




相応しいキャリアの実現に向けて相応しいキャリアの実現に向けて

極めて近い時代まで、高等教育機関は理論優先の学問の府でした。ここで修行した学
生の前途については、修了生自体の独立意思が高くしかも大いなる進展性を有すると世
間が認識していたため、学生が自覚して進路先を選択するあるいは、ファンからの勧誘に
よって決まるのが常でした。同時に、就業は天命であり、終身これを全うすると考えるの
が普通でした。
ところが、所得倍増の時代を経て富の拡大、教育の多様化と機会均等の風潮が進む反
面学生と実社会の絆が細くなり、学生の特徴である自主・自立の精神が後退し依存心が蔓
延するようになりました。更に、大学全入の時代が到来するに至り、学生には多種の価値
観を持ちつつもそろい踏み的な思考傾向が増えてきました。しかしながら相前後して進行
した経済環境の悪化により、こうした学生が自力で進路選択の荒波に立ち向かうことが難
しい状態になりつつあります。また、折角就職したものの僅かなストレスが原因で早期離
職し、フリーターと呼ばれる日雇い的新労働人種の主力になりつつあります。
本校は、実学先行の学校であり、従来から就職内定率１００％を達成することを目標とし、
高学年生のインターンシップと就職指導に力を入れてきました。しかし、前述のような一
般的な学生及び社会状況、並びに平均的な就職内定時期が遅れつつあることを考慮する
と、従来のキャリア指導を継続することは先細りを招くものと推察されます。そこで、全
学年を挙げた「５年間を通じるキャリアデザイン教育」を新しい教育目標とし、本取組に
着手しました。
本取組では、試行プログラムを履修することによって、「学生がキャリア確立の必要性に

目覚め自ら進路を発見する」ことを目標に、「心構え、知識および行動」の各面について、
中教審の指針や企業の初任者教育の考え方を参考にしながら、基礎から総合化までを積
み上げ式の教育プログラムに構築しました。この試行の結果、今後のキャリア教育の方向
を見いだすことができたほか、キャリアデザインノートという有形の成果も得られたと考え
ています。ただし、本プログラムの実施に必要な教育時間には、主としてホームルームの
時間や課外の時間を当てることを余儀なくされたことは、大きな反省事項となりました。
本報告は、２年間に亘る試行結果をまとめたものです。各位のご指導を戴ければ幸甚

であり、深謝申し上げます。

平成23年３月

　　金沢工業高等専門学校

　　　　　　校長　山田　弘文





目  次

１．本取組の概要
	 1)	 本取組の目的
	 2)	 本取組の具体的内容
	 3)	 ５年一貫のキャリアデザイン教育

２．就職・進学について
	 1)	 平成 22年 3月卒業生の進路先一覧	
	 2)	 平成 23年 3月卒業生の進路先一覧
	 3)	 学生満足度について
	 4)	 離職率について

３．キャリアデザイン教育
	 1)	 平成 21年度キャリアデザイン教育スケジュール
	 2)	 平成 21年度活動記録
	 3)	 平成 22年度キャリアデザイン教育スケジュール
	 4)	 平成 22年度活動記録
	 5)	 ４年次合宿研修について
	 6)	 キャリアデザイン		ホームページ

４．	キャリアデザインノート
「　」はワークシート、（　）は平成22年度実施学年

	 1)	 キャリアデザインの奨め（全学年）
	 2)	「私の目標と結果」（全学年）	
	 3)	「聴講ノート」（全学年）
	 4)	「企業見学事前調査書」（全学年）
	 5)	「企業見学報告書」（全学年）
	 6)	「自己分析　Who	am	I?」（1年）
	 7)	 自己分析例（1年）
	 8)	「自己分析」（1年）
	 9)	「ライフスタイルについて」（1年）
	 10)	「将来目標」（1年）
	 11)	 職業分類表（2年）
	 12)	 業種と会社　過去３年の就職先（2・4・5年）
	 13)	「業種と会社」（2年）

1
1
1
2

4
4
5
6
7

8
8
9
22
23
31
32

33

33
43
44
46
48
50
52
53
55
56
57
58
60



	 14)	「進路を考える」（3年）
	 15)	 敬語について（1年）
	 16)	 手紙の書き方（2年）
	 17)	「礼状」（2年）
	 18)	 インターンシップ注意事項（4年）
	 19)	「インターンシップ希望調査書」（4年）
	 20)	「インターンシップ学生個人票」（4年）
	 21)	「インターンシップ先調査書」（4年）
	 22)	「インターンシップ個人目標書」（4年）
	 23)	「進路希望調査書（第１回）」（4年）
	 24)	「進路希望調査書（第２回）」（4年）
	 25)	「志望調書（進学者用）」（4年）
	 26)	「工大研究室調査」（4・5年）
	 27)	「研究室調査」（4年）
	 28)	 模擬面接（4・5年）
	 29)	「模擬面接評価シート」（4年）
	 30)	 履歴書の書き方（3・4・5年）
	 31)	「履歴書」（3・4・5年）
	 32)	「合同企業説明会面談シート」（4年）
	 33)	「企業訪問結果報告書」（5年）
	 34)	「就職・進学受験報告書」（5年）
	 35)	「生涯学習　壁にぶつかったときの対応」（5年）

61
62
64
65
66
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
86
87
94
96
97
98
99



1

キャリアデザインノート1

企業訪問2

工場見学3

本取組は、金沢高専の建学理念『高邁な人間形成』の具
現を目的とするキャリアデザイン教育の実践により、学生が、
授業や課外活動で得た知識あるいは経験を統合し自身のキャ
リア形成につなげようとするものです。
同教育は、学生を社会に結びつける重要な役割を担ってお

り、自己理解を深め、就職を人生という広い背景のもとで考え、自己実現へ向けて行動する力を育
成します。
具体的には、1年次より段階的に職業観の向上を図るため、効果的な体験機会を数多く提供し、

そこで得た知識や経験をキャリアデザインノートおよび教職員との面談により論理的に整理してゆくこ
とを通じ学生の自信と主体性を育みます。学生は、自ら進路を選択しそれに向かい積極的に行動で
きるようになることを目標とします。

本取組では、職業観およびエンプロイアビリティの育成を図るキャリアデザイン教育を実践しま
す。同教育に関する具体的内容は次の通りです。

キャリアデザインの手法を取り入れ、学生が整理しやすく、かつ教職員との面談や省察に利
用しやすいノートを開発し運用する。キャリアデザインノートは、中学校を卒業したばかりの１
年次より段階的に職業観を身につけられるものを目指す。

金沢高専では、毎年夏期休暇を利用し４年生全員がインターンシップに参加している。イン
ターンシップは、単なる就業体験ではなく、これまで学習した知識や技術を社会の場において
生かせるかどうかを学生自身が自己点検し、残りの学生生活で何を目標とし何を学習していく
かを明確にする良い機会となっている。しかし、企業側のメリットが薄いことおよびこの不況に
より、受入企業の確保が難しくなっている。
そこで、進路指導委員会が中心となり企業を訪問し、次年度のインターンシップ受入れ先お

よび就職先の開拓を行う。

学生の企業現場に対する理解や職業観の醸成を目的に、10・11月に1〜4年生の工場
見学を実施する。
現場を見たり、働く人の話を聞くことにより、「やりたい仕事」「なりたい自分」を考える機

会を与え、学生が自ら進路選択できる力を育成する。

1 本取組の目的

2 本取組の具体的内容

本取組の概要1 本取組の概要
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卒業生講演および合同企業説明会4

教職員対象キャリア研修会5

情報公開6

自信を育み自己実現へ向かう金沢高専のキャリアデザイン教育1

毎年11月に実施される4年生の合宿研修にて、卒業生等を講師とする講演、面談等を行う。
また、合同企業説明会を開催し、業種・職種、企業の魅力等を具体的に知る機会を提供する。

キャリアデザイン教育は、すべてを学生任せにすべきではなく、また、子ども扱いや押しつ
けといった、行き過ぎた指導にならないよう注意し、学生の卒業後の成功までを考え、本人が
気づく機会や助言・指導が行える機会を効果的に設けていくことが大切になる。そこで、FD※

の一環として有識者によるキャリア研修会を開催し、教職員のキャリアカウンセリング能力向上
およびキャリアデザイン教育の浸透を図る。
※FD（Faculty	Development）は、教育指導能力の開発・向上を目的とする活動の総称です

ホームページにて本取組を紹介し、パンフレットを中学校、高等専門学校、大学等へ送るこ
とにより、本取組の内容、過程、成果等を積極的に発信していく。また、3月の「教育成果
発表会（公開発表会）」にて実施状況等を発表する。さらに、キャリアデザインノートをホー
ムページに掲載しダウンロードできるようにする。

金沢高専では、平成18年度より学生の自己実現を支援するため、キャリアデザインを全学
年に導入し、学生が自分自身や社会を見つめ、将来へのプロセスを考える時間を設けています。
キャリアデザインの最初のステップである、自己実現に向けての目標を設定するためには、

知識と経験が必要です。金沢高専は、「創造実験・創造設計」を柱とした体験重視型のカリキュ
ラムをはじめ、留学プログラムや自然学苑での合宿研修といった、専門性・国際性・社会性を
培うさまざまな体験の場を用意しています。
目標や価値観、体験、思考、獲得した人間力をポートフォリオに文章やデータで継続して蓄

積し省察することにより、学生自身が人生を主体的に切り開いていくための意欲と行動力、す
なわち、社会で自分を生かしていける能力を５年間の学生生活の中で身につけていきます。

3 5年一貫のキャリアデザイン教育

●キャリア形成サイクルとポートフォリオ
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未来設計図を描き、今何をすべきかを考え、行動する2
キャリアデザインは自分の将来を想定し、到達プロセスを具体的に設計することです。キャ

リアデザイン教育部会が中心となり、「特別活動」の一部を利用し、キャリアデザインの手法
に基づき、自己分析、将来目標、在学中・今年度目標の設定、学生自身による達成度評価等
を行っています。
キャリアデザインを初めて行う1年生には、テーマに基づいて細分化した質問に答えてゆく

というわかりやすい手法をとっています。さらに、「私は何者？」「好きなこと・嫌いなこと」な
どを短時間で書き上げる作業や心理テストを実施して自己理解を助けています。
2年生以上は、学年ごとに学生が目指す目標を設定し、それに沿った講話やグループ討議

個人ワークなどを実施します。また、教職員だけでなく、ジョブカフェ石川のスタッフや会社
経営者、卒業生などを講師とした講演会も行っています。

［参考］佐々木直彦著「キャリアの教科書」PHP研究所

成長の記録となるポートフォリオ
キャリアデザインにおいて重要なのは、達成のプロセスや成果を一過性のものとせず、蓄積

すること＝ポートフォリオをを作ることです。学生をそれを確信することで、自分が獲得した能
力を認識し、自信を深めていくことができます。
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就職・進学について2 就職・進学について

［目標］──────●
　　　就職率 100％

［結果］──────●
　　　就職率 100％

 1 平成２２年3月卒業生の進路先一覧
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2 平成２3年3月卒業生の進路先一覧
［目標］──────●
　　　就職率 100％

［結果］──────●
　　　就職率 100％
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3 学生満足度について
【目標】──────────────●

ＫＴＣ総合アンケート調査にて、キャリアデザイン教育及び就職支援に対し、“満足”あるいは
“まあ満足”と回答した学生の割合が80％以上となることが目標です。
【結果】──────────────●

キャリアデザイン教育に対する全学生の満足度は、80％の目標に対し、平成21年度が
54.0％、平成22年度が68.4％でした。また、就職・進学支援に対する5年生の満足度は、
80％の目標に対し、平成21年度が83.4％、平成22年度が70.7％でした。

【キャリアデザイン教育には満足していますか】──────────────●
●平成 21 年度調査結果（平成 22 年 2 月 12日調査）

●平成 22 年度調査結果（平成 23 年 2 月 18日調査）

キャリアデザイン教育については、上級生の満足度が大幅に向上し全体の平均値を14％押
し上げました。その一方、1、2年生では不満足とする学生が増えました。キャリアデザイン
の時間数増加に対して上級生と下級生とでは受け止め方が違い、下級生からは、内容が似て
いる授業が多いといった意見が出ています。
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【就職・進学支援には満足していますか（５年生のみ回答）】──────────────●
●平成 21 年度調査結果（平成 22 年 2 月 12日調査）

●平成 22 年度調査結果（平成 23 年 2 月 18日調査）

就職・進学支援については、電気情報工学科の学生が内定を獲得する時期が比較的早かっ
たことが、他学科の学生の焦りや不安につながりました。また、携帯電話を使うなどによる就職・
進学に関する情報提供の迅速化を求める意見もありました。
平成22年度の学生満足度調査については、現在分析作業を行っています。過去の学生満

足度調査結果については、下記をご覧ください。

【目標】──────────────●
卒業後1年以内の離職率0％

【結果】──────────────●
平成 21 年 3 月卒業生 118 名の内就職者 91 名、1年以内の離職者 6名、離職率 6.6％
平成 22 年 3 月卒業生 101 名の内就職者 59 名、1年以内の離職者 3名、離職率 5.1％　

http://www.kanazawa-tc.ac.jp/jikotenken/index.html

4 離職率について
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1.「キャリアデザインの奨め」（講話）
2.	今年度の目標を設定する。
3.	自己分析を行う。
4.	将来目標を設定する。
5.	工場見学
6.	他者との意見交換を通じ、自身の考えを深める。
7.	目標達成への道筋を考える。
8.	企業講話
9.	今年度の目標に対する自己点検・自己評価を行う。

1." 今年度の目標 "を設定する。
2.「インターンシップ事前準備」（講話）
3.	マナー講習会
4.	インターンシップ先企業調査
5.	インターンシップ報告会
6.	工場見学
7.	進路希望調査、研究室調査
8.	合宿進路研修
9.	企業講話
10.	企業講話
11.	第 2回 SPI 試験
12.	目標に対する自己点検・自己評価を行う。

1." 今年度の目標 "を設定する。
2.「自立・自律」について考える（講話）
3.「コミュニケーション能力について考える」（講話）
4.	工場見学
5.「技術者になるということの意味」（講話）
6.	心理テスト（性格検査）の実施
7.	企業講話
8.	目標に対する自己点検・自己評価を行う。

1." 今年度の目標 "を設定する。
2.「技術者倫理について考える」（講話）
3.「仕事と人生、フリーターやニート」（講話）
4.	工場見学
5.	企業講話
6.	目標に対する自己点検・自己評価を行う。

1." 今年度の目標 "を設定する。
2.「社会で壁にぶつかったときの対応と生涯学習について」（講話）
3.「人生の節目でキャリアデザインを行う」（講話）
4.	目標に対する自己点検・自己評価を行う。

キャリアデザイン教育3

1 平成 21 年度キャリアデザイン教育スケジュール
キャリアデザインを行い、目標を設定する

自分を生かして生きていく道を選ぶ。

「自立・自律」とは何かを理解し、行動に表す。

社会的責任と役割を自覚する。

5 年間を総括し、将来を展望する

1年次

4年次

2年次

3年次

5年次

キャリアデザイン教育
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2 平成 21 年度活動記録

金沢高専のキャリアデザイン教育が
文部科学省の学生支援推進プログラムに採択されました
7月7日（火）、金沢高専の申請した学生支援のための取り組み「共同と共創によるキャリアデ

ザイン教育」が、文部科学省が推進する事業の一つに採択されました。	
この事業は、文部科学省が2007年度から始めた学生支援推進プログラムの一環で、昨年秋

からの景気悪化を受け、今年度は就職支援をテーマに募集がありました。	
「共同と共創によるキャリアデザイン教育」は、昨今の就職難の中でも、学生が確かな職業観と
就職意欲を維持し、希望する職に就けるよう、1年次からキャリア教育を展開して社会で役立つ能
力を育てることを目的としています。
具体的には、インターンシップや工場見学先の確保、将来の目標や活動成果を記録できるキャリ

アデザインノートの開発、有識者によるキャリア研修会の開催などを予定しています。

4 年生のインターンシップを実施しています
夏休みを利用し、4年生全員が企業などへのインターンシップに取り組んでいます。
7月16日〜22日には、国際コミュニケーション情報学科の学生2名が白山市役所のインター

ンシップ生として、イギリスのボストン市からの短期留学生らをサポートする仕事をしました。
二人はニュージーランド留学で培った英語力を生かし、通訳として活躍。また、22日に行われ

た送別会では、留学生らの日本での思い出をまとめたスライドを作成し、ゲストに披露したり、ゲス
トの案内役や音響係をするなど、しっかりと務めを果たしていました。
金沢高専では、インターンシップを必修科目とし、4年生全員が取り組んでいます。

インターンシップ報告会を開催しました
9月26日 ( 土 )、金沢工大7号館4階でインターンシップ報告会を開催しました。
4年生全員が夏休みを利用して参加したインターンシップの体験談を、一人ひとり発表しました。
報告会にはインターンシップ先の企業の方や保護者の方などが多数出席し、学生の発表を見守り

ました。
学生は、インターンシップで得た教訓や感想を自分の言葉でしっかり述べ、質疑応答にも明確に

対応するなど、貴重な体験を経て成長した姿を出席者らに見せていました。

外国人のゲストを英語で席まで案内しています。 大勢を前に緊張した様子でプレゼンテーションをする学生
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１. 金沢高専のインターンシップについて

金沢高専のインターンシップは創立以来43年間継続し

ている全員参加の２単位授業科目である。４年次の夏季

休暇期間中に実習生は地元企業だけでなく、首都圏や関

西圏の企業に２週間程度勤務することになる。学生は実

際の職場に入り、その職場の雰囲気を直に感じることが

できるので、通常の授業では経験できない貴重な体験と

なる。インターンシップが終われば報告会である。教員

だけでなく保護者やインターンシップ先企業の担当者も

出席し、近年は特に盛況である。背景には、文部科学省

がインターンシップを重要な教育カリキュラムとして実

施を奨励していること、学校および企業でインターンシ

ップの重要性の認識が高まったことがある。43年前を知

る先輩教員によれば、「当時はインターンシップという

言葉もなく、受入企業も少なかった。今とは隔世の感が

ある」とのことである。本校では、インターンシップを

重要なキャリアデザイン教育の一環として捉え、インタ

ーンシップ先の選択から報告会までをインターンシップ

教育と位置付け、その全体の有機的な繋がりを強くす

ることで、より充実したキャリアデザイン教育を目指

している。

２. インターンシップ実習生の概要

３学科の内訳は表１の通りである。

表１ 平成21年度インターンシップ実習生

学 科
学生数
(女子)

電気情報工学科 32 (0)

機械工学科 44 (1)

国際コミュニケーション情報工学科 34 (7)

また、本校にはオタゴ・ポリテクへの留学制度がある。

国際コミュニケーション情報工学科に多く、昨年度では

海外インターンシップに参加した学生もいた。本年度は

不況で海外インターンシップはなかったが、機会があれ

ば参加させたいものである。

３．インターンシップ実施の流れ

本校の43年間継続実施のインターンシップの実績は他

校に例を見ない。この背景には、４月から始まる入念で

綿密なインターンシップ実施計画の立案がある。

本年度の実施計画は次の通りである。

表２ 平成21年度実施計画

内 容

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

インターンシップ企業の選択

アンケート調査（諾否、内容、時期等）

学生への公開と希望調査

事前教育（目的、意義、注意事項）

インターンシップ

インターンシップ報告会

総括

進路懇談会

インターンシップ・システムの改善

４月、新年度になると直ぐにインターンシップの準備

が始まる。まず、インターンシップ先の候補企業を４年

生の担任教員に回覧し、学生にとって有益な企業をリス

トアップする。５月、これらの企業に対し、インターン

シップ受け入れの諾否、実習内容の概要、実習時期等の

アンケート調査を実施する。６月、インターンシップ先

の概要が公開される。金沢工業大学の施設が自由に使用

できる利点を最大に活用し、企業からのインターンシッ

プ情報は学園内のイントラネットにアップロードされる。

図１は進路情報トップページ内の前年平成20年度のイ

ンターンシップ受け入れ企業の一覧である。企業番号を

クリックすれば受入先から郵送されたすべての資料のＰ

ＤＦを見ることができる。

また、受入可否、申込中、受入決定などの進捗状況は

企業名表示欄のセルの色で区別されている。ちなみに緑

は学生のインターンシップ受入れを表している。
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７月、全体および個別の事前教育が実施される。イン

ターンシップは各企業で内容が異なり、業種が異なれば

企業文化も異なる。より充実したインターンシップのた

めに、インターンシップ先の選定は担当教員と学生との

懇談で慎重に進められるだけでなく、同時に個人指導に

よる十分な事前教育を実施している。例えば、学生の希

望が優先されるが、それだけではなく、卒業後の進路に

就職を希望する学生には適性を十分に考慮したインター

ンシップ先を推薦している。

これには２つの理由がある。まず、学生の希望と適性

は必ずしも一致しないため、次に、個人指導を通じ学生

との信頼関係を構築するためである。

学生個人の適性を正確に把握することは保護者との信

頼関係の構築にも繋がる。表３に学科別インターンシッ

プ先の概要を示した。インターンシップ先に非製造業を

選択する学生もかなりの割合でいるが、そのほとんどが

メンテナンスに関するインターンシップであり、非技術

系はほとんどない。学生は４年次になるとインターンシ

ップを好機に進路選択を意識し始めるが、選択した企業

を見ると、本校のものづくり教育とその理念が理解され、

学生の「人間力」が確実に育まれていることがわかる。

表３ 学科別インターンシップ先概要

実習先 業種
県内 県外 製造業 非製造業

電気情報工学科 12 19 19 12

機械工学科 32 13 43 2

国際コミュニケーション情報工学科 22 6 15 13

８月、専門科目を担当する全教員が分担で全学生のイ

ンターンシップ先を訪問し、受け入れの謝意を表し、様々

な意見を交換する。担当教員は可能な限り学生のインタ

ーンシップ期間中に訪問するように心掛け、企業との信

頼関係を築くようにしている。９月、全学生のインター

ンシップが終了すると、一部の企業担当者および保護者

の出席のもと報告会が開催され、インターンシップの成

果を全学生が発表する。

４．インターンシップ評価

インターンシップは企業担当者や発表会の内容のみで

評価されるものではなく、５月から９月に学生が行った

インターンシップに対する全ての取り組みを対象とし、

評価基準・方法は他の授業科目と同様としている。キャ

リアデザイン教育の観点からは、学生自身が行う事前調

査が最も重要である。業界全体の内容を調べ、また、過

去の報告書から実際のインターンシップ内容を調査する。

この時、第一希望の就職先を決め、その関連の授業や勉

強に精進する学生も少なくない。入念な事前調査の実施

でインターンシップはより有益なものとなり、有益なイ

ンターンシップはより完成度の高いキャリアデザイン教

育に結実することになる。他にも、授業態度がより真剣

になるという効果があり、インターンシップの波及効果

は大きいと思われる。

５．インターンシップ報告会

インターンシップ報告会は９月26日(土)午前９時から

７号館で開催された。発表時間は学生一人あたり約３分

と短いが、全員服装を正して真剣に取り組んでいた姿が

印象に残る。県内企業だけでなく遠方企業からの参加も

年々増加している。企業のインターンシップ担当者の多

くは人事採用担当者でもあるので、学生にとっても教職

員にとっても報告会は良い刺激となる。

６．まとめ

インターンシップ期間中、学生は実際の職場に入り、

その職場の雰囲気を直に感じることになる。これは学校

内の授業では経験できない貴重な体験である。本校では

学年末に全教科の授業アンケートを実施し、その結果を

授業改善と教育効果向上に活かしているが、例年、イン

ターンシップのアンケート結果は良好であり、次のよう

な教育効果が認められる。

１)技術者になるということの意識が高まる

２)進路を選択する好機となる

３)上下関係の意識が高まる

今年は不況でインターンシップ実習生の受入企業が激

減したが、受け入れをお願いすると快諾をいただけるこ

とも多く、本校と企業との絆の強さを実感した平成21年

度のインターンシップであった。

企
業
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金沢高専は、前期定期試験が終了し、すがすがしい秋

となった10月１日(木)に、キャリアデザイン教育の一環

として、高専１、２、４学年の県内外企業見学を行った。

行き先は、学年・学科ごとに別々の企業を選んだ。

今回の企業見学は、平成21年度「大学教育・学生支援

推進事業」（テーマＢ）学生支援推進プログラムの採択を

受けて早々に実施したものである。

見学した企業・官公庁は、名古屋交通局（愛知）、京セ

ラ滋賀蒲生工場・八日市工場（滋賀）、リコー（福井）、

パナソニック（大阪）、本田技研（三重）、三協立山アル

ミ（富山）、北陸コカ・コーラプロダクツ（富山）、航空

自衛隊飛行開発実験団（岐阜）、富士通ＩＴプロダクツ（石

川）の10カ所である。

大阪・守口のパナソニックと三重・鈴鹿の本田技研に

は、午前７時に自校を出発し午後８時に帰校した。また、

愛知・岐阜・滋賀方面の名古屋交通局、京セラ、航空自

衛隊は、午前８時に自校を出発し、午後７時に帰校した。

これら遠方の大手企業見学は、将来の大きな夢を抱ける

よう１、２年生を対象に、保護者の支援をお願いしなが

ら計画した。

学生は、午前７時に高専を出発するために保護者の朝

早い送迎を受けて学校に集まったほか、遠方からの電車

通学者は、西金沢駅においてバス乗車させる手段で、大

阪・三重方面企業見学に向う手配をした。

このような、長時間の移動を伴う見学スケジュールで

あったが、出発する学生の目はいつになく輝いていた。

見たことのないものへの好奇心が彼らを輝かせていた。

この輝きは、企業での説明や体験見学時には、さらに増

していた。大手企業の工場は大きく整然とし、忙しく働

く社員の姿は美しく、若い学生の脳裡に新鮮に記憶され

た。彼らのキャリアデザインにインパクトを与えたと確

信できる光景であった。また、若さに溢れる１、２年生

は、夜７、８時の帰校にもかかわらず元気であった。

４年生の見学先は、比較的近い北陸地区の企業見学を

選んだ。これは、時間的に余裕のある企業見学を行い、

すぐそこに迫った就職・進学問題について実感させる意

図である。2008年に起きたリーマンショックは、北陸地

区の企業にも大きな打撃を与えた。１年経過したが、見

学した企業も少なからず影響を受けていた。そこでの企

業見学は、４年生が自身の目で見、肌で感じる就職危機

意識の育成に寄与したと思われる。

今回の10カ所での企業等見学は、学生のキャリアデザ

インに良い影響を与えることができた。

大阪パナソニック工場前で見学を終えての集合写真
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来年度の就職活動に向けた活動の一環として高専４年

生が、11月４日(水)から６日(金)にかけて穴水湾自然学

苑で、修学研修を実施した。

実施内容は、あいさつ練習、ＳＰＩの模擬テスト、自

衛官による基本動作訓練、就職関連のＯＢ講話や進学し

たＯＢからの大学生活に向けてのアドバイスや質疑応答

を行った。

コミュニケーションの基本はあいさつであり、まず学

生が互いにあいさつができるようになってもらいたいと

いう思いからあいさつ練習を本研修で行った。腹の底か

ら大きな声を出すことにより、しっかり出来るように練

習を行った。担当の先生に続いて学生が復唱し、その後、

学生の代表が10名程度順にあいさつをしていくのに続い

て、全員で復唱する練習を行った。初めは照れ臭そうで

あったが、最後は元気に大きな声が出ていたようである。

ＳＰＩの模擬試験は全体的に悪かったようであるが、

初めての経験であり、反復練習が肝心である。学生は自

己点検としてこの機会を活用してもらい、今後どんどん

練習を重ねてもらいたい。

基本動作訓練では面接などで正しいあいさつ、美しい

姿勢で、立ち居振る舞い外見から素晴らしい学生である

と表現するために、自衛隊の地方連絡本部の協力を得て、

自衛隊で行っている「気をつけ」や「礼」の仕方などを

学び、正しい姿勢のあり方を体で学んだ、学生は教官の

「やる時はやる、休む時は休む」と言う教え通りメリハ

リをつけて、楽しく訓練を実施していた。特に普段やら

ないような歩行の練習では手と足が一緒に出るなど悪戦

苦闘ぶりがうかがわれた。

ＯＢの講話では先輩から、４年生の頃にやっておくべ

きことや、社会人としての義務や権利の話を聞いた。比

較的に年の近い先輩ばかりであったため、よく話を聞い

ていた。また、卒業生が立派に社会人として活躍してい

る姿に接したことやその姿を学生たちに見

せたことは、この研修の大きな成果であっ

た。

進学希望者に関しても、現在工大に在学

中の卒業生から話をしてもらい、質問をし

て、進学のイメージアップが図れたものと

考える。

２泊３日の短い期間であったが、内容盛

りだくさんで充実した研修であった、学生

も何か一つでも成長して帰ってきたものと

確信する。

ＯＢの講話を真剣に聞き入る高専４年生

基
本
動
作
訓
練
に
励
む
研
修
生
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10 月1日現在の就職内定率、高専は 94.7％と高い水準
平成21年11月19日に公表された文部科学省と厚生労働省の来春卒業予定者の就職内定状

況調査（平成21年10月1日現在）によると、高専の就職内定率は94.7％で、前年並みの水
準を維持しています。
学校の種別ごとの内定率は以下の通りでした。
・大学　…　62.5％　（前年　69.9％）
・高専　…　94.7％　（前年　94.8％）
・短大　…　29.0％　（前年　39.4％）
・専修学校　…43.4％　（前年　43.4％）
・高校　…	　37.6％　（前年　51.0％）
※厚生労働省資料・平成 21年度高校・中学新卒者の就職内定状況等（平成 21年 9月末現在）より

大学を始め、他の種別の学校が軒並み大幅にポイントを下げる中、高専は突出して高い就職内
定率を維持しています。
高専は就職に強いという事実を、厳しい不況下で改めて示す形となりました。
金沢高専でも、来春卒業予定の就職を希望する学生のうち、ほぼ全員が内定を獲得し、就職内

定率は95.0％（平成21年 10月1日現在）を達成しています。
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「平成21年度第２回金沢高専ＦＤ研修会」が、昨年12

月19日(土)に高専合同講義室にて開催された。

金沢高専では、春にＫＴＣ授業・総合アンケート結果

報告会、夏に池の平セミナーハウスでの合宿ＦＤ研修会、

冬に今回のＦＤ研修会、年度末に教育成果発表会と、年

間を通してＦＤ活動が全教員を対象として行われてい

る。その他、教務委員会や厚生補導委員会、ＫＴＣ教育

評価委員会、グランドデザインプロジェクト、見える化

プロジェクト、各学科での勉強会、外国人グループによ

るＦＤ研修会、産学連携事業や学生支援事業、大学教育

支援事業などの文部科学省選定事業などなど、ＦＤ活動

に関して枚挙にいとまがないといっても過言ではない。

今回のＦＤ研修会の狙いは、厳しい経済状況を踏まえ、

学生のキャリア教育に関するスキルアップを図り、学生

の進路相談や就職活動のバックアップ体制を揺るぎない

ものとするための能力を身につけることにある。そのた

め、設定されたテーマに対してグループ討議を行い、そ

れをまとめて発表すると言った研修会ではなく、外部講

師によるキャリア教育に関する講演や、実際に採用担当

を行っている企業の人事グループの方の講演、金沢工大

での就職指導の実践のノウハウを伺うといった内容で実

施した。

まず、天日三知夫研究主事から日程と今回のＦＤ研修

会の狙いについて説明があり、次いで山田弘文校長から

高専を取り巻く環境の厳しさやキャリアデザイン教育に

関するＦＤ研修の重要性と、いよいよ学位授与機構によ

る審査を受けるための準備段階に入らなければならない

点について説明があった。

そのあとの講演では、最初に「若者を育てる」と題し

て、山村弘放送大学特定特任教授が、資料として「技術

立国建白書」を配付し、教育界の置かれた状況や教師に

求められること、若者を育てるには早い段階で人間とし

ての自己の確立をさせなければならないことの重要性な

どについて講演を行った。

引き続き、「企業におけるキャリア開発支援」と題し

て、参天製薬(株)人事グループの西川輝美子氏、藤本仁

氏の２人から、企業が求める人材像や入社後のＯＪＴの

取り組み、採用試験において重要視している点などの話

があり、就職活動に役立つ具体的な内容について聞くこ

とが出来た。

また、本学産学連携推進部の神田信幸次長からは、金

沢工大における内定状況や進路指導体制について説明が

あり、学生が就職先を決めて内定を貰うまでの具体的な

就職指導のノウハウとして、とにかく学生１人ひとりの

よい点を見いだし、きめ細かい就職指導を親身になって

行うことがいかに重要であるかを力説した。また、就職

活動は全教職員が一丸となって取り組まなければならな

いと訴えた。

昼食をはさんで、本年度新たに文部科学省から選定を

受けた「学生支援推進プログラム」と「大学教育推進プ

ログラム」の具体的な内容の紹介に移り、「共同と共創

におけるキャリアデザイン教育」について秋山晃進路指

導主事が、「５年一貫の工学・英語協同学習とＦＤ活動」

について向井守一般教科主任がそれぞれ説明を行った。

また、向井主任からはワークショップ形式で、「よりよ

いＣＬＥ２授業のために」と題して、授業で役立つ簡単

な英会話の言い回しに関する模擬授業が行われ、国際会

議で研究発表する際に役立つテキストの紹介もあった。

土曜日の午後まで研修会が行われたが、キャリアデザ

イン教育の重要性や具体的な就職指導のノウハウを学ぶ

ことが出来、意義ある研修会となった。

「若者を育てる」と題して講演した山村教授

６名の講師が講演
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企業の人事担当者による講演会を実施しました
11月17日 ( 火 )、24日 ( 火 ) の２日間にわたり、企業の人事担当者を招いて４年生を対象と

した講演会を開催しました。	この講演会は、文部科学省の学生支援推進プログラムに選定された
「共同と共創によるキャリアデザイン教育」の事業の一環として実現しました。

講師の方々には「企業が採用したい人、したくない人」という切り口で、就職活動を成功させる
ためのポイントを教えていただきました。	聴講した4年生は、皆真剣な表情でメモを取りながら
話に聞き入り、厳しいと予想される来年の就職戦線に向けて、心構えを新たにしたようでした。

人事担当者による講演会
【第１回目】
講師：㈱ハイマックス	人材開発本部	採用グループ長　加藤	謙一氏
題目：就職活動応援のために「採用担当者が語る本音」
【第２回目】
講師：三菱電機ビルテクノサービス㈱	人事部	採用部長　二馬	康昌氏	
題目：企業は面接で何を評価しているのか？	

これから厳しい就職戦線に挑む4 年生

ハイマックスの加藤氏

三菱電機ビルテクノサービスの二馬氏
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4 年生が「ふるさと就職フェア石川」に参加しました
12月27日 (日 )、金沢市の石川県産業展示館4号館で、県内企業が多数出展する合同企業説

明会「ふるさと就職フェア石川」が開催されました。
再来年春の就職を目指す大学3年生ら約2000人が訪れ、金沢高専の4年生も参加しました。
「就職氷河期の再来」とも言われる厳しい雇用情勢が続く中、学生はスーツに身を包み、引き締まっ
た表情で意中の企業のブースへと向かいました。	
出展した企業155社のブースにはそれぞれ学生があふれ、立ち見で説明を聞く姿も見られました。
金沢高専では現在、来春卒業を予定している就職希望の5年生のうち、98.0％が内定を獲得し

ています。
大学や短大、専修学校、高校など他の種別の学校が前年度より内定率を下げ、苦戦している中で、

就職に強い金沢高専が本領を発揮しているといえます。
長年にわたって築き上げてきた学校と企業との信頼関係や、1年次からキャリアデザインを積み上

げてきた学生の努力が、不況の中でも安定した結果をもたらしていると考えられます。
平成23年3月卒業予定者の就職活動はすでに始まっています。	
金沢高専では、早くから模擬面接や自己分析書の作成など実践的な指導を行い、就職活動に臨む

4年生を全力で支援していきます。

大勢の学生が詰め掛けた就職フェア 山田校長を始め、教員らも応援に駆けつけ、
学生にアドバイスを送りました

企業のブースで説明を受ける学生



18

大学教育改革プログラム合同フォーラムに参加しました
1月7日 ( 木 )・8日 ( 金 ) の 2日間にわたり、文部科学省・財団法人文教協会主催の大学教

育改革プログラム合同フォーラムが東京ビッグサイトで開催され、ポスターセッションに金沢高専が
出展しました。
同フォーラムは、文部科学省が支援する全国の国公私立大学・短期大学・高等専門学校の優れ

た教育プロジェクトを一堂に集めて紹介し、大学教育改革の現状について広く情報発信する目的で
行われました。ポスターセッションには、各校が推進している教育プロジェクトの中から161の取
り組みが出展しており、金沢高専からは『産学連携による実践型人材育成事業・16歳からの“将
来の工場長”育成教育プログラムの開発と実施』、『共同と共創によるキャリアデザイン教育』の2
つのプログラムが選ばれて出展しました。
会場は教育関係者を中心とした来場者でにぎわい、金沢高専のブースにも大勢が訪れてその教

育プログラムの内容について熱心に尋ねていきました。

キャリアデザイン教育を推進する秋山教授［右］と小間講師［左］
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就職内定率 100％を達成しました
平成21年2月8日、就職を希望する今春卒業予定者の就職内定率が、100％に達しました。
一昨年秋に始まった金融危機による世界同時不況の影響から、厳しい活動を強いられた今年度

の5年生でしたが、一人ひとりの努力の末、就職希望者全員が内定を勝ち取ることができました。
これから本格的に就職活動に臨む4年生には、先輩の頑張りを大きな励みにして取り組んでも

らいたいと思います。
また、厚生労働省と文部科学省が実施した平成21年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査

（平成21年 12月1日現在）によると、大学の就職内定率は73.1％、短大47.4％、専修学
校生56.7％、高等専門学校96.9％でした。
高専だけが前年同期の内定率を上回り、不況においても就職に強い高専の特色が顕著でした。

◆平成 21年度の主な就職内定先 
《県　外》
アロカ、出光興産、稲本製作所、関西電力、グローリー、小島プレス工業、サン・プラント工業、
ＪＲ東海、綜合警備保障、ＤＩＣ、ディック電子、東芝エレベータ、東洋製罐、日本オーチスエレベータ、
日本自動ドア、日本電話施設、ハイマックス、日立ビルシステム、日立メディコ、富士ゼロックス、
富士通エフサス、富士電機システムズ、北陸電力、前田道路、三浦工業、三菱電機システムサービス、
三菱電機ビルテクノサービス、メタウォーター

《県　内》
イコマメカニカル、石川製作所、ヰセキ北陸、ＮＴＴネオメイト、オリエンタルチエン工業、川本、
ケイエスディ、ＣＳＮ、芝原商事、澁谷工業、竹内製菓、玉田工業、大京、大同工業、富士通北
陸システムズ、米心石川、別川製作所、北陸通信工業、丸一工業、横山商会、ヨネモリ

《公務員》
自衛隊
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合同企業説明会を開催しました
3月26日 ( 金 )、新 5年生のための合同企業説明会を金沢高専で開催しました。
この説明会は、金沢高専のキャリアデザイン教育の一環として行ったもので、学生にとって企業

の方から直接アドバイスを受けられる貴重な機会となります。
説明会には県内外の企業11社が参加し、自社の魅力や仕事内容、求める人材像、就職試験な

どについて詳しく説明していただきました。
学生は数人ずつのグループに分かれて企業をまわり、それぞれの企業が持つ技術や製品につい

て理解を深めました。
説明会終了後に行った金沢高専の就職指導担当者らと企業の方々との意見交換会では、採用に

ついて、今後の指導に役立つ企業側の率直な意見を聞くことができました。

参加していただいた企業は以下の通りです。
・綜合警備保障 (株 )　
・ダイキン工業 (株 )　
・玉田工業 (株 )　
・( 株 ) ヰセキ北陸　
・大和製罐 (株 )
・ムラテックCCS( 株 )　
・( 株 ) 別川製作所　
・澁谷工業 (株 )
・東芝エレベータ (株 )　
・( 株 )NTTネオメイト　
・小松電子 (株 )

採用担当の方から、じっくり話を聞くことができました



21

教育成果発表会を開催しました
3月29日 ( 月 )、平成21年度教育成果発表会を金沢高専合同講義室で開催しました。
教育成果発表会は、FD（ファカルティ･ディベロップメント）活動の集大成として毎年度末に行い、

教員がこの1年で行った教育への取り組みの内容とその成果を、全教職員の前で発表します。
今年度の発表会では、	( 株 ) 東芝で技術者として多くの製品開発に携わり、現在はワイズ福祉情

報研究所代表および金沢工大非常勤講師を務める高田敬輔氏を講師に招いて、「技術者を育てると
いうこと　- 手を汚し、転ぶことで伸びる創造性と人間力」という演題で講演していただきました。
続いて、教員による成果報告を行い、木原均講師、柳橋秀幸講師、金井亮講師、中野真講師、

伊藤恒平教授、天日三知夫教授が、指導において工夫したことや改善点、今後の課題などを紹介
しました。
後半では、文部科学省の事業に採択された「共同と共創によるキャリアデザイン教育」につい

て秋山晃教授が、「5年一貫の工学・英語協同学習とFD活動」について向井守教授と外国人専門
教員4名が、それぞれ進捗状況を説明しました。
また、今年度をもって終了した「産学連携による実践型人材育成事業　16歳からの“将来の

工場長”育成プログラムの開発と実施」については、杉森勝教授が報告を行いました。
後日、発表の内容を論文集にまとめて中学校などの教育関係者に配布し、広く意見を求めて行

く予定です。

次世代の技術者育成について講演をする高田氏

キャリアデザイン教育の成果報告を行う秋山進路指導主事
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1.	キャリアデザインガイダンス　4/16( 金）
2.	自己分析を行う　5/14( 金 )
3.	 資格ガイダンス　6/18( 金 )
4.	 今年度の目標設定　6/25( 金 )
5.	 企業講話（1）　9/10( 金 )
6.	 企業見学（1）　9/29( 水 )，9/30( 木 )，10/1( 金 )
7.	 自分の価値観を再発見する　10/13( 水 )
8.	 企業見学（2）　11/4( 木 )，11/5( 金 )，11/6( 土 )
9.	 企業見学プレゼンテーション　11/19( 金 )
10.	 企業講話（2）　12/3( 金 )
11.	SPI 模擬試験　1/14( 金 )
12.	言葉遣い　1/28( 金 )
13.	今年度目標に対する自己点検評価　2/18( 金 )

1.	 キャリアデザインガイダンス　4/2( 金 )
2.	今年度の目標設定　4/5( 月 )
3.	企業講話（1）　5/11( 火 )
4.	インターンシップ準備，進路説明会　5/14( 金 )
5.	社会人マナー講習会，
	 インターンシップに際しての心構え　6/8( 火 )
6.	インターンシップ先企業事前調査，
	 進路希望調査㈰　6/25( 金 )
7.	 企業見学（1）　7/13( 火 )
8.	進路希望調査（2）　9/10( 金 )
9.	インターンシップ発表会　9/18( 土 )
10.	企業見学（2）　9/29( 水 )，9/30( 木 )，10/1( 金 )
11.	高専研究室調査10/7( 木 )10/13( 水 )10/13

1.	 キャリアデザインガイダンス　4/5( 月 )
2.	今年度の目標設定　4/6( 火 )
3.	企業学習（1）　6/25( 金 )
4.	工大研究室調査　10/14( 木 ) 〜10/20( 水 )
5.	企業学習（2）　10/22( 金 )
6.	 SPI 模擬試験，編入者交流会（工大進学者のみ）　1/14( 金 )

12.	SPI 模擬試験（1）　10/13( 水 )
13.	工大研究室調査　10/14( 木 ) 〜 10/20( 水 )
14.	企業講話（2）　11/19( 金 )
15.	模擬面接　12/3( 金 )
16.	合同企業説明会　12/24( 金 )
17.	SPI 模擬試験（2）　1/14( 金 )
18.	就職進学用証明写真撮影　1/28( 金 )
19.	履歴書作成　2/4( 金 )
20.	今年度目標に対する自己点検評価　2/18( 金 )
21.	校長面接試験（工大進学希望者のみ）　
	 3/1( 火 ) 〜 3/5( 土 )
22.	合宿進路研修（2泊3日	穴水湾自然学苑）　	 	
	 3/7( 月 ) 〜 3/9( 水 )

7.	 グループディスカッション　1/28( 金 )
8.	校長講話　2/4( 金 )
9.	卒業式準備　2/16( 水 )
10.	今年度目標に対する自己点検評価　2/18( 金 )
11.	工大編入ガイダンス（工大進学者のみ）　3/7( 月 )

1.	 キャリアデザインガイダンス　4/5( 月 )
2.	 今年度の目標設定　4/7( 水 )
3.	 職業を考える　5/14( 金 )
4.	 企業講話（1）　9/10( 金 )
5.	 企業見学（1）　9/29( 水 )，9/30( 木 )，10/1( 金 )
6.	 企業見学（2）　11/4( 木 )，11/5( 金 )，11/6( 土 )
7.	 手紙の書き方　11/19( 金 )
8.	 企業講話（2）　12/3( 金 )
9.	 SPI 模擬試験　1/14( 金 )
10.	 心理テスト　1/28( 金 )
11.	今年度目標に対する自己点検評価　2/18( 金 )

1.	 キャリアデザインガイダンス　4/2( 金 )
2.	 今年度の目標設定　4/5( 月 )
3.	 企業見学（1）　7/13( 火 )
4.	 進路を考える　9/10( 金 )
5.	 企業講話　10/13( 水 )
6.	 企業見学（2）　11/4( 木 )，11/5( 金 )，11/6( 土 )
7.	 履歴書の書き方　11/19( 金 )
8.	 SPI 模擬試験　1/14( 金 )
9.	 今年度目標に対する自己点検評価　2/18( 金 )

3 平成 22 年度キャリアデザイン教育スケジュール
キャリアデザインを行い、目標を設定する

自分を生かして生きていく道を選ぶ。

「自立・自律」とは何かを理解し、行動に表す。

社会的責任と役割を自覚する。

5 年間を総括し、将来を展望する

1年次

4年次

2年次

3年次

5年次
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4 平成 22 年度活動記録

5月18日 ( 火 )、4年生を対象としたキャリアデザイン講話を実施しました。
講師には、金沢高専の卒業生でもある別川製作所専務の浅香憲一氏をお招きしました。
浅香氏は、１年後に控えた就職活動を成功させるために、今なすべきことをわかりやすく話して

くださいました。浅香氏は、「面接で答えることだけを想定すると、必ずボロが出る。４年生の今か
ら常日頃、やりたい仕事について深く考えたり、希望する企業で何をしたいか、どんな貢献ができ
るかを具体的に考えておいて欲しい。きちんと考えてきた学生は、話す内容が論理的でつじつま
が合っている。採用する側には、面接ですぐにわかる」と、早いうちからの自己分析や企業研究の
重要性を説きました。

また、採用側の興味を引くエントリーシー
トの書き方や面接でのアピール方法など、
企業の目線から見た事情を聞くことがで
き、学生にとってたいへん有意義な講話と
なりました。

マナー講習会・インターンシップ事前説明を行いました
6月8日 ( 火 )、4年生を対象としたマナー講習会とインターンシップの事前説明が合同講義室

で行われました。
4年生は来月、県内外でのインターンシップに臨む予定です。
インターンシップは、金沢高専のキャリアデザイン教育の一環として重要な役割を担っています。
そのため、社会人としてのマナーやインターンシップ前にしておくべきことなどを、学生主事の

瀧本教授、進路指導主事の秋山教授が指導しました。
瀧本教授は、インターンシップに出れば一人の大人として扱われることを自覚し、あいさつをする、

時間を守る、敬語を使う、服装を正すなど、社会人として最低限のマナーを日頃から身に付けてお
くよう学生に教示しました。
続いて秋山教授が、「社会の厳しさに触れ、社会性、公共性を学び、生きる力を身に付けて」と

インターンシップの目的を述べ、就業規則
や機密を守ること、企業の概要を調べてお
くことなど、事前の留意点を説明。また、「一
人ひとりが金沢高専の代表であることを忘
れず、元気に明るく職務を全うしてくださ
い」と励まし、金沢高専生としての自覚と
責任感を持つよう学生に喚起しました。

4 年生を対象にキャリアデザイン講話を実施
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7月2日 ( 金 )、ものづくり技術者支援事業の一環として、中村留精密工業株式会社の総務部長・
浦久直氏を講師に迎え、機械工学科2年生を対象とした講演会を開催しました。	

浦氏は『工作機械の歴史とそれに携わっ
た人たち』をテーマに、工作機械の生い
立ちや同社で製造している工作機械、工
作機械の未来などについて紹介すると共
に、将来、社会人として巣立つ学生に対
して、「目的を意識する」、「人と協力する」、
「自分の武器を増やす」、「計画して取り組
む」、「自分の頭で考える」の5項目を、癖
として身に付けてほしいとアドバイスしまし
た。	
質疑応答では、盛んに質問をする学生

が見られ、講演への関心の高さがうかがわ
れました。

企業・工場見学を実施しました
電気情報工学科3年生が訪れたパナソ

ニック電工 (株 ) の彦根工場では、電気
シェーバーやドライヤー、マッサージチェ
アの製造ラインを案内され、ロボットが細
かい組み立て作業を正確にこなしていくの
を見守りました。学生にとっても身近な製
品であったため、企業の方へ熱心に質問す
る姿が目立ったほか、感嘆のため息を漏ら
しながらロボットの作業に見入る学生も見
られました。
ものづくりの現場を目の当たりにし、そ

こで働く人々の話を聞くことは、学生たちにとって未来を思い描くための絶好の材料となります。
エンジニアとしての夢をはぐくむ、貴重な経験をした1日になりました。
【訪問した企業】	
電気情報工学科3年・・・・・・・・・・・・・・・・・・パナソニック電工 (株 )彦根工場
機械工学科3年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アサヒ飲料 (株 )北陸工場、YKK黒部工場	
国際コミュニケーション情報工学科3年・・・NHK金沢放送局、NTTドコモ北陸支社	
電気情報工学科4年・・・・・・・・・・・・・・・・・・(株 )別川製作所、・金沢工業大学感動デザイ
ン工学研究所、情報マネジメント研究所	
機械工学科4年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダイキン工業 (株 )滋賀工場
国際コミュニケーション情報工学科4年・・・(株 )富士通 ITプロダクツ、参天製薬 (株 )能登工場

中村留精密工業(株)の浦氏を招き講演会を開催

質問をする学生
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金沢高専国際コミュニケーション情報工学科4年生3名が7月21日(水)にニュージーランドへ、
同5年生2名が24日 (土 )にシンガポールへ、インターンシップのためそれぞれ出発しました。	
ニュージーランドでは、ガス暖房器具の躍進的開発で名声を持ち、製造・販売も行っている

ESCEA社で、ウェブサイト制作やオンライン製品診断ツールの向上にかかわります。シンガポール
では、シンガポール理工学院School	of	Digital	Info-Communication	Technologyで講義に参
加しながら、学内にある卒業生が設立した音楽会社やデザイン会社を訪問し、見聞を広めます。	
海外インターンシップは、『5年一貫の工学・英語協同学習』（CLE2）の一環として取り組み、提

携校であるオタゴ・ポリテクニク(ニュージーランド)、シンガポール理工学院（シンガポール）の協
力の下で実現しました。今後は、両校の学生を金沢高専で受け入れ、地元企業で研修させることも
検討しています。	なお、今月末には壽時廣教授、小間徹也講師がシンガポールを訪れ、学生の就
業状況を視察する予定です。

1・2 年生を対象に OB による講演会を行いました
9月10日 (金 )、金沢高専合同講義室において、「高専1，2年生への先輩企業人としてのアドバ

イス」と題して講演会を実施し、1、2年生が出席しました。	講師には、金沢高専を卒業後、金沢
工大に進学し、今年春から社会人として富山県・丸栄製作所で働く辻原邦力さんをお招きしました。	

辻原さんは、数学の知識やものづくりの技術、
英語など、金沢高専で得たものを一つひとつ具
体的に挙げ、すべてが社会に出た今も役立って
いることを話し、勉学に励むことの大切さを説き
ました。実体験に基づいた先輩からのアドバイス
に、学生たちは真剣に耳を傾け、メモを取ってい
ました。

インターンシップ報告会を開催
9月18日 (土 )、	金沢工大7号館でインターンシップ報告会を開催し、金沢高専4年生一人ひ

とりが夏休みに取り組んだインターンシップの体験談を発表しました。会場には保護者や教職員、就
業先となった企業の担当者などが多数訪れ、学生の発表を見守りました。
金沢高専ではキャリアデザイン教育の一環として古くからインターンシップを取り入れ、今年で44

年目になります。4年生全員が、県内だけでなく
首都圏や関西地方の企業の協力を得て、約2週
間勤務し、通常の授業では知ることがない社会の
厳しさを目の当たりすることで、学生は一回り成
長して帰ってきます。	報告会では、学生が他の
学生の就業体験を知ることができるため、大きな
刺激にもなっています。「インターンシップを経験
してよかった」と感想を述べる学生が大多数を占
め、その体験の貴重さを学生たちも深く理解した
ようでした。

海外インターンシップに出発
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9月30日 (木 )〜10月1日 (金 )の2日間にわたり、文部科学省の事業に認定された教育プ
ログラム「共同と共創によるキャリアデザイン教育」の一環として、全学科の1、2、4年生がクラ
スごとに1〜2カ所ずつ、企業や工場などを見学しました。
愛知県豊田市にあるトヨタ自動車元町工場を見学した機械工学科1・2年生は、クラウンやエスティ

マなど見慣れた乗用車が次々と組み立てられていく工程を案内され、ロボットと人が協力して正確に
作業をこなしていく様子を好奇心にあふれた目で見守りました。また、人が作業をしやすく、工程の
流れを止めることがないよう徹底的に工夫されたシステムにも興味を示しました。
実際に人が生き生きと働く現場を見ることは、学生にとって将来を思い描くための大きな刺激となっ

たようでした。

【見学先】
石川県庁舎	（電気関係設備）・	いしかわエコハウス
北陸電力敦賀火力発電所
北陸電力志賀原子力発電所・アリス館志賀
トヨタ自動車元町工場・	トヨタ館
ＹＫＫ黒部工場
金沢工業大学やつかほリサーチキャンパス
株式会社スギノマシン早月工場

大学等理工系教員＆モノづくり企業懇談会に参加しました
9月29日 ( 水 )、石川県地場産業振興センターで行われた「大学等理工系教員＆モノづくり企

業懇談会」に金沢高専の教職員11名が参加しました。
同懇談会は、石川県の中小企業や起業を支援する県産業創出支援機構が県内産業の振興を目指

して開催したもので、県内の製造業など22社と、理工系大学、高専などの教員が、技術指導や
共同研究、学生の就職などについて話し合いました。
参加した教職員は、金沢高専と関わりの深い企業から初めて顔を合わせる企業まで、さまざまな

企業と個別に対談し、企業の取り組みや来年度の採用などについて話を聞きました。これまで知ら
なかった企業の業務内容も知ることができ、学生の就職をサポートする上で有意義な情報を多く得
られた懇談会でした。

10 月1日時点で約 9 割の学生が就職内定
10月1日 ( 金 )、多くの企業で来春入社予定の学生を対象とした採用内定式が開かれました。

金沢高専の学生も、それぞれの内定企業で式に出席しました。
厳しい経済情勢の中、来春卒業予定の5年生は就職活動で苦戦を強いられてきましたが、10

月1日時点で約9割の学生が内定を勝ち取っています。就職を希望するすべての学生が内定を
獲得できるよう、金沢高専では全力で学生を支援していく予定です。
また、37名が金沢工大3年次への進学を決めるなど、進学の方も順調に進んでいます。昨年

に引き続き、今年も国際コミュニケーション情報工学科の学生1名がアメリカの大学へ進学に向け
て準備中です。

企業見学を実施しました
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11月19日 (金 )、4年生を対象としたキャリアデザイン講演会を行い、講師として金沢高専卒
業生の玉田善久氏を迎えました。

玉田氏は平成7年に機械工学科を卒業
し、金沢工大経営工学科へ編入学しまし
た。その後、自動車部品などを製造する
タカタへ入社し、ヨーロッパでの海外勤務
を経て退社。その後、玉田工業に入社し、
現在は取締役営業本部長を務めています。
玉田氏は、剣道に打ち込んだ金沢高専

での5年間や、世界で活躍する人材を目
指して英語の勉強に励んだこと、アイルラ
ンドや東ヨーロッパの国々での生活、仕事
について話しました。「当初は英語に自信

がなかったが、海外赴任を経験して、英語はただの道具であり、伝わればいいということがわかった。
何事も、やってみれば何とかなるもの」という、自らの体験に基づいたメッセージにうなずく学生も
多く見られました。
「チャンスがあれば、自ら進んでつかみにいくことが大切」と、玉田氏は金沢高専卒業後の15年
間を振り返り、これから就職活動を迎える学生たちに温かいエールを送りました。

就職・進学を前にした 4 年生を激励
12月17日 (金 )、4年生全員に対して、山田弘文校長が就職・進学への心構えを説きました。
厳しい経済情勢を受けて、大学生の就職難が問題となる中、金沢高専は求人数に恵まれ、高い就

職内定率を維持しています。
山田校長は、「仕事は現場にこそあるも

の。きれいな仕事をしたい、楽して稼ぎた
いなどという甘い考えは持たずに、どんな
仕事でも目標を持って取り組むという意識
を持って就職活動に臨んでほしい」と、檄
（げき）を飛ばしました。

大学等に進学する学生も同様に、甘え
を捨てて勉学に励むよう求めました。
また、12月26日 (日 )に石川県産業

展示館で行われる「ふるさと就職フェアい
しかわ」について案内し、多くの企業を訪
れて見聞を深めるよう促しました。

卒業生・玉田善久氏が講演
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合同企業研究会を開催しました
12月24日 (金 )、県内外の企業14社を招いて合同企業研究会を金沢高専で開催し、就職・

進学活動を目前に控えた4年生全員が参加しました。研究会はキャリアデザイン教育の一環として、
進路や将来に対する学生の意識高揚を図る狙いで企画されたものです。
学生は6〜9名のグループごとに、40分ずつ4つの企業を訪問し、会社の特徴や製品、技術、

採用試験などについて話を聞きました。学生は、企業の人事・採用担当者からじっくり話を聞くこと
ができる貴重な機会であることを認識している様子で、熱心に質問する姿が目立ちました。

【ご参加いただいた企業】	
・(株 )アルバック
・小島プレス工業 (株 )
・澁谷工業 (株	)
・	玉田工業 (株 )	
・ダイキン工業 (株 )	
・大和製罐 (株 )
・東芝エレベータ(株 )
・	西日本旅客鉄道 (株 )
・	日本電話施設 (株 )	
・富士通 (株 )
・	( 株 )別川製作所
・ムラテックC.C.S( 株 )
・森永乳業 (株 )
・	YKK(株 )

SPI テストを1～4 学年で実施しました
1月7日 (金 )、SPI 模擬試験を1〜4学年で一斉に実施しました。
1〜3年生は短大課程用、4年生は大学課程用の模擬テストを受験しました。1〜3年生の低

学年の受験は、今年度が初めての取り組みとなります。
SPI試験は、多くの企業が採用試験で行う適性検査です。
受験者の多い企業では、足きりのために使われることも多く、SPIで最低限の成績を収めることは

就職活動への第一歩と考えられています。金沢高専では、低学年のうちからSPIに慣れ、第一歩で
つまづくことのないよう、キャリアデザインの一環として指導しています。
進路指導主事の秋山教授は「就職活動は厳しくなる一方です。早いうちから就職への意識を育て、

試験にも慣れさせておく必要があります。学生にとっていい刺激になってくれれば」と話しました。
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オリエンタルチエン工業から講師を招き講演会を開催
平成23年1月12日(水)、オリエンタルチエン工業株式会社開発部部長・澤守忠氏を講師に招き、

「企業と個人の存在価値」と題して講演会を開催しました。機械工学科3年生が聴講しました。
澤守氏は、「グローバル競争を勝ち抜くために、企業は安い労働力で商品を安くつくり、円高を活

用し、他の企業にはない付加価値を生み出して存在価値を高めなければならない。一方で個人にお
いては、『3人に1人は赤字社員』といわれる中、会社の利益を常に意識し、実際に利益に貢献する『黒
字社員』が存在価値を高めていく」と話し、「黒字社員」の素質について持論を述べました。

続いてオリエンタルチエン工業の事業内容につ
いて紹介があり、学生は興味深く話に耳を傾けま
した。最後に、「10年後に自分がどうありたいか」
をテーマに学生一人ひとりが発表し、講演会は終
了しました。

就職内定率100％を達成しました
1月18日 (火 )、就職を希望する今春卒業予定の5年生全員が内定を獲得し、就職内定率が

100％に達しました。
金沢高専では開校以来毎年、就職内定率100％を達成しており、今年度もその記録を継続する

ことができ、「就職に強い金沢高専」という特色が改めて示される形となりました。これから就職活動
をスタートする4年生にとっては、力強い後押しとなります。
厚生労働省の「平成22年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査（平成22年12月１日現在）」

によると、大学卒業予定者の内定率は68.8％と過去最低を記録しています。そのほか、短大女子
は45.3％、高専男子は94.7％、専修学校（専門課程）は54.1％と、いずれも昨年同期の数字
を下回りました。
来年度も厳しい就職活動が予想されますが、学生一人ひとりが将来をつかみ取る力を身につけら

れるよう、	金沢高専ではこれまで以上にキャリアデザイン教育を充実させていく予定です。

【主な就職内定先】
《県　外》
ＫＤＤＩテクニカルエンジニアリングサービス㈱、	ＮＥＣネッツエスアイ㈱、	グローリー㈱、	
ダイキン工業㈱、	パナソニック㈱　オートモーティブシステムズ社　松本工場、	ムラテックＣＣＳ㈱、	
メタウォーター㈱、	㈱ＩＨＩ検査計測、	㈱エスシー・マシーナリ、	㈱ディー・エヌ・ケー、	㈱ディック電子、	
㈱吉野工業所、	㈱前川製作所、	㈱日立ビルシステム、	㈱富士通関西システムズ、	関西電力㈱、	
京セラコミュニケーションシステム㈱、	京セラ㈱　滋賀蒲生工場、	航空自衛隊、	三浦工業㈱、	三菱電
機システムサービス㈱、	三菱電機ビルテクノサービス㈱、	山崎製パン㈱　名古屋工場、	鹿島石油㈱、	
神鋼テクノ㈱、	綜合警備保障㈱、	大和製罐㈱、	田中貴金属工業㈱、	東芝エレベータ㈱、	
日本オーチス・エレベータ㈱、	日本自動ドア㈱、	日本電産㈱、	富士電機システムズ㈱、	北陸電力㈱	
《県　内》
㈱アィ・シィ・ピー、	㈱石野製作所、	㈱ＮＴＴネオメイト　北陸支店、	川西電器㈱、	協和金属工業㈱
佐川急便㈱　北陸支社、	澁谷工業㈱、	㈱定者鉄工所、	大京㈱、	（有）タナベ電機システム、	玉田工業
㈱、	東京プロセスサービス㈱　北陸センター、	中村留精密工業㈱、	㈱別川製作所、	北星産業㈱、	
北陸電設㈱、	北菱電興㈱、	㈱村谷機械製作所、	㈱ヨネモリ
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OG による講演会を開催しました
2月9日 (水 )、金沢高専OGで現在ダイキン工業 (株 )滋賀工場に勤務する竹野陽子さんを講

師に招き、3年生を対象に講演していただきました。
竹野さんは平成18年に金沢高専電気工学科情報工学コース（現在のグローバル情報工学科）を

卒業し、ダイキン工業に入社。学生時代は学生会の会長を務めるなどして活躍しました。竹野さん
は、ダイキン工業の事業内容や、人材育成の仕組み、やる気がある人を取り立てる社風などを紹介し、
高専時代にやっておくべきことなどを学生にアドバイスしました。
半年後にはインターンシップに赴く予定の3年生にとって、企業で働くということについて予備知

識を得られた貴重な講演となりました。

OGによる講演に耳を傾ける学生
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5 ４年次合宿研修について

平成２２年度 合宿研修日程表

期日：平成23年3月7日〜9日
場所：能登穴水湾自然学苑
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6 キャリアデザイン  ホームページ

http://www.kanazawa-tc.ac.jp/http://www.kanazawa-tc.ac.jp/
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キャリアデザインノート4 キャリアデザインノート

 1 キャリアデザインの奨め（全学年）
（　）は資料を配付した学年
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 2「私の目標と結果」（全学年）
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 3「聴講ノート」（全学年）
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 4「企業見学事前調査書」（全学年）
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 5「企業見学報告書」（全学年）
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 6「自己分析 Who am I?」（1 年）
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 7 自己分析例（1 年）
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 8「自己分析」（1 年）



54



55

 9「ライフスタイルについて」（1 年）



56

 「将来目標」（1 年）10
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 職業分類表（2 年）11
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 業種と会社　過去 3 年の就職先（2・4・5 年）12
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 「業種と会社」（2 年）13
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 「進路を考える」（3 年）14
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 敬語について（1 年）15
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64

 手紙の書き方（2 年）16
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 「礼状」（2 年）17
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 インターンシップ注意事項（4 年）18
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 「インターンシップ希望調査書」（4 年）19
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 「インターンシップ学生個人票」（4 年）20
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 「インターンシップ先調査書」（4 年）21
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 「インターンシップ個人目標書」（4 年）22
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 「進路希望調査書（第 1 回）」（4 年）23
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 「進路希望調査書（第 2 回）」（4 年）24
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 「志望調書（進学者用）」（4 年）25
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 「工大研究室調査」（4・5 年）26
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 「研究室調査」（4 年）27
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 模擬面接（4・5 年）28
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 「模擬面接評価シート」（4 年）29
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 履歴書の書き方（3・4・5 年）30
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 「履歴書」（3・4・5 年）31
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96

 「合同企業説明会面談シート」（4 年）32
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 「企業訪問結果報告書」（5 年）33



98

 「就職・進学受験報告書」（5 年）34
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 「生涯学習　壁にぶつかったときの対応」（5 年）35
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