
 日　時

平成23年10月8日（土） 14：00～17：00
 場　所

湘北短期大学6号館611教室

〒243-8501　神奈川県厚木市温水428　
湘北短期大学　「リベラルアーツセンター  キャリア教育フォーラム」係
TEL.046-247-3131　FAX.046-247-3667
E-mail LAC@shohoku.ac.jp

お問い合わせ 湘北短期大学
学校法人　ソニー学園

参加お申
し込みは

高大産  連携キャリア教育フォーラム（GPフォーラム）高大産  連携キャリア教育フォーラム（GPフォーラム）

●学長挨拶　14：00～
湘北短期大学 学長　米澤 健一郎
●基調講演１　14：10～14：55
「短期大学教育への期待」
文部科学省 高等教育局（予定）

議論の導入のための情報提供として、最近の高等教育の動向、短期大学の現状
などを紹介するとともに、短期大学教育政策の課題、行政から見た短期大学教育
への期待に言及する。

●基調講演２　15：00～15：45
「短期大学に必要とされる教養教育とは─」
ライター・ジャーナリスト　友野 伸一郎氏
入学事前授業から始める協働能力の育成専門知識、教養、ジェネリックスキル
……。学生に身につけさせるべき能力は様々に語られるが、なぜそうした能力が
必要であり、またどのようにして身につけさせるべきか。大学の初年次教育や教
養教育、アクティブラーニングを調査した知見を基に提言する。
【Profile】1953年広島県生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。2006年以降、河合塾教育研
究部の「大学教育力調査プロジェクト」に参加して、大学の教育力の解明と評価に取り組む。著書に『対
決！大学の教育力』（朝日新聞出版）等。

●シンポジウム　16：00～17：00
「湘北短期大学におけるキャリア教育」
インターンや卒業生の受け入れ先企業の担当者からの評価、企業へのアンケート
調査結果、本学卒業生のインターンシップ体験報告から、短大に必要とされる教
育を多面的に考える場とする。

コーディネーター
湘北短期大学 インターンシップセンター長 総合ビジネス学科准教授　飯塚 順一
◆企業からの評価
ソニー株式会社 半導体事業本部人事部統括部長　松久 功氏
厚木市農業協同組合（JAあつぎ） 総務部人事課長　井上 勲氏
◆インターンシップ体験報告
湘北短期大学卒業生

◆アンケート調査結果報告
湘北短期大学 リベラルアーツセンター 情報メディア学科教授　小棹 理子
●閉会挨拶

［司会進行］
湘北短期大学  リベラルアーツセンター長

生活プロデュース学科教授　岩崎 敏之

①裏面の申し込み用紙に、必要事項ご記入のうえFAXにてお申し込みください。あるいは、②下記メールアドレスに、件名をキャリア教育フォーラムとして、
申し込み用紙に記載のある必要事項を送信ください。③下記URLよりフォーラム案内ページにアクセスしてください。
②E-mail  LAC@shohoku.ac.jp　　③URL  http://www.shohoku.ac.jp/

プログラム

 主　催

湘北短期大学
 後　援

神奈川県教育委員会
厚木市

現代型社会人育成のための
  キャリア教育

短期大学の2年間で社会に役立つ人材を育成するためには、
高校・大学の連携による入学事前授業や、大学・産業界の連携によるインターンシップなどが重要な役割を果たす。

湘北短期大学では、入学前に短期大学の授業と同じ形式で開講され、
かつ入学後に学ぶ内容が俯瞰できるリベラルアーツ科目として「コミュニケーションリテラシー」を構築中である。

同科目を含め、本学の社会人力を育成する教育の現状を再確認し、検討する場としたい。



●スクールバス 約10分（無料）

●神奈中バス109系統（14番乗り場） 約10分（170円）

●徒歩 約25分

湘北短期大学

あゆのこ保育園

南口より徒歩3分。神奈中バス停「旭町1丁目」手前の信号付近がスクールバスの
発着所になります。立看板などの標識はありません。
フォーラムご出席の方は、下記時刻のバスをご利用ください。

行き 13：30／帰り 17：15

【お問い合わせ】　
〒243-8501　神奈川県厚木市温水428
湘北短期大学　リベラルアーツセンター
キャリア教育フォーラム係
TEL.046-247-3131  FAX.046-247-3667
E-mail LAC@shohoku.ac.jp

お申し込み方法

会場までの交通案内

湘北短期大学6号館611教室
〈本厚木駅からのアクセス〉

【送信面】

FAX:046-247-3667参加申し込み用紙
フリガナ 〒（　　　　　─　　　　　　）

都道

府県

連絡のつく
ご住所

フリガナ

ご氏名

TEL (　　　　)　　　　　─ FAX (　　　　)　　　　　─

男　・　女

E-mail

会社名

学校名 立
大　　学
短期大学
高等学校

● 参加のお申し込みはFAXまたはE-mail、湘北短期大学Webサイトよりお願いします ●
※ご記入いただいた個人情報は、キャリア教育フォーラムの実施目的のみに使用いたします。

①申し込み用紙に必要事項ご記入のうえFAXにてお申し込みください。
②下記メールアドレスまで、件名をキャリア教育フォーラムとして、申し込み用紙に記載の
　ある必要事項を送信ください。

  LAC@shohoku.ac.jp
③下記URLよりフォーラム案内ページにアクセスしてください。

  http://www.shohoku.ac.jp/

高大産  連携キャリア教育フォーラム

※駐車場のご用意がございません。ご来場の際は、公共の交通機関等をご
　利用くださいますようお願い申しあげます。
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