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取 組 の 概 要 

学部横断型ゼミナールは、2 年次後期、もしくは 3 年次の異なる学

部の学生同士がひとつのチームを構成し、学部の専門知識を提供し

あい、協働せずには解決できない課題（企業の CSR 報告書の作成）

に取り組むことで、「横のつながり」の重要性を認識し、自己管理力

、チームワーク、リーダーシップ、そしてそれらに対する自己評価

能力を高めることを通じて、生涯学習力を育成する。授業用 SNS へ

の活動記録の書き込みやキャリアコンサルタントとの面談を通じ、

正しい自己評価能力も高める。  
 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本取組を実施するにあたり、学内に＜学部横断「横のつながり」育成プロジェクト

委員会＞ならびに委員会の決定事項を実施・推進のために＜教育 GP 推進チーム＞を

設置し、全学をあげて取り組んだ。委員会の構成は、学長・教育 GP 推進チームリー

ダー・各学部長・教務部長・学生支援センター長・学長補佐・大学事務部長である。

教育 GP 推進チームには、授業を担当する各学部１名ずつ選ばれた専任教員（任期な

しの教員という意味で後述する助教は含まない）と、本取組の実施体制強化のために

学部横断型ゼミナールを主に担当するために平成 22 年度に着任した助教 3 名（任期

3 年）をあて、事業を推進した。本取組を総括する教育 GP 推進チームリーダーは、

専任教員の中から選出した。また、専従職員１名が授業運営の補助、企業対応、学内

外への広報活動を展開した。そのほか、取組期間の 3 年間で 9 名の職員にキャリアコ

ンサルタント養成講座を受講させ、資格取得者が学生の面談に参加した。ゼミナール

の課題は企業の「CSR 報告書の作成」であり、課題提供企業への依頼は本学キャリア

支援課のほか武蔵大学同窓会、東京商工会議所に協力を得た。 

学部横断型ゼミナールの授業はセメスター単位で、前期と後期にそれぞれ実施し、

各セメスターで実施される授業は、中間発表会(前期 6 月、後期 11 月)を挟んで、学

部ごとに活動する準備・予備段階(フェーズ１)と学部横断型段階(フェーズ 2）に分

けて行った。授業開始時にはガイドブックと社会人基礎力アドバイスシートを配布

し、ガイダンスを行い、授業の仕組みへの理解を深めさせた。平日授業 1 回と土曜日

授業（2 時限～5 時限）4 回で、単位は 4 単位とした。 

(２)取組の実施内容について 

本取組は、①学部横断型ゼミナールの円滑な運用、②ゼミナール期間中の事前・中

間・事後に行われるキャリアコンサルティングの実施、学内養成（職員）のキャリア

コンサルタントの定着化、③CSR 報告書作成のための情報収集を目的とした企業訪

問、④全学的取組への拡充のための広報活動、⑤学内報告会の開催（前期 7 月、後期

12 月）、⑥次年度履修生・課題提供企業の募集の効率化、学内での取組の普及、担当教

職員の負担軽減を目指した継続可能な体制の整備、以上の 6 点を柱にして展開した。 

学部横断型ゼミナールは全三学部（経済学部・人文学部・社会学部）から、前期は
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3 年次のみ、後期は 2､3 年次の学生が各学部最大 12 名ずつ参加し、前期・後期で平

成 21 年度（事業開始は 10 月下旬）は 1 クラス、平成 22 年度は 2 クラス、平成 23

年度は 3 クラスずつ開講し、チーム数は 1 クラス 2 チーム（2 企業）で構成した（平

成 23 年度前期のみ東日本大地震のため、前期のみ 3 クラス中 2 クラスは 1 チームで

構成）。取組期間である 2 年半の延べ数が、協力企業は 20 社、教員は経済学部・人文

学部各 3 名、社会学部は 4 名、職員 9 名、学生は平成 21 年度（後期のみ）33 名、平

成 22 年度 122 名、平成 23 年度 138 名が参加した（教員参加割合：大学全体 14%。職

員参加割合:10.5%。学生参加割合（平成 23 年度）：1 学年定員割合 14.84％）。 

協力していただいた企業には授業に 3 回参加してもらうほか（1 回目:企業概要の

説明と質疑応答、2 回目:中間発表会への参加と質疑応答、3 回目:学内報告会への参

加）、授業用 SNS での学生からの質問に回答をお願いした。 

ゼミナールにおいては、ノートパソコンを全員に貸与し、SNS 上での作業や情報共

有、メンバー間コミュニケーションを可能とし、円滑なゼミナールの運用を展開した。

ゼミナール実施期間の事前(前期 4 月､後期 10 月)､中間(前期 5 月､後期 11 月)､事後(前期

7 月､後期 1 月)にキャリアコンサルティングを実施し、自己評価シートの記入、SNS への

毎週の活動記録の書き込み等による振り返りと組み合わせることで、正確な自己評価能

力の育成を行った。また、事業期間中に外部委託の負担軽減のために、キャリアコンサ

ルタント養成講座に職員 9 名が受講し、資格試験合格者は職員 8 名になり、授業での面

談を実施した。 

学内報告会は 7 月（前期）と 12 月（後期）に在学生、教職員及び企業関係者等を

招いて開催した。学生はディスカッションや企業訪問などを通して制作した CSR 報告

書を報告会で配布し、制作過程等についてのプレゼンテーションを行った。開催にあ

たり、ポスターの掲出、パンフレットの送付、案内状の送付により報告会開催の幅広

い周知を図った。 

次年度履修生、課題提供企業の募集の効率化、学内での取組の普及、担当教職員の負

担軽減を目指し、継続可能な体制の整備を行った。具体的には、CSR 報告書の製本等に

よる活動成果のアーカイブ化（21 年度～23 年度）、自己評価シートの電子データ化可

能なシステムの構築（21 年度）、履修後の学生とのつながりの維持のために SNS を構

築した（21 年度）。 

システム構築した自己評価シートの電子化では、学生の本プロジェクト参加による

各スキルの伸びを検証した。また構築した既履修生用 SNS の運用により、履修後の学生

とのつながりの維持、就職活動状況、意識変化などの追跡調査を実施し、各スキルの伸

びや今後の取組の改善点を検証した。2 年半の補助事業期間実績等の学内･学外への

発信としては、平成 23 年 9 月 10 日にシンポジウムを開催し、中間報告書を配布した。

また 11 月～12 月にかけて卒業生を含む既履修生 20 名にインタビューを行い、本事

業の効果を含め 2 年半の活動を平成 24 年 3 月に報告書としてまとめた。 

 (３)社会への情報提供活動について 

本取組における社会への情報提供活動は次のとおりである。なお、情報提供は専従

職員が主に担当し、既存の大学組織（広報委員会）と連携しながら行った。①概要や

体験談を掲載したパンフレット・ポスターを作成し、企業・各大学・学生・高校生等

に配布し、取り組み活動を積極的に広報した。②大学ホームページ内に特設サイトを

作成した。③特設サイト内の＜三学部横断ゼミブログ＞では、取組の状況を随時公開

した。④7 月(前期)、12 月(後期)には在学生、教職員、保護者および企業関係者を招

いて学内報告会を開催し、学生は制作した CSR 報告書を報告会で配布し、製作過程や

活動による成長を発表した。開催にあたり、ポスターの掲出や案内状の送付、マスコ

ミへのリリース等で幅広い周知を図った。⑤最終年度の平成 23 年 9 月 10 日にシンポ

ジウムを開催し取組活動を発信し、中間報告書を作成し配布した。⑥2 年半の補助事

業期間の実績等の学内・学外への発信として、平成 24 年 3 月に報告書をまとめた。
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本補助事業の目的は、本学が伝統的に取り組んできたゼミナールを典型とする少人

数教育では十分に育成できない「態度・志向性」にかかわる能力育成方法の改善を図

り、本学の教育目標である｢知と実践の融合｣における人材養成に資するため、学部横

断型チームで活動することにより、「横のつながり」の重要性を認識させ、自己管理

力、チームワーク、リーダーシップの向上を目指すこと、さらに、企業との産学連携

により「大学生のための CSR 報告書の作成」という課題を与えることで、倫理観と市

民としての社会的責任に対する学生の意識の向上を図ることであった。＜自己管理力

＞は規律性・ストレスコントロール力､＜チームワーク＞＜リーダシップ＞は、発信

力･傾聴力･柔軟性･状況把握力の指標を定め、授業開始前と終了後を比較し、各 10

点満点で 2 ポイント程度の上昇を目標にした。 

【事前から事後の指標にした６つの力の変化（「事前評価」と「事後評価」の差異）】

６つの力 

（達成目標とした指標） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 22 年度 

事前 事後 差異 事前 事後 差異 事前 事後 差異

自己 

管理力 

規律性 6.56 7.06 0.50 7.86 7.80 -0.06 7.38 7.75 0.37 

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 5.33 6.89 1.56 6.76 7.80 1.04 6.61 7.69 1.08 

チーム

ワーク・

リーダ

ーシッ

プ 

発信力 5.06 6.53 1.47 6.20 7.57 1.37 5.80 7.71 1.91 

傾聴力 5.42 6.97 1.56 7.01 7.93 0.92 6.59 8.18 1.59 

柔軟性 5.42 7.14 1.72 7.48 8.26 0.78 6.75 8.14 1.39 

状況把握力 5.28 6.67 1.39 6.43 7.48 1.05 6.01 7.82 1.81 

学生にはキャリアコンサルタントとの面談ごとに目標とした能力を自己評価させ

た結果、授業開始前と終了後は上記のような結果となった。結果は目標の 2 ポイント

上昇には満たなかったが、ほとんどの指標で明らかな成果が得られた。チームで協働

し期日までに CSR 報告書を完成させるプロジェクトの実施により、自己管理力、そし

てチームワーク、リーダーシップの能力の高まりが確認された。ノートパソコンを履

修生全員に貸与し、授業時間外でも SNS 上でコミュニケーションを円滑に行える体制

の整備が、密度の濃いチームワークが生まれる効果を促進した。またキャリアコンサ

ルティングの実施や、SNS への活動記録記入による自己の振り返りにより、学生が正

確な自己評価能力とは何かを認識し、その育成に対して自ら積極的になった状況が確

認された。さらに CSR 報告書作成のための情報収集を目的とする企業訪問により、実

社会にきわめて具体的な形で触れる機会を得た。社会的責任に対し高い問題意識をも

って企業の活動を調査することによって、学生自身の倫理観、市民としての社会的責

任への認識が深化した状況が認められた。そのほか担当教員が、他学部の教員と連携

してゼミナールを運営し互いの専門性に触れることで、学部間の交流が活発化した。

本取組の波及効果としては、開発した教授方法が経済学部 1 年次ゼミで試験的に導入

された。また作成した CSR 報告書が企業のホームページで公開されたり、対外的な配布

物として使用されたり、報告書自体も企業から高い評価を得ることができたほか、平成

23 年度卒業生は本取組に参加した企業に 4 名採用された。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 本取組は、①各セメスターの終盤に学内報告会（前期 7 月、後期 12 月）を行い、

教職員・学生等が参加し取組自体の評価を得る、②＜学部横断「横のつながり」育成

プロジェクト委員会＞を設置し、年度末に委員会に対して報告書を提出する、③履修

生の進路や卒業後のデータ整備といった評価体制・評価方法を整えた。さらに、課題

提供企業は半年ごとに変わるが、提供先は本学キャリア支援課、武蔵大学同窓会、東

京商工会議所というネットワークの拡大により、CSR 報告書作成未着手の企業とのよ

り円滑な産学連携体制の基盤を固めた。 

学生は①学生自身による自己評価、②同じチーム内の学生からの他者評価、③教員

からの評価、④キャリアコンサルタントによる評価という５つの評価を行ったり、受

けたりする。そのための体制として、平成 20 年度に構築していた授業用 SNS や自己

管理力の評価・育成モデルを継続して使用した。今回の取組期間においてパソコンや

電子黒板等の情報機器の整備を行い、外部に依存していたキャリアコンサルタントを

大学内部で養成するなど、財政支援期間終了後も今まで同様の評価体制を維持するこ

とを実現した。 

学生の上記評価方法 4 点の充実のための取組を次にあげる。①自己評価：授業の開

始時に『ガイドブック』を配布し授業の仕組みを深く理解させ、さらに評価指標とし

た社会人基礎力の『アドバイスシート』も配布し、教員からのガイダンスを受け、学

生が評価・育成の対象となる能力とは何か、その能力とはどんなものを自分自身で理

解できるようにした。この評価指標においてキャリアコンサルタントとの面談前の定

性的自己評価（自己管理能力やチームワーク・リーダーシップ関連の能力に対して３

つの質問に文章で振り返る）、面談後の定量的な自己評価（自己管理能力やチームワ

ーク・リーダーシップ関連の能力に 10 点満点で点数をつける）を行った。授業終了

ごとに SNS 上で指標を意識させながら「振り返り」の日記を書くことで、自己評価能

力をさらに高めさせた。②他者評価:授業の最後に、同じチームの学生全員からフィ

ードバックを受け、それを受けて学生は自分が最ものびた能力と伸びなかった能力に

ついて考え、教員にレポートを提出する。③教員からの評価:成績評価は、「活動記録

の記入内容」「レポート」「プロジェクトへの参加・貢献度」「各課題・日記の提出期

限」とした。④キャリアコンサルタント:授業の事前・中間・事後の計 3 回にわたり

一人あたり 30 分～40 分の面談を行い、学生による正確な自己評価を支援するととも

に、適宜アドバイスと評価を行う。授業終了後には 3 回の面談後に提出させた定量的

な自己評価をグラフ化したものと、キャリアコンサルタントのコメントを記入したフ

ィードバックシートを学生に渡した。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本取組は、従来のゼミナールや講義による授業では育成の難しかった「態度・志向

性」能力に照準を当て､それによってバランスの取れた学士力を有する学生の育てる

体制の構築が狙いであるので､本取組は財政支援期間が終了しても継続する｡本取組

で整備された情報機器や資格を取得した職員のキャリアコンサルタントを参加させ

ることで、大学の財政的な負担は軽減された。平成 24 年度は、前期・後期ともに 2

クラスを開講する。 

本取組は、通常の授業、通常のゼミナール活動と比べて、授業に関わる関係者も教

員以外に、企業関係者、キャリアコンサルタント、授業を専門にサポートする事務職

員、そして WEB 関係の技術サポート担当企業など多岐にわたっている。また、授業

運営を３つの学部の教員が協力し合いながら行っていかなければならない。運営し、

継続するには、大学組織にリソースの負担をかけ、教員にも通常授業とは異なる負担

を求めるものとなっている。そのため、本取組が継続して実施されるには、本学にお

ける本取組の位置づけが明確であることが前提条件になる。もし、他の授業と同じ位

置づけであるならば、他の授業以上に負担のかかるものを実施する意味がなくなるか

らである。しかし、この問題は簡単には解が見出せないほど奥が深い。それに対する

方策は、様々な問題をひとつずつ解決していくしかないが､その間､本取組は､大学経

営に携わる人たちのリーダーシップと履修した学生の本授業に対する評価が本取組

みの大きな支えになるのであろう。  
次に本取組を継続するための組織体制等について具体的に触れたい。ただし、ここ

では、週２クラス体制を念頭に書いている。第１には、専任職員１名は必要である。

まず、この授業は、各セメスターで４企業が参加する。授業への協力依頼、協力内容

の説明、授業期間中の打ち合わせ、計 3 回の合同授業の際の対応等がある。この他に

も、キャリアコンサルタントとの手配や打ち合わせ、学生へのパソコン貸与の手続き、

提出物の受け取りや管理などがあり、専任職員なしでは授業運営は困難を極めること

になる。第 2 には、教員体制であるが、組み合わせとしては、①２クラスとも専任教

員（任期なしの専任教員という意味で現在の助教は含まない）、②１クラスは専任教

員、1 クラスは専任教員以外の教員、③2 クラスとも専任教員以外の教員という３パ

ターンが考えられる。これは、本取組の本学における戦略的な位置づけに関わってい

る。専任教員以外の教員が必要な場合、いわゆる非常勤講師では対応できないので、

今の助教体制の継続、もしくは新しいタイプの教員制度を確立する必要がある。第 3
には、運営体制であるが、これは現在の委員会方式を継続することが望ましい。第４

には、財務支援の問題であるが、主な支援内容は、専任職員、キャリアコンサルタン

ト、学生へのパソコン貸与、そして専任教員以外の教員の人件費の負担である。第５

には、他の専任教員や職員からの理解をさらに深めることである。直接、本取組に関

わらなくても、ゼミの学生が参加している教員の理解、教室手配等を担当する教務関

係の職員の理解等は必要である。  
今後も本事業を継続発展させて、本学教育目標である「知と実践の融合」における

人材養成機能の強化を図りたい。  
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

■学部横断「横のつながり」育成プロジェクト・構造 

 
 ＜準備・予備調査段階(フェーズ１)の各学部の課題＞ 

  経済学部：企業活動の実態、人文学部：企業風土、社会学部：CSR の概念 

 ＜学部横断型段階の課題(フェーズ２)＞ CSR 報告書の作成 

 

■自己管理力、チームワーク、リーダシップの評価・育成の構造 
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