
①2022年12月1日（木）12：30-13：00

②2022年12月5日（月）12：30-13：00

１年生、体験型選択必修科目履修予定の２～４年生対象

キャリアデザイン学部
キャリアアドバイザー主催



◆ 本日の流れ

１.体験型選択必修科目

２.キャリア研究調査法



１. 体験型選択必修科目
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① 体験型選択必修科目とは？

② 履修の手引きで確認しよう

③ 選考について

④ 科目の紹介



１-① 体験型選択必修科目とは？

学生が主体となって社会と関わり、その体験を通して学ぶ
「参加体験型授業」です。

◆春学期～秋学期 通年で2×2＝4単位 の修得が必要

◆定員があるため、履修する際に選考がある

◆出席重視
※原則全回出席 ３回以上欠席で不可
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卒業するために
は

学部専門科目の中の

「展開科目」

(7) ページ

１-②「履修の手引き」で確認しよう

◆「卒業するためには」ページを参照

◆学部専門科目の中の「展開科目」
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選択した領域から３６単位以上

体験型選択必修科目４単位以上
※選択した領域とは関係ない

その他
※選択した領域以外でもよい

体験型科目は卒業に必要な科目です
卒業に必要な「展開科目」計５２単位以上：内訳

展
開
科
目

計

単
位
以
上

５２
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Hoppiiトップページの「法政HONDANA（デジタルブック）/Digital books」
メニューからアクセス

＜確認＞ 「履修の手引き」へのアクセス方法



8

Hoppiiトップページの「法政HONDANA（デジタルブック）/Digital books」
メニューからアクセス

＜確認＞ 「履修の手引き」へのアクセス方法
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１-③ 選考について

選考方法を必ず確認！

＜参考＞昨年度（2022年）の例

3月20日 ガイダンス資料Web 提示

3月22日 Webガイダンス、第１次申込受付開始

3月24日（15時）第1次申込受付〆切（※時間厳守）

3月26～27日 選考 （※対象の科目のみ）

3月30日 第1次選考結果発表

ゆっくり選んでる
時間はない！

スケジュールは
学部Web掲示板
をCHECK！
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体験型授業に関する各種情報は学部掲示板に掲載します
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Hoppiiに
ログイン

＜確認＞Web掲示板へのアクセス方法
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ここから
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キャリアサポート事前指導・実習★
他者のキャリア形成を支援すること、そのために必要なコミュニケーションスキルについて学ぶ。授業でのグループワークや実習を体験し振り返
ることで人と関わるための力を育む。春学期は基礎ゼミ授業、秋学期は定時制高校にて、自分たちで作成したキャリア教育プログラムを実施する。

キャリア体験事前指導・学習★
(インターン）

夏休みにキャリア体験（インターンシップ）を実施し、仕事に対する感覚や理解を深め、自分自身のキャリアデザインを考えることを目的とする。
（１）Aコース→大学が準備した国内の企業・団体で実習を行う。
（２）Bコース→国内外問わず自己開拓した企業・団体で実習を行う。

キャリア体験事前指導・学習★
(プロジェクト）

企業等との共同プロジェクトを通して、販売促進、マーケティング、営業、商品開発などの活動を体験する。 プロジェクトの進め方や企業等に
関する情報収集、目標設定や実施計画の作成等、プロジェクトを進めるために必要な知識や技術を習得したうえでプロジェクトをスタートさせ軌
道に乗せるところまで実施する。実施にあたっては、必要に応じて企業訪問や実習等を行う。

キャリア体験事前指導・学習★
(国際・ベトナムコース）

ベトナムと日本を取り巻く国際環境や国際交流の「光と影」に焦点を当て、それらを両国双方からの視点で分析、現場を実体験することで、キャ
リアデザインの歴史と現状、国際性、国際化を理解する。夏に2週間、ベトナム・ホーチミンに滞在し、日系企業訪問やフィールドワークを実施
する。

キャリア体験事前指導・実習★
(国際・台湾コース）

日本と関係が深い台湾を舞台にし、台湾の大学生や法政大学の台湾人卒業生との交流、企業における研修を行う。国際的な視野の下、現場でキャ
リアデザインを学ぶ。春学期は現地の知識や言葉を学び研修の準備をする。秋学期は研修後の振り返り、報告書作成、発表会に向けた準備を行う。

地域学習支援Ⅰ、Ⅱ
地域課題の解決にむけた地域づくり学習、若者自立支援、外国人との多文化共生教育、文化施設が核となったまちづくり、コミュニティ・メディ
アの活用などについて学ぶ。コーディネーターの役割や専門性について認識を深め、実践的に学ぶ。

多文化教育Ⅰ、Ⅱ

国際交流や多文化共生の現状について学び、多様な文化的な背景を持つ者同士が学び合い、協働するために何が必要かを考える。講義、クラスデ
ィスカッション、グループでの事例発表で構成され、秋学期は国際交流を実践し、文化の多様性を社会の豊かさに繋げる「多文化共生」の在り方
を考える。

メディア・リテラシー実習Ⅰ、Ⅱ
メディア・リテラシーの基礎概念を学びながら映像制作の基本的な技法を習得する。前期はテレビ番組や映画などの映像を用いて、映像言語とメ
ディア・リテラシーの基本的知識を習得する。後期は簡単な映像制作を行う。

職業能力ベーシックスキルⅠ、Ⅱ
職業人・社会人としての基本となる力を習得する。ビジネスコミュニケーション、ビジネスマナー、人間関係の築き方、プレ
ゼンテーション等を取り上げて役立つ知識や基本的スキルの習得を目指す。

詳しい内容は
シラバスを

読んでみよう！

１-④ 科目の紹介 2023年度からは名称が変わる科目があります。
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＜確認＞
Webシラバスへのアクセス方法

ここから
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授業の様子をご紹介します。
授業名は2023年度の新名称です。※は2022年度実施の旧名称。

■キャリアサポート
■キャリア体験学習（インターン） ※旧：キャリア体験学習Ａ・Ｂ
■キャリア体験学習（プロジェクト） ※旧：キャリア体験学習Ｃ
■キャリア体験（国際）ベトナム／台湾
■地域学習支援
■多文化教育
■メディア・リテラシー
■職業能力ベーシックスキル *この科目は２０２２年度入学者から履修可能です。



キャリアサポート
中高でのキャリア教育ワークショップの実施
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◆春学期：キャリアサポート事前指導

秋の実習に向け、他者のキャリア形成支援に必要と
なるコミュニケーションスキルを学びます。
その後、チームで協働して大学１年生を対象とする
ワークショップを作成し、学内で実施します。

◆秋学期：キャリアサポート実習

春学期の経験と学びを活かして、中高校生を対象とする
ワークショップ形式のキャリア教育プログラムを作成し、
２回の実習を行います。

キャリアサポート



キャリア体験学習(インターン）

※ 旧キャリア体験学習Ａ・Ｂ
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◆春学期：キャリア体験事前指導 【インターンシップの準備】

グループワークで「働く」ということについて考えを深めたり、

インターンシップの意義や目的を理解するなど、

夏休み中に実施するインターンシップに向け準備します。

◆秋学期：キャリア体験学習【インターンシップの振り返りと整理】

インターンシップ体験を振り返り、経験を整理しながら、

改めて仕事とは何か、働くとはどういうことかを考えます。
また、業界研究や社会人ゲストを招いての講義などを通して、

自らのキャリアをデザインする力を養います。
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◆インターンシップ体験期間： 5日間以上

A：大学が紹介する企業でのインターンシップ
※一部のクラスのみ。人数枠あり。

B：インターンシップ先を自分で開拓
※詳細は3月下旬（予定）のガイダンスでご確認下さい。



キャリア体験学習(プロジェクト）

※ 旧キャリア体験学習Ｃ
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◆春学期：キャリア体験事前指導
◆秋学期：キャリア体験学習

約８ヶ月間、企業との共同プロジェクトを班ごとに実施。プロジェクトを
通して、販売促進、マーケティング、営業、商品開発などの活動を体験。

✅ プロジェクトを進めるために必要な知識や技術を習得。
プロジェクトの事前学習に重点を置き、進め方や連携企業等に
関する情報収集、目標設定や実施計画の作成。

✅ 実際のプロジェクトを実施
プロジェクトの実施にあたっては、必要に応じて企業訪問や実習等を
行います。
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生協で販売中です。是非、使ってみてください。



７社の企業の協力を得て、商品開

発・販売促進・イベントの企画・情報発

信等に約８か月間取り組んだ成果を

発表します。

1年生、及び体験型履修

予定の2～4年生の方で、

プロジェクト形式の授

業にご関心のある方は、

来年度の履修選択のご

参考に、是非ご参加く

ださい。

（学部生・教職員入退室自由）

12/16
時間：15：00～16：40
場所：BT26階会議室Ａ

（金）

体験型選択必修科目 Ｃコース

企業との連携による

プロジェクト型授業

（PBL：Project Based Learning）



キャリア体験国際
ベトナムコース

日本・ベトナムを取り巻く環境と異文化理解
＋

フィールドワーク
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ホーチミンのカフェ 何人乗るのかな？
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2020～2022年度は、新型コロナウィルスの影響で、
海外での実習は中止となり、国内代替実習を実施しま
した。

生活者の目線で
現地の文化や空気を感じてみる

・・素肌で異文化を感じる・・

日本国内代替実習



キャリア体験国際
台湾コース
台湾の歴史・文化理解、

現地企業での研修や若者たちとの交流
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2020～2022年度は、新型コロナウィルスの影響で、
海外での実習は中止となり、国内代替実習を実施しま
した。

日本にとって一番近い台湾から
グローバルキャリアを考える
日本国内の台湾関連施設を訪問
日本に暮らす台湾の方々との交流

日本国内代替実習



地域学習支援

地域づくり、地域課題の解決についての
理解と協力団体での実習
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◆春学期：地域づくり・・・地域課題の解決

若者の自立支援、外国人との多文化共生教育、
まちづくり、コミュニティ・メデイアに関する
実践的展開、コーデイネーターの役割を学ぶ。

◆秋学期：実習プログラム

「地域学習支援Ⅰ」で学んだことを土台とし、
分野の選択に応じて実践的展開の場で実習を行う。
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＜2022年度 地域学習支援の実習先＞

1 島根県吉賀町 地域づくり

2 千代田区立九段生涯学習館 地域づくり

3 長野県大鹿村観光協会 地域文化創造

4 福島県浜通り、宮城県石巻 コミュニティメディア

5 フリースペースコスモ 青少年自立支援

6 長野県泰阜村
青少年自立支援

7
ボスニア・ヘルツェゴヴィナサラエボ大学
哲学部（オンライン）

多文化理解

毎年、実習先および内容が変わります。

また、必ずしも希望する実習先に行けるわけではありません！



多文化教育
異文化・多様性の理解

＋
多文化交流の実践
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◆春学期：多文化教育Ⅰ 異文化・多様性の理解

日本に住む外国人を取り巻く状況や課題を知る

日本語学習支援・やさしい日本語を学ぶ

ステレオタイプ・偏見・差別の問題を考える

◆秋学期：多文化教育Ⅱ 多文化交流の実践

学内・学外の国際交流活動

日本語ボランティア・文化活動の企画・実施
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2020年秋
オンライン多文化共修（各プログラム10名程度）

1 イタリア ベネチア大学との共修

2 ベトナム ハノイ国家大学との共修

3 アメリカ ベイラー大学との共修

4 日本 多文化共生関係者の取材とオンライン記事の発信

（国際文化フォーラムのサイトから発信）

5 日本 日本語クラス授業ボランティア
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多文化共生を実践している社会人を取材し、
オンライン記事を発信

国際文化フォーラムのサイトに掲載されます
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～村田先生からのメッセージ～

クラスに参加した学生達の国際交流活動が

『法政大学第４回自由を生き抜く

実践知大賞』に選ばれました！

助け合い、学び合う気持ちをもった

国際交流ボランティアが必要とされています

2023年も「主体的に動ける人」を
歓迎します！



メディア・リテラシー
メディア・リテラシーの基礎概念

+
映像制作
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◆春学期：メディア・リテラシーⅠ
テレビ番組や映画などの映像を用いて、

映像言語とメディア・リテラシーの

基本的知識を習得します。

◆秋学期：メディア・リテラシーⅡ
実際に、簡単な映像制作を行います。



42 動画作品は学部のFBで紹介されています。
どれも力作です！

授業で作った動画：「未来を変えよう」



職業能力ベーシックスキル
インターンシップや就活に必要なビジネススキル

自己分析、企業研究、キャリアセンター活用、OB/OG講話

＊この科目は2022年度入学者から履修可能です！
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◆春学期：職業能力ベーシックスキルⅠ
成人としての基本のマナー、インターンシップや就活に必要な

ビジネススキルの基本を習得します。

ビジネスメール・敬語や挨拶・訪問時の服装やマナー

スピーチ実習・情報伝達・プレゼンテーション・コンセンサス

◆秋学期：職業能力ベーシックスキルⅡ
自己分析（職業興味検査含む）・興味がある業界研究・

OB・OG講演聴講、キャリアセンター活用術・面接実習
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間違いやすい敬語
三者間の敬語

ビジネスメール
面接で必要な分離礼

面接実習
コミュニケーション
アサーション 【ビジネススキル 例】
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自分が興味ある業界や職種について、グループに分かれて、

業界や企業の業績や実態を調査し、発表します。

玩具業界

【業界研究：例】
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～島村先生からのメッセージ～

実践的な内容で、

演習を中心にやりますので、

主体的にご参加下さい！
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体験型選択必修科目

2022ポスターセッションの開催

2022.12月５日（月）～12月９日（金）

外濠校舎１階メディアラウンジ
(セブンイレブン横のスペース）

地域学習支援、キャリア体験国際の活動を
展示しています。

2021ポスターセッション
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【再掲】
１-③ 選考について

選考方法を必ず確認！

＜参考＞昨年度（2022年）の例

3月20日 ガイダンス資料Web 提示

3月22日 Webガイダンス、第１次申込受付開始

3月24日（15時）第1次申込受付〆切（※時間厳守）

3月26～27日 選考 （※対象の科目のみ）

3月30日 第1次選考結果発表

ゆっくり選んでる
時間はない！

スケジュールは
学部Web掲示板
をCHECK！
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１-④ 科目の紹介 （サマリ）

★印がついた授業 → キャリアアドバイザーが授業に入って支援しています。

キャリアサポート事前指導・実習★ 中高でのキャリア教育ワークショップの実施

キャリア体験事前指導・実習 ★
Ａ・Ｂ (インターン）

インターンシップ
※Ａ：実習先は大学が準備 / Ｂ：実習先自己開拓

キャリア体験事前指導・実習 ★
Ｃ （プロジェクト）

企業と学生グループの共同プロジェクト

キャリア体験事前指導・実習 ★
国際・ベトナムコース

日本・ベトナムを取り巻く環境と国際交流理解＋フィールドワーク

キャリア体験事前指導・実習 ★
国際・台湾コース

台湾の歴史・文化理解、現地企業での研修や若者たちとの交流

地域学習支援Ⅰ・Ⅱ 地域づくり、地域課題の解決についての理解と協力団体での実習

多文化教育Ⅰ・Ⅱ 異文化・多様性の理解＋多文化交流の実践

メディア・リテラシー実習Ⅰ・Ⅱ メディア・リテラシーの基礎概念＋映像制作

職業能力ベーシックスキルⅠ・Ⅱ インターンシップや就活に必要なビジネススキル



2. キャリア研究調査法

51

① キャリア研究調査法とは？

② キャリア研究調査法について
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２-①キャリア研究調査法とは

※「履修の手引き」へのアクセス方法
Hoppiiトップページ「HONDANA/Digital books」メニューから
（詳細は本資料７ページ参照）

卒業するためには

学部専門科目の中の

「基幹科目」

（７）ページ
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２-②キャリア研究調査法について

【春学期開講】
キャリア研究調査法には、

「量的調査」と「質的調査」という２種類の授業があり

いずれかを履修することが必要

それぞれ９コマずつ開講されている

選考は「抽選」



キャリアデザイン学部

キャリアアドバイザーに相談しよう

相談申込フォーム

・もっと詳しく知りたい

・履修に心配や不安がある
※留学や進路と併せて考えたい方も
ご相談ください。



（水）

一緒に新入生の不安解消をお手伝いして
みませんか？
他学年との交流ができる、学部の魅力を
再発見できます。ぜひご応募ください。

◆応募フォームはこちら


