


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 



【学部】平成25年度　地域産業界連携教育力改革プロジェクト　行事実績一覧

通年 ・プロジェクト管理システム開発支援 ・学内IT環境の維持･管理･監視
（状況に応じて改善活動）

・ポータルサイトの運営･改善
・Sozo Platz追加開発と運用
・HandbookおよびSozo Platzの

活用推進策の検討
・プロジェクト管理システム開発支援

4月 3（水） PROG実施
　　（対象：1年生）

16（火） キックオフ講演会 9（火） プロジェクト管理アプリ導入支援

・ベーシック講座の結果測定･評価 　 11（木） 　　　〃

（～5月） 20（土） PROG実施

　　　（対象：2年生）

・プロジェクトメンバーの決定 26（金） 第1回 東海A（教育力チーム）会議　参加 ・プロジェクト管理システムの情報更新

・各種システムのユーザーアカウント作成

5月 17（金） プロジェクトテーマの決定
プロジェクト計画書の作成

・携帯情報端末の配布準備

18（土） セミナー「動き始めたジェネリックスキルの育成と評価」（主催：学校法人
河合塾、株式会社リアセック）　参加

18（土） ワークショップ「教育改革の壁を破るチャレンジ」（主催：中部地域大学教育改革推
進委員会）
参加

23(木） 第2回 東海A（教育力チーム）会議　参加

6月 8（土） セルフモチベーション講座 水曜日 キャリアセンター事前指導 7日（金） 教育力改革フォーラム（第1回教育力向上研修会）実施 12（水） 携帯情報端末の配布と
（各週） 　　（実習先マッチング） 25（火） 　　　　　利用説明会

　　（自己紹介書作成指導） 17（月）
教育効果測定・指導方法ＷＧ
第1回ミーティング

　　（対象：1年生）

・ｾﾙﾌﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ講座の結果測定･評価 ・卒業生就職企業訪問（求人開拓等）
（～7月） （～3月）

7月 30（火） ビジネス研究講座 水曜日 科目担当教員による事前指導 1（月） 教育効果測定・指導方法ＷＧ
第2回ミーティング

（各週） 　　（自己紹介書の校閲指導） 8（月） 教育効果測定・指導方法ＷＧ
第3回ミーティング

30（火） 第1回就業体験講座　実施
8月 ・ビジネス研究講座の結果測定･評価 6(火） 中間発表会 ※2参照 実習（1～2週間）

・パワーポイントによる発表 実習先訪問
・配布資料（A4用紙1枚2段組）の作成 　　（キャリアセンター）

　　（就職委員会教職員）
　　（専門ゼミナール担当教員） 26、27

（月、火）
東海Ａ（教育力）チーム
連携ＦＤ合宿研修　参加

9月 27（金） 社会人基礎力評価シートによる評価 ※3参照 報告会資料の作成指導・発表練習 3、4、5
（火～木）

平成25年度 教育改革ＩＣＴ戦略大会（主催：公益社団法人私立大学情報教育協
会）　参加

11（水） 教員向けスチューデントプロファイルシステム（Sozo Passport）利
用説明会

（教員面談・助言と自己行動計画作成）
（社会人基礎力評価シートを基に実施）

（科目担当・専門ゼミナール担当教員） 12（木） 第2回就業体験講座　参加 13日
（金）
17日

学生向けスチューデントプロファイルシステム（Sozo Passport）利
用説明会

　 10（火） 東海A（教育力）チーム連携FD
「社会のニーズに対応した教育改革に向けて」　参加

16日（月） スチューデントプロファイルシステム（Sozo Passport）本稼働開始

17（火） 産業界ニーズに対応した人材育成研修会（主催：中部経済産業局）　参加

（～12月）
・就職ガイダンス ・就職ガイダンス ・プロジェクトの推進 ・経営ビジネス講座の開催

（～2月） （～2月） （～12月） （～12月）

10月 21（月） インターンシップ報告会 2（水） 「産業界ニーズ事業特別セミナー」（主催：中部大学）　参加 26（土） 卒業生就業状況調査
インターンシップ座談会 27（日） 　　　〃

21日（月） インターンシップに関する 28（月） 学内企業説明会

　　企業担当者との座談会 （OBによる説明の実施）

　　　（※1参照）
※4参照 報告書作成指導 24（木） 第3回 東海A（教育力チーム）会議　参加

（科目担当・専門ゼミナール担当教員） 28（月） 第2回教育力向上研修会　実施

（学内校閲後、企業担当者校閲）
11月 14日（木） 平成25年度 第1回中部圏産学連携会議（主催：中部地域大学教育改革推進委 19日（火） プロジェクト管理アプリ ver.2.3 公開（iOS 7 対応）

※4参照 報告書作成指導 27（水） 教育効果測定・指導方法ＷＧ
第4回ミーティング

（科目担当・専門ゼミナール担当教員） 28（木） 産学協同就業力育成シンポジウム2013（主催：Future skills project研究会）　参
（学内校閲後、企業担当者校閲）

12月 17（火） 成果発表会 携帯情報端末の物品確認
・パワーポイントによる発表 　　　（対象：情ビ3年）
・配布資料（A4用紙1枚2段組）の作成
・ポスター形式

※4参照 報告書作成指導
（科目担当・専門ゼミナール担当教員）

（学内校閲後、企業担当者校閲）
1月 23（木） 社会人基礎力評価シートによる評価 ※5参照 報告書作成指導 携帯情報端末の物品確認

（教員面談・助言と自己行動計画作成）
（社会人基礎力評価シートを基に実施）

（科目担当・専門ゼミナール担当教員）
（企業校閲後の修正）

　　　（対象：経営1年・2年）

31（金） シンポジウム「産業界ニーズに対応した初年次教育のチャレンジ」（主催：東海A
（教育力）チーム）　参加

30（木） 成果報告書（学生）作成
30（木） 学生座談会 31（金） 平成25年度達成目標に係る評価報告提出

・卒業生就業状況年次調査の実施
（～2月）

2月 27、28
（木、金）

模擬面接講座の実施 5（水） 成果報告書（教員）作成 3（月） 第3回就業体験講座　実施 携帯情報端末の回収
　　（対象：情ビ4年）

8（土） 学内企業説明会
　　（OBによる説明の実施）

22（土） PROG実施 8（土） シンポジウム「インターンシップを通じた人材育成の成果」
（主催：東海Bチーム）　参加

6(木） 第4回 東海A（教育力チーム）会議　参加 　　　

（対象：1年生、2年事前） 第3週 プロジェクト活動総括ミーティング
協力企業座談会

9（日） 「教育的効果の高いインターンシップ普及推進シンポジウ
ム」（主催：経済産業省）　参加

上旬 プロジェクト活動報告会
プロジェクトに関する
　企業担当者との座談会

　 　　（※1参照）
　

・次年度計画の策定 18（火） シンポジウム 「PBLで育む教・職・学　−同志社大学プロジェクト科目の事例から
−」（主催：東海Bチーム）　参加

　　プロジェクト実施に関する改良

　　自己内省支援方法の検討 上旬 第3回教育力向上研修会
3月 27（木） ベーシック講座（2年生） 6、10

（木、月）
PROG実施（3年事後） 20（木） 報告書の完成・印刷 7（金） 本年度報告書提出

　　 8（土） 大学教育改革フォーラムin東海2014（主催：大学教育改革フォーラムin東海２０１
４実行委員会、名古屋大学高等教育研究センター）　参加

※1　インターンシップ座談会に際し、参加企業より学生に求める資質等の産業界ニーズをヒアリング

※2　8/1～9/6の間で実習先ごとに日程を調整
※3　9/9、10および9/18～10/30の各週水曜日
※4　11/4～12/20の各週水曜日
※5　実習先企業からの校閲原稿の返却状況に応じて、学生ごとに個別に指導

⑦大学コミュニティ⑤連携推進①メンタルタフネス講座 ②自己理解促進プログラム ③地域産業連携プロジェクト ④三者協働によるインターンシップ ⑥ユビキタスキャンパス

・メンタルタフネス講座の結果測定･評価

・スチューデントプロファイルシステム開発支援（4月～8月）

・プロジェクト計画の策定
　　　（目的・協働企業選定・確定）

・卒業生就業状況追跡調査
　　　　　　　（～4月）

・前年度卒業生就業状況調査の集計･分析
　　　　　　　（～5月）

・スチューデントプロファイルシステム開発支援
　　　　　　（4月～8月）

・セルフモチベーション講座の企画
　　　　　　（～6月）

・キャリア形成の科目展開



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年度採択「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」 

『地域産業界連携教育力改革プロジェクト』成果報告書 平成 25年度版 

平成 26年 3月 26日 発行 

編集発行 豊橋創造大学 

地域産業界連携教育力改革プロジェクト委員会 

（渉外部キャリアセンター内） 

      〒440-8511 愛知県豊橋市牛川町松下 20－1 

            TEL 050－2017－2104 

            FAX 050－2017－2112 

            http://www.sozo.ac.jp/ 






