 相楽園「夏至祭」
（短大表現芸術学科＆Kobe-Yamate CAST） 神戸市立相楽園
● 7月 7日
（土） 14:00〜

T O P

（神戸山手で検索してください）

第21回クラシックスクエア
（短大表現芸術学科 松井春枝教授他） NHK神戸放送局

● 7月14日
（土） 生田川水辺まつり
（予定） 神戸市中央区

大学では平成25年度より
「総合社会学科」
を開設。
「社会学・メディア」
「心理学」
「経済・経営学」
「観光学」
「環境学」
「建築・イン
テリア」の6つの多彩な学びのフィールドから、複雑に絡み合った現代社会
の問題に取り組みます。

● 7月16日
（月・祝）
コンサート
（短大表現芸術学科）＆キッズ環境教室（大学環境文化学科） 神戸市水道局＜水の科学博物館＞

● 神戸山手短期大学の学科の魅力がさらに充実！

学 校 行 事

今春、生活学科に「心理コース」が登場。さらに平成25年度には「音楽・舞

● 7月16日
（月・祝）
サマーフェスタ2012（短大表現芸術学科）
〜28日
（土）
● 6月10日
（日）
・7月15日
（日）
・7月29日
（日）
・8月12日
（日）
・8月19日
（日）
・9月9日
（日） 大学・短大オープンキャンパス
● 6月17日
（日） 中学校オープンスクール

● 8月26日
（日） 高校オープンスクール

台コース」が新たにスタート。充実の6コースで生活分野をより幅広く、深
く学ぶことができます。
また、キャリア・コミュニケーション学科では平成25年度から「デザイン
系」科目群を開設。グラフィックデザインの基礎知識と実践的なノウハウ
を学び、
就職活動や様々なキャリアシーンに活かすことができます。

