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卒業後の進路を考える

湘南工科大学 工学部長 木枝暢夫

平成27年度後援会総会講演（150517）

湘南工科大学の教育研究体制

工学部６学科（基盤系３学科＋応用系３学科）

・機械工学科

・電気電子工学科

・情報工学科

・コンピュータ応用学科

・総合デザイン学科

・人間環境学科

大学院工学研究科２専攻

・機械工学専攻

・電気情報工学専攻

学部入学定員：５００名
大学院入学定員：１８名
専任教員数：７７名
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本学の教育方針

・多種多様な情報を集めて判断・分析し、その中から課題を
発見して、解決のための構想を描くことができる。（Sense）

・教養と専門分野の知識・技能を課題の解決に活用し、その
過程を通じて自らを高めてゆくことができる。（Intelligence）

・確かな人間性と社会性に支えられた能動的なコミュニケー
ションによって，他者と協働することができる。（Teamwork）

・専門の知識・技能を生かす基礎となる汎用的能力

・高度化し，変化の激しい社会で柔軟に生き抜く力

社会に貢献する技術者の育成

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）に明記された
卒業までに身につけるべき能力

技術者にも色々なタイプがある

広汎型技術者

社会の様々な場所で
工学的能力を活かす

総合型技術者

工学＋αの総合的
な能力で仕事をする

専門型技術者

特定の技術分野で
開発・製造に携わる

エンジニア・テクノロジスト・テクニシャン
『大学における実践的な技術者教育のあり方』

（平成22年文部科学省）
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学科別進路状況（業種別）H26.3卒

学科別進路状況（職種別）H27.3卒

機械 電気 情報

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ応用 総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ 人間環境
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学科別進路状況（職種別）H27.3卒

新入生アンケート：大学進学の目的は？
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新入生アンケート：大学で力を入れたいことは？

新入生アンケート：卒業後の進路は？
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1年次PROGテスト総合評価の分布

PROGテストとは，社会人基礎力を客観的に測るためのテストで，リテラシー（思考）とコンピテンシー（行動・態度）の２つの能力をさらに
細分化した項目について，各人のレベルが社会で活躍している若手（30歳前後）社会人と比として評価します．大学卒業時の目標レベ
ルは7段階の4，5段階の3以上で，現在の自分のレベル判定から在学中に伸ばすべき能力を意識し，そのために役立つ行動（授業選択，
課外活動，自己研鑽，など）を増やしてもらうために，H26年度から1年生と3年生の5月に試験を実施しています．結果の見方と活かし方
についてのガイダンスを，それぞれ修学基礎およびキャリア形成の授業中におこないます．

PROG（H26)リテラシー能力別結果（学年比較）
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PROG（H26)リテラシー能力別結果（学年比較）

PROG（H26)コンピテンシー能力別結果（学年比較）
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アクティブラーニングの積極的導入

ＮＰＯ法人ＮＥＷＶＥＲＹが提供するＦＤ2.0の実施

・2014年2月，3月に2日間ずつのグループ研修

教員31名，職員10名が参加

・参加教員の授業コンサルティング

前学期・後学期に各1科目1回

・8月に中間，2月に最終のグループ研修各2日間

※2015年は教員13名、職員5名で継続実施

・研修の成果は，授業以外に各学科の新入生オリエン
テーションでも活用：アイスブレイクやチームビルディング．

→１年生の雰囲気が変わった．単位取得率が向上．

・教室や授業支援機器の整備も進めている．

人間環境学科オリエンテーション風景
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総合デザイン学科オリエンテーション風景

コラボレーションルームII（2015.4から）
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つなげる力

伝える力

高める力 進める力

深める力

受けとる力

知識・理解

技術・活用

学修を通じて学生が身につけるべき能力の指標

情報を受け取っ
て理解・判断し，
的確に対処する
ことができる．

課題を考察し，
解決の手段と
それに必要な
知識・技術を
見出すことが
できる．

計画を立て実行し，結果を
振り返り改善するサイクル
を継続することができる．

高い目標に主体的に挑戦し
て，自らの能力を向上させる
ことができる．

客観的事実や
自らの考えを，
言葉や文章で
わかりやすく正
確に表現する
ことができる．

確かな人間性
と社会性をもち，
集団の中で自
らの役割を果た
すことができる．

授業出欠状況の把握と修学支援への活用

・授業後1週間以内のデータ入力を義務づける．

・大学情報室が出席率を定期的にモニター．

・CC教員・卒研指導教員による担当学生のフォロー．

・修学サポート担当による支援．

IC学生証による出欠確認

データをPCに取り込むと，
Web上で出欠状況を随時
確認することができる．
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進路決定に役立った活動（H26内定者アンケート）

キャリア支援のさまざまな仕組み（低学年）

・修学基礎（１年次必修科目）：資格講座など

・プロジェクト実習：工学と社会のつながりを学ぶ

・社会貢献活動：工学が社会で役立つ実感を得る

・インターンシップ：職業体験で自分を見つめ直す機会

・資格取得：目標を立てて挑戦し達成する経験

・テクノチャレンジ：鳥人間コンテストなど

・海外語学研修：大学が紹介・サポートするプログラム

・学生自治会・松稜祭実行委員会・各種部活動
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社会貢献活動：例年30～50名程度が履修

福祉ものづくり

環境：引地川環境保全 IT：ビスケット
ワークショップ

年 度 一次登録者 研修実施者

平成２４年度 N.A. 14

平成２５年度 45 15

平成２６年度 113 37

平成２７年度 106 未定

インターンシップの状況

※一時登録者に対して，各学科のキャリア教育連絡協議会
委員の教員が面談をおこない，単位修得状況などと総合して
研修可能かどうか判断する。
※その後、受け入れ企業とのマッチングをおこなって，最終的
な研修実施者を決める。
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取得したい資格は？

資格講座（修学基礎H26）アンケート結果

選択数

講座の中で紹介さ
れた資格の選択数
が多くなっている

資格取得対策講座 実施⽉ H24 H25 H26 H27

⾊彩検定対策講座 5〜6⽉ NA NA NA ⼈数不⾜

eco検定対策講座 6〜7⽉ NA NA NA ⼈数不⾜

ファイナンシャルプランナー試験対策講座 夏休み NA NA NA

⽇商簿記3級試験対策講座 10〜2⽉ NA NA NA

ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ試験対策講座 9⽉ 7 30 ⼈数不⾜

基本情報技術者試験対策講座 2〜3⽉ NA NA 5（？）

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（Word） 8⽉ ⼈数不⾜ 23 8(6)

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（Word） 3⽉ NA NA 6(5)

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（Excel） 8⽉ ⼈数不⾜ 20 9(8)

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（Excel） 3⽉ NA NA 6(5)

その他　課外講座 実施⽉

ＴＯＥＩＣ®短期２０回集中講座 5〜7⽉ NA NA NA 7

ＴＯＥＩＣ®短期２０回集中講座 10〜1⽉ NA NA 8

資格取得対策講座（有料）実施状況

※CG検定，CAD利用技術者試験，TOEIC IP，工業英検，日商簿記検定3級
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士3級，第2級陸上特殊無線技師，DD3種，など

学内で試験
実施予定

アンケートで
回答数が多
かったので，
計画してみた
が，残念なが
ら希望者が集
まらなかった．
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中学技術 中学数学 高校数学 高校工業 高校情報
機械 6 4 4 1 NA

電気 2 1 0 1 NA

情報 2 3 2 0 2

応用 NA NA NA 0 1

ﾃﾞｻﾞｲﾝ 1 NA NA 1 NA

環境 5 NA NA 3 NA

合計 16 8 6 6 3

教職課程の状況（H26・H27）

現４年生が
取得を希望
する免許

※学科により，
取得可能な免
許が異なる．

教職科目の
履修者数
(学年別)

キャリア支援のさまざまな仕組み（3年生以降）

・キャリア形成（3年前学期）：進路選択に向けたガイド

・PROGテスト，SPI模試，ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ，など

・進路研究（3年後学期必修科目）：具体的な活動支援

・業界研究，SPI模試，履歴書・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ・面接対策，など

・就職スキルアップ講座（課外）：希望者対象

・SPI強化講座，各種模試・実践講座，新聞の読み方，など

・就職アドバイザー制度：学科ごとに専任の担当者

・定期的な面談，活動報告を義務づけている．

・学内企業説明会：合同（～40社）は2月から月1～3日

・その他，個別企業の説明会（予約制）も多数実施．
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進路状況の年度別内訳 H26年度は実就職率（全卒業
者に対する値）が前年度より
10ポイント以上アップした．

進路について考え始めた時期（H26就活）

早いほど良いとは言わない
が，やはり3年次前学期には
考え始めておくべき．
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具体的な就職活動の開始時期（H26就活）

志望業種・職種の変更有無と時期（H26就活）

就活を通じて志望が変わる場合（比較的
早期）と，志望業種・職種で内定が得ら
れないため，やむを得ず変更する場合
（遅い時期）がある．
勤務地へのこだわりが障害になることも，
しばしば見られる．
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卒業後の進路に困らないために

•目的意識をもって主体的に学び，活動する．

•各人が必要な授業を選んで履修し，しっかり学ぶ．

•その中で，社会人基礎力を伸ばすことを意識する．

•卒業後の進路について，早い時期から考え始める．

卒業前の１年余りを占める大事なイベント＝卒業研究
・教員との１対１の師弟関係．
・研究室という小さな組織での活動経験．
・自分を見つめ直し，社会へ出る準備をする場．

信頼できる教員を見つけておくことも大切


