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1．はじめに 

 

「キャリアゼミ C」は、①企業経営トップによる講演や講義、②課されたテーマに沿って企業を

調査・分析し、その結果をプレゼンテーションするチーム活動、という 2 本の柱から構成されるプ

ログラムです。プログラムは 12 月 16 日に上ケ原キャンパスで開講されるキックオフセッション

（事前の講義とチーム形成のワーク）から始まります。年末年始や年明けはグループごとに集まっ

て準備を行い、2018 年 2 月 20 日～23 日には東京で 3 泊 4 日の合宿形式で上記のような講演・講

義とチーム活動を行います。およそ 2 ヶ月に渡る長丁場のプログラムですが、それだけ多くの学び

の機会があるということです。 

 

「キャリアゼミ C」で皆さんに身につけていただきたいと考えていることが 2 つあります。 

1 つめは「企業を見る目を養う」ということです。チーム活動ではテーマに沿って企業にインタ

ビューを依頼し、その成果を最終発表の場で競います。こうした活動でチームワークやプレゼンテ

ーションの力を磨くことも重要ですが、より大切なことは、膨大な情報の中から必要な情報を探し

出し整理し解釈していく力です。これは今後、就職活動や社会人生活の中で、企業や産業、世界を

分析し理解する力につながります。情報があふれている時代だからこそ、より価値の高い情報を探

し出し、そこに自分の考えを付与してさらに情報の価値を高めていくことが重要です。 

 

2 つめは「リーダーシップの意味を考え実践する」ということです。皆さんが社会に出て活躍し

ていく中では、周りのメンバーをまとめて仕事を進めていく力が求められます。「リーダーシップ」

とはよく聞く言葉ですが、「リーダーシップ」とは何でしょうか。「マネジメント」や「アントレプ

レナーシップ（起業家精神）」とは違うのでしょうか。改めて考えてみると難しいものです。 

そこで、東京合宿では、キャリア開発、企業経営、それぞれにおいて第一線で活躍しておられる大

久保幸夫先生をお迎えし、講演をしていただく予定です。 

 

毎年参加者から「キャリアゼミ C は自分を変える大きなきっかけになった！」という声をよく 

聞きます。これまで学んだことや経験したことをフル活用してチーム活動に取り組み、さらに経営

者の方々の視点を学ぶことで、残りの大学生活での課題や目標を見つけてください。そしてキャリ

アゼミ C で学んだことを独り占めするのではなく、周りの同級生や後輩たちに伝えていき、ぜひ

関学のリーダーとして活躍してほしい、スクールモットー「Mastery for Service」を体現してほし

い、それが「キャリアゼミ C」を志望する皆さんへのメッセージです。 

 

みなさんとこの「キャリアゼミ C」を創っていくことを、スタッフ一同、楽しみにしています。 

 

関西学院大学 教務機構 ハンズオン・ラーニングセンター 

キャリア教育常勤准教授 勝又あずさ 
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2．プログラム概要 

① 開講学期 秋学期集中 

② 開講日・会場 2017 年 12 月 16 日（土） キックオフセッション＠西宮上ケ原キャンパス 

2018 年 2 月 20 日（火）～2 月 23 日（金） 東京合宿 

＠東京丸の内キャンパス、国立オリンピック記念青少年総合センター 

※12 月 18 日（月）～2 月 9 日（金）の間に、フィールドワークで訪問する企業のアポイントを取得して 

いただきますので、その間のスケジュール調整も必要になります。（チームごとに実施） 

（詳細は「3. プログラムのスケジュール」を参照ください） 

③ 定員 40 名 

④ 単位数 1 単位 

※単位の取り扱いについては各学部で発行されている「履修心得」を確認する

こと 

⑤ 履修基準年度 1 年生    ※2018 年 3 月卒業見込み者は履修できません 

⑥ 担当者 ハンズオン・ラーニングセンター キャリア教育常勤准教授 勝又 あずさ 

⑦ 講師 リクルートワークス研究所 所長 大久保 幸夫 氏 

1983 年一橋大学経済学部卒業、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社。 

人材総合サービス事業企画室長、地域活性事業部事業部長などを経て、1999 年人と組織の研究機関

リクルート ワークス研究所を立ち上げ、所長に就任。専門は人材マネジメント、労働政策、キャリア論。 

著書多数：『ビジネス・プロフェッショナル』（ビジネス社）、『キャリアデザイン入門［Ⅰ・Ⅱ］』（日経文庫）等

関西学院大学出身の企業経営者 （現在、調整中） 以下、役職は当時のもの 

2016 年度実績：株式会社イトーキ        代表取締役社長  平井 嘉郎 氏 

2015 年度実績： 株式会社ジェイティービー 代表取締役社長  高橋 広行 氏 

2014 年度実績： カゴメ株式会社 代表取締役会長  西 秀訓 氏 

2013 年度実績： ハンティングワールド ジャパン株式会社 代表取締役社長  伊藤 文治郎 氏 

                 株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役  菅 哲哉 氏 

2012 年度実績： 住友林業株式会社 取締役社長  市川 晃 氏 

2011 年度実績： 株式会社日清製粉グループ本社 特別顧問  村上 一平 氏 

⑧ 参加費 8,370 円 （選考に通過し履修が確定した後、手続き期間中に納入） 

3 泊 4 日の宿泊費、食費 

<2 日目 朝食・昼食、3 日目 朝食、4 日目 朝食・昼食> 

ただし別途、以下の自己負担費用が必要です。 

食事代（チームごとの行動時間帯に食事をとるもの） 

<1 日目 夕食、2 日目 夕食、3 日目 昼食・夕食> 

交通費 

東京までの往復運賃    ※運賃は時期によって異なりますのでご注意ください！ 

（例）学割を使用して新幹線（のぞみ・指定席）で新大阪～東京間を往復した場合：25,000 円程度か

かります。 

東京都内での交通費  約 2,000 円（チーム活動により異なるため詳細は計算すること） 

⑨ 成績評価方法 プログラムの受講姿勢、プレゼンテーションの内容によって総合的に評価します。 

なお、成績発表は 2018 年 3 月下旬の予定です。 
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3．プログラムのスケジュール 

2017 年 12 月 16 日(土)  キックオフセッション 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

10:00～12:00 
開講式 

アイスブレイク（自己紹介） 

キャリア教育常勤准教授 

勝又 あずさ 

 

2016 年度キャリアゼミＣ 

参加者 

西宮上ケ原キャンパス 

G 号館 326 教室 

  13:00～16:00 
先輩学生とのセッション 

グループワーク等 

 
2018 年 2 月 20 日（火） 東京合宿(1 日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

12:00～13:00 東京開講式 ハンズオン・ラーニングセンター 

東京丸の内キャンパス 

ランバスホール 13:00～18:30 

キャリアに関する講義・グループワーク 

・基礎力診断 

・職業能力論 

・リーダーシップ論 

・プロフェッショナル論 

・振り返り 200 字レポート 

リクルートワークス研究所 

所長 大久保 幸夫氏 

20:30～21:30 宿泊オリエンテーション施設案内等 ハンズオン・ラーニングセンター オリンピックセンター 

 
2018 年 2 月 21 日（水） 東京合宿(2 日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

10:00～12:30 
キャリアに関する講義・グループワーク 

・文章力向上講座 

リクルートワークス研究所 

所長 大久保 幸夫氏 東京丸の内キャンパス 

ランバスホール 
13：30～17:30 

キャリアに関する講義・グループワーク 

・キャリアデザイン論 

・キャリアデザイン事例研究 

・キャリアスピーチ 

19:00～21:00 企業経営トップによるストーリーテリング 関学 OB・OG 経営者 

 
2018 年 2 月 22 日（木） 東京合宿(3 日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

9:00～18:00 

フィールドワーク  

※フィールドワークのテーマについてはキ

ックオフセッション時に発表する 

各企業担当者 東京都内 各企業 

19:00～21:00 プレゼン資料提出・リハーサル 
キャリア教育常勤准教授 

勝又 あずさ 
オリンピックセンター 

 
2018 年 2 月 23 日（金） 東京合宿(4 日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

9:30～12:30 プレゼンテーション  

キャリア教育常勤准教授 

勝又 あずさ 

 

オリンピックセンター 

13:30～17:00  
振り返りセミナー 

閉講式、解散 
 
 
 

スケジュールに関する注意 

2017 年 10 月現在のスケジュールです。詳細については今後、変更する場合もあります。 

変更となった場合、教学 WEB サービスの「個人伝言」にて連絡します。 
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4．応募・選考・履修の流れ 

応募・選考・履修プロセスと日時 内容 

応募（エントリーシート提出）・ 

面接選考申込み 

2017 年 11 月 13 日（月）8 時 50 分～ 

2017 年 11 月 14 日（火）16 時 50 分 

■左記期間に必要事項を全て記入したエントリーシートを提出ください。 

■記載にあたっては、「7. エントリーシートの記載方法」をよく読み、 間

違いのないように記入してください。 

■空白が多いもの、度を超えて字が乱雑なもの、修正液を使ったものなど

は受理しないことがあります。 

■指定した期間外はエントリーシートを受理することはできませんので

注意してください。 

【エントリーシート提出先】 

西宮上ケ原キャンパス ハンズオン・ラーニングセンター 

神戸三田キャンパス 教務機構事務部(アカデミックコモンズ 2F) 

面接選考（グループ面接） 

■西宮上ケ原 

2017 年 11 月 21 日（火）、22 日（水）

■神戸三田 

2017 年 11 月 20 日（月） 

■面接選考を実施しますので、スーツを着用のうえ、面接開始時刻の

5 分前までに集合場所に集まってください。遅刻は一切認めません。 

■遅刻・欠席は応募を取り止めたものとみなします。 

 

選考結果発表 

2017 年 11 月 29 日（水）13 時 00 分 

■書類・面接選考の総合評価で結果を発表しますので、必ず確認して 

ください。 

■エントリーシートと面接の内容を考慮し、定員に満たない場合でも

「不合格」となることがあります。予めご了承ください。 

■発表方法：教学 WEB サービス「個人伝言」 

参加手続き 

2017 年 11 月 29 日（水）13 時 00 分～

2017 年 12 月 1 日（金）16 時 50 分 

■選考の結果、合格となった学生は、左記期間内に参加に必要な手続を

行ってください。参加手続の完了をもって履修確定となります。 

【参加手続き場所】 

西宮上ケ原キャンパス ハンズオン・ラーニングセンター 

神戸三田キャンパス 教務機構事務部(アカデミックコモンズ 2F) 
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5．参加にあたっての注意事項 

① 記録ならびに今後の学内外への広報活動のため、本プログラム中の活動の様子を撮影・ 

録画することがあります。また、撮影した写真や動画（およびその一部）をハンズオン・

ラーニングセンターならびに学内各部署発行・発信の広報媒体にて使用・掲載することが

あります。 

② 選考に合格し、参加（履修）者に該当しながら参加手続きを期間内に完了しない場合、  

参加は不可能となり、成績「0 点」として評価します。参加手続きを行わないことは履修

取消にはなりません。 

③ 履修者発表後の参加辞退（履修取り消し）はいかなる理由があっても認められません。 

④ 一旦納入した参加費は返金できません。 

⑤ プログラム催行中に疾病等により、やむを得ず参加継続が難しい状況となった場合、引率

者の判断により途中離団・帰宅を要請する場合があります。また、状況によってはご家族

等にプログラム開催場所まで迎えに来ていただくことがありますので、その旨をご家族に

も了解いただいた上で参加してください。 

⑥ 前項⑤によりプログラム途中で参加を取りやめた場合も、参加費の返金はできませんので、

ご了承ください。 

⑦ 応募からプログラム終了までの期間は、エントリーシートに記載のある連絡先のほか、 

関西学院大学メールアドレス（・・・@kwansei.ac.jp）宛に連絡を行うことがあります。   

メールアドレスは定期的にチェックするか、通常使うアドレスに転送されるよう設定を 

行っておいてください。 

 

6．問い合わせ先 

 

関西学院大学 教務機構 ハンズオン・ラーニングセンター(担当者：鎌田・三原・平田) 

〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155 

TEL．0798-54-7479 FAX．0798-54-7486  

 

【書類提出／参加手続きに関する取扱場所】 

西宮上ケ原キャンパス  ハンズオン・ラーニングセンター（大学院 1 号館 1F） 

神戸三田キャンパス   教務機構事務部（アカデミックコモンズ 2F） 
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7．エントリーシート作成方法 

1. 記入の前に各項目ならびに記入例、および注意事項をよく確認し、間違いの無いように記入し

てください。 

2. 作成は、フォーム（Word ファイル）に直接入力しても構いませんし、フォームをプリントア

ウトしたものに手書きで記入しても構いません。 

3. フォームのデータは教学 Web サービスまたは、ハンズオン・ラーニングセンターのホームペー

ジ「現在募集のプログラム」からダウンロードしてください. 

https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/c_hl_012838.html                                    

Word で記入する場合、記入後、A4 サイズ 1 枚で出力し、署名をし、提出してください。 

4. 手書きで記入する際は、黒インクのペン・ボールペンを使用すること。鉛筆書き、消えるボ

ールペン、黒以外の色での記入は無効です。修正ペンの使用は不可です。 

 

現住所ならびに電話

番号（固定電話無しの

場合は携帯電話番号）

を記載してください。

なお、この現住所情報

は省庁見学等に把握

が必要なため、関係部

局と共有します。 

現地での急病など、

緊急の際にはこの

方に連絡を取りま

すので、父母・兄姉

など近親者を記入

電話番号： 
緊急時にすぐ連絡

の取れる番号（携帯

電話など）を記入し

てください。 

履修者選考の資料となりますので、 

しっかり記入してください。 

【NG の例】 

・記入が半分に満たない程余白が多い 

・誤字脱字が多い 

・記載内容が「キャリアゼミ C」に無関係なもの 

・word 作成の場合、勝手に書式を変更しているもの 


