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取 組 の 概 要 

短期大学の２年間という制約のもとで獲得すべき社会人力を早期より

生徒（学生）に理解させて入学後の学業への興味と意欲を高めるため

に、湘北短大型の入学前教育科目「コミュニケーションリテラシー」

の確立を目指すものである。試行段階にあった同科目を拡大発展させ、

段階的に受講対象者を増やし、その果実をもとにリベラルアーツ教育

全体を最適化することで、専門教育のみならず社会人として必要な能

力を涵養する教育を実現する。 

 

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  取組の代表者である学長のリーダーシップのもとに全学的に遂

行されており、全学横断組織である「リベラルアーツセンター(以下LAセンター)」がそ

の実務的な企画・運営にあたった。同センターは、教授クラスのセンター長のほかに４

学科（情報メディア、生活プロデュース、総合ビジネス、保育）から選出された５名の

教員と職員３名の、計８名からなっている。全入学生を対象とした事業であるため、教

務部をはじめ、総務部、財務部、キャリアサポート（CS）部の全職員が実働した。とく

に高大産連携の事業（キャリアフォーラムや企業アンケートの実施）に際しては、CS部

職員とLAセンター同様の全学横断組織である「インターンシップセンター」の協力を得

た。また、e-ラーニングのシステム構築に際しては「ICTセンター」との協働となった。

(２)取組の実施内容  プロトタイプである高大連携高校からの入学者対象の単位科目

「コミュニケーションリテラシー」を拡大強化・発展させて確立するために、（P） 高大

産連絡協議、（D）入学事前授業の実施、（C）効果の検証、（A）教育内容の調査研究と授

業への反映、を繰り返すPDCAサイクルを構成して実施した。  

１）取組の実施計画に掲げた内容（各年次の実施計画）と実績 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

達成目標 

受講者数 

高大連携校からの入学

予定者全数（約 200 名）

規模を拡大  
（21 年度比 2 倍以上）

全入学生に対応  

実績 

・単位認定

者数/申込

者数 

・対象者に

対 す る 割

合（％） 

176 名 /185 名  
 

高大連携校出身者 192
名に対する申込率 96％
（全入学予定者 566 名

に対する申込率 33％）

  190 名 /446 名  
東日本大震災の影響で

後半日程の予定者は受

講不能となり、前半日程

申込者は 197 名。  
全入学予定者 548 名に

対する申込率 81％  

391 名 /403 名  
 
年内に確定した入学予

定者 457 名に対する申

込率 88％  
全入学予定者 474 名に

対する申込率 85% 
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重点 受講者の質的・量的変化

に伴う問題に対する 

準備 

問題点に対応し、授業 

内容を質的に強化 

入学前授業実施体制を

確立し、入学後の教育 

全体を最適化 

具 体 的 な

実 践 内 容

と 評 価 の

実施 

-LA 教育研究会開催 

-教材整備 

-「コミュニケーション

リテラシー」開講 

-受講生アンケート調査

-社会人キャリア力育成

アセスメント実施 

-高大産連絡協議会開催

-振返りアンケート実施

-高大産連携キャリア 

 教育フォーラム開催 

-海外カレッジ視察研修

-「コミュニケーション

リテラシー」開講 

-受講生アンケート調査

-社会人キャリア力育成

アセスメント実施 

-高大産連絡協議会開催

-e-ラーニング導入準備

-e ラーニングシステム、

テキスト等の確立 

-振返りアンケート実施

-高大産連携キャリア 

教育フォーラム開催 

-「コミュニケーション

リテラシー」開講 

-受講生アンケート調査

-海外教育視察研修 

-社会人キャリア力育成

アセスメント実施 

-高大連絡協議会開催 

２）事業の詳細 

平成 21 年度は準備段階にあたる。教材整備、「コミュニケーションリテラシー」の効

果検証方法としての「社会人キャリア力育成アセスメント」の試験的導入、次年度の視

察研修の計画立案（LA 教育研究会開催）、これまでの試行に対するアンケート調査結果

の分析などを実施し、高大産連絡協議会での議論を基に実施方法と内容の立案を行った。

平成 22 年度は、前年度行った準備に基づき、規模拡大に伴う受講生の質的変化への対

応に重点をおいた。海外カレッジの視察研修（米国東海岸とシカゴ地区の２グループ）、

e-ラーニング導入準備（ワーキンググループ設置）、高大産連携キャリアフォーラム（６

月、約 100 名参加）、上記受講生のアセスメントとアンケート（受講後と１年後の振り返

り）、企業へのアンケート調査を実施し、得られた知見を基にノンバーバルコミュニケー

ションと e-ラーニング（Ｗｅｂ課題）を試験的に導入して授業を構成した。東日本大震

災のため、3 月 14 日から開講予定であった２日程の授業は残念ながら実施不可能となっ

た。高大産連絡協議会での議論に基づき、次年度の実施方法と内容の計画立案を行った。

平成 23 年度は、500 名弱が受講する科目の確立に向け、第２回高大産連携キャリアフ

ォーラム（10 月、約 130 名参加）、自宅外通学者への対応、内容と教材（市販テキスト

と e-ラーニングのコンテンツ）の確定を行い、e-ラーニングを組込んだ授業計画を立て

た。受講生のアセスメントとアンケート（受講生と１年後）、企業（インターンシップ先）

アンケートを実施し、効果の検証を行った。 

(３)社会への情報提供活動 本学からは次の情報提供活動を行った。リーフレット（GP

事業やコミュニケーションリテラシーの紹介）を毎年１～２万部作成し、全国関係機関

や保護者、高校生に送付した。「湘北新聞」(48、50、51、60 号)各 5 千～7 千部を作成し、

高校生や保護者に加えて公民館・図書館、厚木市役所等に配布した。本学Webサイトでは、

GP事業と高大連携ページに掲載しており、年次報告書もダウンロード可能である。 

一方では、神奈川新聞（H22.2.9）「高校在学中から社会人の基礎力」や全私学新聞

（H22.4.23）「現代型社会人育成を俯瞰する入学前教育構築」等の記事をはじめとして、

タウンニュースや市民かわら版で多数回紹介された。また、短期大学教育改革 ICT 戦略

会議（H21.9.2）での依頼講演（「社会的・職業的自立を目指した教育の実践例」）や、平

成 22 年度大学教育改革プログラム合同フォーラム（H23.1.24）での発表をはじめとして、

大学教育学会、日本教育工学会の研究会、大学 ICT 推進協議会等で発表を行った。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

前掲の表に示したとおり、平成 22 年度の東日本大震災という不可抗力による例外を除

いて目標をほぼ達成することができた。 

平成 21 年度は目標どおり(達成率 96%)、高大連携高からの入学予定者全員（200 名規

模）を対象として第１日程と第２日程（各４日間）の２グループで開講した。受講生の

満足度は平成 19 年度に比して着実に上昇した（81％→92％→97％）。 

１年後のアンケート調査を行ったところ、「コミュニケーションリテラシー」の前年度

受講者は、90％が「大変役に立った」または「役に立った」と回答した。 

研究会への出席や文献による調査・研究から、e-ラーニングシステムは導入検討に値

する、という知見が得られた。また、米国の高等教育機関に学ぶべき点があることがわ

かった。さらに、「社会人キャリア力育成アセスメント」（JIPC 主管）を導入して効果の

測定を行った結果、基礎学力を保つために反復学習の必要性が示唆された。 

平成 22 年度の受講希望者は前年度比２倍以上の 466 名（前年度は 185 名）となり、目

標を達成した。前半 A、B 日程(それぞれ 2 月 8 日、2 月 9 日より４日間)の授業を実施し

た。198 名の申込み者に対しての開講は、予定どおりであり、全入学生 548 名の 36％に

あたる。新たな試みとして、ナレーター・俳優の方を特別講師に迎えた「ノンバーバル

コミュニケーション」を２コマ導入した。受講直後の満足度調査を行った結果、例年同

様、93％が後輩や他人に勧めると回答した。ただ、３月に実施予定であった後半 C、D

日程（3 月 14 日、22 日開講予定）は、東日本大地震のため、中止となった。 

米国視察研修は２グループで実施した。東海岸グループは、チャータースクール３校

とカレッジ（コミュニティカレッジ CCDC１校と４年制大学 Monroe College１校）、とい

う教育の縦のつながりにおけるそれぞれの機能を意識し、本学における教育の効果を高

める方法の調査に重点をおいた。リベラルアーツ教育の在り方、効率的な教育方法、学

習意欲の持続方法、ブレンデッドラーニングの導入の有効性など、多くを学ぶことがで

きた。シカゴグループは、Harold Washington をはじめとする 7 カレッジの地域連携の

視察であった。(1)ガバナンス体制、(2)リベラルアーツ教育、(3)大学の外部評価、(4)FD、

などに有用な知見が得られ、H23 年に「ファカルティハンドブック」にまとめられた。 

平成 23 年度は、403 名の受講希望者に対し４日程（それぞれ 2 月 9 日、10 日、3 月 21

日、22 日から４日間）で開講し、24 年４月入学予定者（474 名）ほぼ全数を対象として

規模拡大するという目標を達成した。受講直後の満足度は 91％であった。市販テキスト

「大学生のための基礎力養成ブック」を完成し、授業内容を整備して部分的に e-ラーニ

ングを導入した科目として構築した。これらにより、受講者の反復学習を可能にすると

同時に、遠隔地からの受講生への対応性を向上した。なお、前年度受講生の１年経過後

のアンケート調査では、22 年度で 90％超、23 年度で 85%が「大変役に立った」「役に立

った」と答えており、受講生に一定の評価が得られていることがわかる。 

この間、客観的な評価方法として前述の「社会人キャリア力育成アセスメント」を導

入し、事業効果の検証を行った。受講生自身も、受講前、入学直後の４月、１年後、と

３回のアセスメントを受けることで自覚を高めることができた。 

以上、入学事前授業科目が確立することにより、後継科目や、基礎科目の内容を再検

討し、「就業力育成科目」が設けられた（例：キャリアブラッシュアップなど）。  
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 三者の視点から評価を行った。すなわち高校教員からは高校３年次の進学決定後の有

意義な接続教育となっているかどうか、就職担当者あるいは企業からは学生が正しい就

業意識の醸成教育がなされたかどうか、そして受講者からは自身の振り返りも含めて職

業を持つ社会人として自覚ができたかどうか、の評価である。そのためにアンケートや

アセスメントを実施し、高大産連絡協議会で議論した（詳細は、年次報告書に掲載）。 

効果の検証のために、下記を実施した。（A）と（B）は、主に学生自身の自覚や振り返

りのための調査、（B）と（C）は企業の観点、（D）は高校教員の視点からの評価、である。

（A）アンケート調査の実施（受講生が回答するもので、受講直後と１年後に実施） 

「コミュニケーションリテラシー」を受講して勉学意欲が高まったことが確認できた。

受講直後、１年後共に満足度（有用度）は毎年 90％前後で一定した評価が得られている。

（B）「社会人キャリア力育成アセスメント」による社会人力の推移の調査 

「社会人キャリア力」は、「社会人基礎力」12 項目＋「社会人常識力」４項目からな

っている。「コミュニケーションリテラシー」の受講前に１回目のアセスメントを実施し、

入学後の４月に２回目を行うことによって、行動に変化が生じたかどうかを確認し、さ

らに３回目として１年後に追跡調査を行った。結果は統計分析した。 

 平成 22 年、23 年入学の受講者はいずれも、受講後(４月)、１年後に「主体性」「働き

かけ力」「発信力」「傾聴力」など、社会人基礎力がほぼ全項目で向上しており、とくに

自己評価が高くなる傾向が見られた。自信を持つことは勉学意欲向上への第一歩である。

一方で、社会人常識力の「計算力」の低下が顕著であったため、反復学習の重要性を認

識した。この結果は、e-ラーニング導入の強い動機となった。 

 アセスメント結果は、個人にフィードバックする一方、各学科のゼミ担当教員等にも

配布したため、学修指導やキャリア教育に活用された。 

（C）企業へのアンケート実施、企業からフォーラム・シンポジウムにおいて直接評価 

平成 22 年に第１回高大産連携キャリア教育フォーラムを開催し、キャリア教育の観点

から、企業から本学卒業生に対する評価や要望を直接聞くと同時に、企業 95 社へのアン

ケート調査を行った。その結果、本学卒業生で評価されているのは「コミュニケーショ

ン能力」、今後の教育で求められているのは、「提案・企画能力」や「一般常識」である

ことがわかった。平成 23 年には第２回高大産連携キャリアフォーラムを開催し、アクテ

ィブラーニングや、キャリア教育としてのインターンシップをテーマとして評価を行っ

た。インターンシップ受け入れ先 62 機関へのアンケート調査を行った。この結果、向上

すべき最優先項目として「一般常識」と「企業やビジネスの理解」、次に「企画提案能力」

が挙げられた。これらの結果はまた、上記同様、社会人常識力強化のための e-ラーニン

グシステム構築へとつながった。 

（D）高大連携連絡協議会などで高校教員からの直接聞き取り 

本学と連携協定を締結している 27 校が一堂に会する連絡協議会で取組の報告を行う

と同時に、評価や要望を得た。本取組に対して高評価であったが、申込方法や、生徒の

通学途中の安全性の問題が提起されたため、これらに対処した。とくに 22 年実施分から

本学で保険金を負担することとなった。 
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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、３年間の財政支援打ち切り後も自立できる教育システムを構築することを

目標としていたため、今後もリベラルアーツ科目として実施する。とくに後継科目の検

討や e-ラーニングコンテンツの充実をはかり、カリキュラムの検討を進めるが、下記課

題も明らかになっている。 

（A）人的資源の不足 

 受講申し込み時や開講時の煩雑な事務作業、TA/SA の管理業務など、これまで専任派

遣スタッフをあててきたが、今後は兼任となるため、負担が大きくなる。 

（B）短期効果・長期効果の検討費用 

「社会で本当に役立つ人材」を２年間で育成する必要があるため、キャリア教育の入

門科目という観点からも入学事前授業の充実に取り組んできたが、依然として入学者の

基礎学力（ここでいう基礎学力は、高等学校までに修得しておくべき基礎知識やスキル

を意味する）の低下の問題、さらには、社会情況の変化に伴う対人関係力などを包含す

るジェネリックスキル（社会人基礎力）の不足が指摘されている。とくに社会人基礎力

は、個人の態度や行動として顕れる力であるので、一朝一夕に獲得することは難しい。

社会人基礎力の向上にこの授業が効果的かどうかを評価するために、社会人キャリア力

アセスメントなどを導入し、受講者自身に自己評価を行わせ、振り返りによる自己成長

を促す効果を狙うと同時に、他者との比較による客観的な評価の時間推移を測定してき

た。この結果、短期で「前に踏み出す力」（他人に対する働きかけ力）や、「チームで働

く力」（発信力、傾聴力、情況把握力）などにおいては有意な伸びが認められた。その一

方で、「考え抜く力」などの育成には、２ヶ月という期間では不足であることが示唆され

た。日本語力や計算力、時事問題においても２ヶ月以上の長期にわたる知識の積み重ね

が必要であることが示唆された。 

今後高等学校までの学習内容の変化への対応が予想され、さらに長期にわたって検討

が必要であるが、アセスメントの実施には少なからぬ費用が発生する（1500 円/件）。 

（C）学業成績との関連性の検討 

平成 21 年入学生 564 人のうち、「コミュニケーションリテラシー」を受講した 110 名

に対し、入学生全員の１年次と卒業時の学業成績の変化の調査を行った。具体的には、

１年次と卒業時（累計）成績を GPA で表し、受講生グループと非受講生グループの平均

値を求めた。得られた平均値に有意な差があるかどうかの統計分析を行った結果、３学

科において１年次、卒業時において「コミュニケーションリテラシー」受講者のほうが

非受講者よりも概して高い GPA 値を得ているが、いずれも有意差とは言えないことがわ

かった。しかし、これはあくまでも平成 21 年度入学生のみに対する結果であり、信頼性

において十分とはいいがたく、今後継続的に関連性を検証する必要がある。 

（D）外部評価の導入と授業内容の検討 

授業内容をブラッシュアップして行くためには、社会（就職先）からの継続的な評価

が必要であろう。インターンシップ先や就職先へのアンケート調査を行ない、その結果

を踏まえ、知識・技術の伝達だけでない授業内容への取り入れ再検討して行くことが重

要と考えている。 
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⼊学事前授業科⽬「コミュニケーションリテラシー」構築の PDCA サイクル 

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 

コミュニケーションリテラシー
授 業⾵ 景  ⾼ ⼤産 連 絡 協 議会  

キャリア教 育フォーラム 

ｅ－ラーニング 
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