全授業のキャリア教育化

小樽商科大学
大学入学前、卒業後も含めた学生の 年間をストーリー化、
全学の授業を通じて社会を生き抜く力を養成し、
就職指導に偏らないカリキュラムを構築している。

入口戦略と出口戦略に
共 通の課 題 認 識
本学がキャリア教育を意識的に
推進し始めたのは、
ＦＤ組織の中
に「キャリア教育開発部門」を設
置した２００６年です。この部門
は現在、
「グローカル戦略推進セ
ンター」内の「キャリア教育開発
専門部会」が引き継いでいますが、
当初から一貫して、就職支援を行
う部署とは別の組織です。
この部門が解決をめざしたの
は、入試と就職、それぞれが抱え
ていた戦略面の課題です。それま
では、
「目先の大学合格を目的と

形成を見通した大学選びを促す」
という活動にしたいというのが入
口戦略の狙いでした。出口戦略に
つ い て は、
「内 定 を 得 る 技 術 や、
企業とのマッチングのコツ」より
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後の大学生活や卒業後のキャリア

入学前から卒業後まで続くキャリア教育事業
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卒業生追跡調査・フィードバック
若手社会人のためのブラッシュアップセミナー
若手卒業生と現役学生の交流促進事業
地域・企業連携
キャリア
教育事業
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校
高

▼

1 9 1 1 年、小樽高 等商業学校として開校 ４学科。学生数約2,300人
2 0 1 5 年度から主専攻に加えて、地域と世界で活躍するリーダーを育成する
「グローカルマネジメント副専攻プログラム」
を開始
▼ ▼

特集●キャリア教育の未来
小樽商科大学

