条件③ 学外

特集

教学マネジメントの4つのキーワード

事例

産業界が持つ人的資源やアイデアを
大学教育に導入する取り組みが始動
首都圏18大学GP
首都圏の18大学・短大が連携して、産業界のニーズに沿ってキャリア教育を改革する取り組みが
始まっている。大学の連合体が、複数の経済団体との連携を通して教育改善を図るものだ。その概
要と具体的な内容について、幹事校の青山学院大学に取材した。
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図表

事業の全体像
評価委員会
産官学連携会議
東京経営者協会、ファッション産業人材育成機構、国際社会貢献センター等の経済団体、関東経済産業局、連携18 大学 他
産業界のニーズに関する
情報、人材の提供、テー
マごとの意見交換等

テーマ 1
産業界ニーズの把握
芝浦工業大学
全大学が参加
芝浦工業大学を中心に調査
手法を開発し、各テーマ・
ワーキンググループに提供

全体会議、幹事校会
議の検討に基づく各
テーマの運営

事 業 計 画 の 説 明、
事業報告

事業計画へのアドバ
イス、成果の評価

連携18 大学全体会議

情報や人材の提供
依 頼、テ ー マ ご と
の意見交換等

幹事大学グループ
幹事校 ：青山学院大学
副幹事校：芝浦工業大学・法政大学

テーマ 3
産業界のニーズに対応した
カリキュラムの開発と体系化

テーマ 4
産業界との連携による
人材育成プログラムの開発

テーマ 5
産業界のニーズに対応した
技術者の育成

ワーキンググループ 1
青山学院大学
お茶の水女子大学
大妻女子大学
駒澤大学
専修大学
東京未来大学

ワーキンググループ 2
法政大学
昭和女子大学
女子美術大学
東京家政大学
明治学院大学
目白大学
東京家政大学短期大学部

ワーキンググループ 3
芝浦工業大学
工学院大学
拓殖大学
東京電機大学
東京都市大学

テーマ 2
社会的・職業的自立力の
測定手法の開発
法政大学
全大学が参加
法政大学を中心に測定手法
を開発し、各テーマ・ワー
キンググループに提供
※
オーガナイザー大学、
その他はメンバー大学
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