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1. はじめに 

 

 戦後、日本の大学における学生の就業支援は、新卒一括採用と終身雇用の慣行による影響もあ

り、大学卒業前の就職活動を支援するための補完的な活動として位置付けられてきた。しかしな

がら、1990 年代以降に続いた経済不況と雇用環境の不安定化、少子化による学生獲得競争の熾烈

化等により、近年、日本の大学の就職支援部署では、単なる就職活動支援のみでなく、キャリア

を形成していくために必要な能力や態度の育成を目標とした教育（以下「キャリア教育」という。）

も包含した「キャリア支援」へと急速に役割を広げている。しかしながら、その内容については、

未だ多くの大学で試行錯誤が続いている状況である。一方、米国の大学では、大学入学後の専攻

決定（Decision making）のための支援をはじめとして、キャリア形成に関する支援が幅広く行わ

れている。 

 本稿は、日米の大学におけるキャリア支援の状況を概観しつつ、米国の大学におけるキャリア

支援への取り組み例を紹介し、日本の大学でのキャリア支援のあり方を考える際の参考とするも

のである。 

 

 

2．日米の大学におけるキャリア支援の現状 

 

2.1. 日本の大学におけるキャリア支援 
 
 日本の大学においてはアメリカの大学と異なり、学部、あるいは学科に相当する単位で入学試

験を行うことが一般的であり、受験生はあらかじめ希望する学部等を入学前に決定することが必

要となる。また、入学後に在籍学部を変更することは容易ではない。 
したがって、学生の多くは大学入学前には自身のキャリアについて考え始めていることが多い

と推測されるが、大学入学後も引き続き学生のキャリア形成を支援していく取組は重要であるこ

とは論を俟たない。実際に学生がどのような目的でキャリアセンターを利用しているのかについ

て図表１にて上位３位までをみてみると、「エントリーシートや履歴書の添削」（92.9％）、「模擬

面接時の選考の練習」（66.2％）、「就職活動の全体の流れや進め方に関する相談」（35.7％）となっ

ている。就職活動が目前に迫った段階、あるいは就職活動中の高学年の学生が主に利用しており、

長期的視点からのキャリア形成のために利用している例は少ない状況であることがうかがえる。 
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図表３：キャリア形成科目の受講の現在の自身への影響度（2013 年） 
※図表２のうち、「少し受講した」から「かなり受講した」と回答した学生に対する調査 
 全く影響を及ぼ

していない 

あまり影響を及

ぼしていない 

どちらとも言え

ない 

まあまあ影響を

及ぼしている 

かなり影響を及

ぼしている 

1 年生 5.7％ 12.4％ 31.5％ 40.9％ 9.4％ 
3 年生 6.0％ 18.5％ 27.2％ 39.7％ 8.7％ 

（出典）京都大学高等教育研究開発推進センター・東京大学大学総合教育研究センター・電通育英会

「大学生のキャリア意識調査 2007‐2010‐2013 年の経年変化」報告書 

 
 次に、大学において就職支援を行っている人員体制について見てみると、図表４のとおり学内

の教職員が担っているケースがほとんどである。これら担当者のうち、「キャリアコンサルタント

等の資格を取得した者」が 61.1％、及び「JASSO 等の就職・キャリア関係の研修会を受講した

者」が 42.3％と担当者はキャリア支援に関連する知見の獲得に努めている 4。図表５のとおり、

学内関係者で担っているケースが４割強に上る一方、学外からキャリア形成に関する専門家を登

用している割合は少なく、教職員の異動の都度、専門的知識を獲得し直す必要がある可能性が指

摘できる。 
 
 図表４：就職支援に関する担当者 

内訳 割合 

職員（常勤） 93.9％ 
職員（非常勤） 52.8％ 
教員（常勤本務） 42.4％ 
教員（常勤兼務） 38.3％ 
その他（外部委託のキャリアカウンセラー等） 13.5％ 
教員（非常勤） 9.9％ 
いない 1.2％ 
無回答 0.5％ 

（出典）独立行政法人日本学生支援機構 

「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（平成 27 年度）」 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 独立行政法人日本学生支援機構「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（平成 27 年度）」 

 図表１：学生のキャリアセンター1利用目的 
利用目的 割合 

エントリーシートや履歴書の添削 92.9％ 
模擬面接等の選考の練習 66.2％ 
就職活動の全体の流れや進め方に関する相談 35.7％ 
企業選びに関する相談 21.4％ 
求人票の閲覧 19.5％ 
就職活動の悩みや愚痴 19.5％ 
自己分析に関する相談 14.3％ 
内定辞退やオワハラに関する相談 8.6％ 
業界研究や企業研究に関する相談 4.5％ 
OB・OG 訪問に関する情報収集や相談 4.5％ 
インターンシップの情報収集や相談 3.8％ 
グループワーク・ディスカッションの練習 2.6％ 
適性検査・筆記試験に関する相談 1.1％ 
その他 2.3％ 

（出典）株式会社アイデム人と仕事研究所「キャリア支援・就職支援に関する大学調査 2017 年」 
 
一方、学生のキャリア形成に対して長期的視点からの支援が少ないのかと言えば、キャリア教

育に関連した履修科目の設置は 84.5％に上っている 2など、大学としても力を入れていることが

わかる。また、実際にこれらの科目の受講経験の有無について学生に調査をした結果をみると、

図表２のとおり、１年次においては 52.1％、３年次においては 56.7％と半数以上の学生が経験し

ている。一方で、その経験が現在の自身へ影響を及ぼしていると回答した学生は、１年次が 50.3％、

３年次が 48.4％と半数程度にとどまっている。特に就職を目前に控えた高学年の学生の方が、評

価が低いことから、キャリア形成科目を提供するだけではなく、学生がキャリア形成を考える上

でさらに有効なものとなるような授業内容等の改善が必要なことがうかがえる。 
 

 図表２：単位の出るキャリア形成科目 3の受講状況（2013 年） 
 受講したことがない 少し受講した まあまあ受講した かなり受講した 

1 年生 47.9％ 22.6％ 20.6％ 8.9％ 
3 年生 43.3％ 25.9％ 21.5％ 9.3％ 

（出典）京都大学高等教育研究開発推進センター・東京大学大学総合教育研究センター・電通育英会

「大学生のキャリア意識調査 2007‐2010‐2013 年の経年変化」報告書 
 

                                                   
1 名称は大学によって異なるが、キャリア支援・就職支援を行っている部署等を指す 
2 株式会社アイデム人と仕事研究所「キャリア支援・就職支援に関する大学調査 2017 年」図 18.1 より 
3 就職対策や人生設計などに関する授業科目 
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図表３：キャリア形成科目の受講の現在の自身への影響度（2013 年） 
※図表２のうち、「少し受講した」から「かなり受講した」と回答した学生に対する調査 
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まあまあ影響を
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かなり影響を及

ぼしている 

1 年生 5.7％ 12.4％ 31.5％ 40.9％ 9.4％ 
3 年生 6.0％ 18.5％ 27.2％ 39.7％ 8.7％ 

（出典）京都大学高等教育研究開発推進センター・東京大学大学総合教育研究センター・電通育英会

「大学生のキャリア意識調査 2007‐2010‐2013 年の経年変化」報告書 

 
 次に、大学において就職支援を行っている人員体制について見てみると、図表４のとおり学内

の教職員が担っているケースがほとんどである。これら担当者のうち、「キャリアコンサルタント

等の資格を取得した者」が 61.1％、及び「JASSO 等の就職・キャリア関係の研修会を受講した

者」が 42.3％と担当者はキャリア支援に関連する知見の獲得に努めている 4。図表５のとおり、

学内関係者で担っているケースが４割強に上る一方、学外からキャリア形成に関する専門家を登

用している割合は少なく、教職員の異動の都度、専門的知識を獲得し直す必要がある可能性が指

摘できる。 
 
 図表４：就職支援に関する担当者 

内訳 割合 

職員（常勤） 93.9％ 
職員（非常勤） 52.8％ 
教員（常勤本務） 42.4％ 
教員（常勤兼務） 38.3％ 
その他（外部委託のキャリアカウンセラー等） 13.5％ 
教員（非常勤） 9.9％ 
いない 1.2％ 
無回答 0.5％ 

（出典）独立行政法人日本学生支援機構 

「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（平成 27 年度）」 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 独立行政法人日本学生支援機構「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（平成 27 年度）」 
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図表７：希望度が低い理由（2013 年） 
 所属する学部

や学科・コー

スが希望する

職種や人生設

計につながら

ないから 

卒業生の就職

状況が悪いか

ら 

大学で勉強し

ていても自分

が成長してい

る気がしない

から 

まわりの学生

がやる気がな

いから 

なぜだかわか

らないが希望

を感じない 

その他 

1 年生 17.6％ 6.0％ 29.9％ 7.6％ 32.9％ 6.0％ 
3 年生 30.2％ 8.6％ 23.7％ 5.8％ 25.2％ 6.5％ 

※図表６のうち、「あまり希望を与えてくれない」、「全く希望を与えてくれない」と回答した学生に対

する調査 

（出典）京都大学高等教育研究開発推進センター・東京大学大学総合教育研究センター・電通育英会

「大学生のキャリア意識調査 2007‐2010‐2013 年の経年変化」報告書 

 

 

2.2. 米国の大学におけるキャリア支援 

 

 米国の大学においては、一部の専門分野を除いて、入学時には専攻分野を決めず、入学後に様々

な科目を履修する中で自分の専攻を決めていくことが一般的である 5。そして、大学のキャリア支

援部署においては、入学した学生が早期から将来のキャリア形成を意識した科目選択や専攻の決

定が行えるよう、様々なサービスを提供している。 

 National Association of Colleagues and Employers (NACE)が全米の大学を対象に実施した調

査によると、米国大学のキャリア支援部署が提供している主なサービスは、図表８のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 Education USA「米国留学を目指す人のために」https://americancenterjapan.com/wp/wp-
content/uploads/2015/10/iywts_book1_ja.pdf（2018 年 3 月 4 日アクセス） 

 図表５：学外から採用・配置している担当者 
内訳 割合 

いない 44.8％ 
企業等の人事担当経験者 29.4％ 
就職支援関連企業等の経験者 24.8％ 
その他 19.2％ 
卒業生 13.4％ 
無回答 1.9％ 

（出典）独立行政法人日本学生支援機構 

「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（平成 27 年度）」 

 
 続いて、学生が現在所属する大学や学部等が、自身の就職や未来に対してどの程度希望をもっ

ているかという学生に対する調査の結果を見てみると、図表６のとおり、１年生では 15.2％、３

年生では 21.1％が悲観している。どちらとも言えないと回答した者を含めると、１年生では 36％、

３年生では 46％が希望をもつことができていない状況である。さらに、図表７のとおり悲観する

理由として、所属学部等が自身の希望職種や人生設計につながらないと挙げた学生が１年次では

17.6％であったのが、３年次には 30.2％に上がっている。就職活動を目前に控えた段階において、

自身のキャリア設計と所属大学・学部等とのミスマッチに気付くケースが多いことがここで指摘

できる。 
  
図表６：現在所属する大学や学部等が自身の就職や未来に対して与える希望度（2013 年） 

 全く希望を与え

てくれない 

あまり希望を与

えてくれない 

どちらとも言え

ない 

まあまあ希望を

与えてくれる 

非常に希望を与

えてくれる 

1 年生 5.4％ 9.8％ 20.8％ 46.6％ 17.4％ 
3 年生 7.5％ 13.6％ 24.9％ 42.7％ 11.3％ 

（出典）京都大学高等教育研究開発推進センター・東京大学大学総合教育研究センター・電通育英会

「大学生のキャリア意識調査 2007‐2010‐2013 年の経年変化」報告書 
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図表７：希望度が低い理由（2013 年） 
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※図表６のうち、「あまり希望を与えてくれない」、「全く希望を与えてくれない」と回答した学生に対

する調査 

（出典）京都大学高等教育研究開発推進センター・東京大学大学総合教育研究センター・電通育英会

「大学生のキャリア意識調査 2007‐2010‐2013 年の経年変化」報告書 
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5 Education USA「米国留学を目指す人のために」https://americancenterjapan.com/wp/wp-
content/uploads/2015/10/iywts_book1_ja.pdf（2018 年 3 月 4 日アクセス） 
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図表９：米国の大学における常勤キャリア支援スタッフの平均人数 

 

※端数処理の関係で常勤専門職数と常勤事務職員数の合計が常勤スタッフ合計と一致しない場合があ

る。 

（出典）National Association of Colleagues and Employers (NACE) “NACE 2016-17 Career Services 

Benchmark Report for Colleges and Universities” Figure 40 

 

カーネギー分類法 6は、授与する学位の種類と数により、大学を「博士号授与大学」、「修士号授

与大学」、「学士号授与大学」等に格付けしたものであるが、いずれの分類でも事務職員の数に対

する専門職スタッフの数の多さが際立っている。その傾向はいわゆる「研究
リサーチ

大 学
ユニバーシティ

」（カーネギ

ー分類法おける R1 及び R2）において最も顕著であり、事務職員の 6 から 8 倍の専門職スタッフ

が配置されている。 

なお、職種の内訳は図表１０のとおりであり、規模の大きな修士号授与大学（M1）や博士号授

与大学（R1）になるにつれ、体制が充実してくることが分かる。 

 

図表１０：米国のキャリア支援部署におけるスタッフ構成 

 

※数字は、当外職種のスタッフを配置していると答えた大学の割合 

（出典）National Association of Colleagues and Employers (NACE) “NACE 2016-17 Career 
Services Benchmark Report for Colleges and Universities” Figure 37 
 

 全体の割合が高い順に上位５位までをみてみると、「Student Worker」（75.10％）、

「Administrative Assistant」(64.80％)、「Career Counselor」(52.30％)、「Graduate Assistant」
(39.60％)、「Recruiting Coordinator」(39.30％)となっている。 

特に「Student Worker」は、学士号授与大学から博士号授与大学までの、全ての分類において

最も高い割合となっている。また、同じく学生スタッフに当たる「Graduate Assistant」の割合

                                                   
6 カーネギー分類法についてはアキ・ロバーツ、竹内洋（2017）『アメリカの大学の裏側』（朝日新書）を参照 

図表８：米国大学キャリア支援部署で提供されたキャリアサービスの種類と割合（2016-2017） 

提供したサービスの種類 提供した大学の割合 

キャリアカウンセリング（予約あり） 98.3％ 
キャリアワークショップ 94.3％ 
インターンシップに関するサポート 92.5％ 
キャリアフェアの実施 91.8％ 
キャリアアセスメントツールの提供 90.3％ 
キャリアカウンセリング（予約なし） 82.5％ 
関連図書の閲覧・貸出等 82.5％ 
学内での採用面接試験の実施 65.1％ 
大学内での学生の雇用 62.7％ 
大学内でインターンシップをするためのサポート 62.7％ 
キャリアカウンセリング（オンライン） 59.3％ 
卒業生へのサポート 41.4％ 
キャリア関連講義（単位あり）の提供 35.5％ 

（出典）National Association of Colleagues and Employers (NACE) “NACE 2016-17 Career Services 

Benchmark Report for Colleges and Universities” Figure 14 より上位のみ抜粋 

 

 図表８にて上位３位までをみてみると、「キャリアカウンセリング（予約あり）」（98.3％）、「キ

ャリアワークショップ」（94.3％）、「インターンシップに関するサポート」（92.5％）となってい

る。キャリアカウンセリングについては利用目的によるが、キャリアワークショップやインター

ンシップに関するサポート等、長期的視点からキャリア形成を支援していくサービスが上位にき

ていることがうかがえる。上位のサービスの多くは、日本の大学のキャリアセンターでも行われ

ているが、「大学内での学生の雇用」および「大学内でインターンシップをするためのサポート」

が米国の６割以上の大学で行われている点は、日本の大学で一般的に行われている支援との大き

な違いであると考えられる。この点については、第３章で考察する。 
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た日本の状況と比較すると多いとは言えないが、多くの学生が専攻を決定するタイミング（１、

２年次）に合わせて開講することで、将来のキャリアゴールを見据えた意思決定を助けるうえで
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についてみてみたい。以下の表は全米の大学におけるキャリア支援部署のスタッフ数の平均値で

ある。 
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図表９：米国の大学における常勤キャリア支援スタッフの平均人数 

 

※端数処理の関係で常勤専門職数と常勤事務職員数の合計が常勤スタッフ合計と一致しない場合があ

る。 

（出典）National Association of Colleagues and Employers (NACE) “NACE 2016-17 Career Services 

Benchmark Report for Colleges and Universities” Figure 40 

 

カーネギー分類法 6は、授与する学位の種類と数により、大学を「博士号授与大学」、「修士号授

与大学」、「学士号授与大学」等に格付けしたものであるが、いずれの分類でも事務職員の数に対

する専門職スタッフの数の多さが際立っている。その傾向はいわゆる「研究
リサーチ

大 学
ユニバーシティ

」（カーネギ

ー分類法おける R1 及び R2）において最も顕著であり、事務職員の 6 から 8 倍の専門職スタッフ

が配置されている。 

なお、職種の内訳は図表１０のとおりであり、規模の大きな修士号授与大学（M1）や博士号授

与大学（R1）になるにつれ、体制が充実してくることが分かる。 

 

図表１０：米国のキャリア支援部署におけるスタッフ構成 

 

※数字は、当外職種のスタッフを配置していると答えた大学の割合 

（出典）National Association of Colleagues and Employers (NACE) “NACE 2016-17 Career 
Services Benchmark Report for Colleges and Universities” Figure 37 
 

 全体の割合が高い順に上位５位までをみてみると、「Student Worker」（75.10％）、

「Administrative Assistant」(64.80％)、「Career Counselor」(52.30％)、「Graduate Assistant」
(39.60％)、「Recruiting Coordinator」(39.30％)となっている。 

特に「Student Worker」は、学士号授与大学から博士号授与大学までの、全ての分類において

最も高い割合となっている。また、同じく学生スタッフに当たる「Graduate Assistant」の割合

                                                   
6 カーネギー分類法についてはアキ・ロバーツ、竹内洋（2017）『アメリカの大学の裏側』（朝日新書）を参照 
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設立年：1908 年 

学生数：21,227 名 

職員数：約 1,500 名 

専攻：文学部、経営学部、教育学部、総合科学技術学部、健康・行動学部、科学・数学部、芸術学

部（大学院含む）が、77 の学士課程、46 の修士課程、8 の博士課程を提供する。 

 

 

3.1.2. 担当部署の体制 

 

 Career and Academic Planning (以下：CAP という。) は、学生の就職支援をするために 40 年

以上前に設立された部署である。現在は、入学前の学生へのアドバイジングから入学後の専攻決

定やキャリア・就職支援、卒業生への就職支援まで、キャリア形成に関する支援を幅広く行って

いる。主な支援内容は以下の通り。 

 

・入学後の専攻決定やキャリア形成に関するアドバイス 

・キャリアカウンセリング 

・インターンシップに関する情報提供や手続き 

・就職活動や進学に関するサポート 

・学内でのインターンシップ（アルバイト、ボランティア含む）に関する支援 

・キャリア教育講座の開講 

・関連図書やキャリアアセスメントの提供 等 

 

 

3.1.3. インタビュー内容 

 

 以降は、2017 年 12 月 8 日に実施したインタビューの内容について、質問と回答を項目毎にま

とめたものである。 

 

〇職員数と職員の役割 

現在の職員数は 49 名 10（学生スタッフ 17 名含む）。 

各学部との連携および所属する学生へのアドバイスを担当する Career & Academic Advisors、
主に企業との連携や企業側のニーズ調査を担当する Employer Relations Staff、事務を担当する

Operations Staff、ウェブサイト更新や広報を担当する Media Team、学生へのアドバイジングを

担当する大学院生のアルバイト、ワークショップ等の開催を中心に行う Career Educators（週に

4 から 6 時間働く学生ボランティア）で構成される。入学前の学生へのアドバイジングから卒業

生への支援まで幅広く担当しているため、職員の数も多い。 

                                                   
10 https://www.jmu.edu/cap/about/staff.shtml で公表されている職員のみ集計 

も、特に博士号授与大学で高くなっている。このことから、大学の規模にかかわらず、多くの大

学で、学生をキャリア支援部署内で積極的に雇用していることがうかがえる。 

では、このように専門別に分化した学生スタッフを含む職員がどのように機能し、専攻の選択

をはじめとする意思決定をどのようにサポートしているのか、次章において具体的な事例を題材

にみていきたい。 

 

 

3．現場で行われている支援内容 

 

本章では、筆者がジェームス・マディソン大学（バージニア州ハリソンバーグ）にて行ったイ

ンタビュー調査の内容について述べる。 

 

 

3.1．ジェームス・マディソン大学 

 

インタビュー実施日：2017 年 12 月 8 日 

インタビュー実施部署：Career and Academic Planning 
 

対応者： 

Mary Morsch, Director (写真：右) 
Nina Stensby-Hurst, Associate Director (写真：左から 2 番目) 
Quintrel Lenore, Career and Academic Advisor (写真：左) 
Venus Miller, Career Readiness Coordinator (写真：右から 2 番目) 
 

 

3.1.1. 大学概要 7 

 

バージニア州ハリソンバーグに位置する公立大学。U.S. News & World Report が実施した
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ーカーの広大なキャンパスの中に 138 の建物（研究・事務 68、学生支援施設 36、学生寮 34）が

あり、特に学生支援に関する設備や支援体制が充実している。 

 

                                                   
7 http://www.jmu.edu/about/fact-and-figures.shtml (2017 年秋季データ) 
8 https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/regional-universities-south/top-public 
9 http://carnegieclassifications.iu.edu/lookup/standard.php 
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専攻：文学部、経営学部、教育学部、総合科学技術学部、健康・行動学部、科学・数学部、芸術学

部（大学院含む）が、77 の学士課程、46 の修士課程、8 の博士課程を提供する。 
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定やキャリア・就職支援、卒業生への就職支援まで、キャリア形成に関する支援を幅広く行って

いる。主な支援内容は以下の通り。 
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・キャリア教育講座の開講 

・関連図書やキャリアアセスメントの提供 等 

 

 

3.1.3. インタビュー内容 

 

 以降は、2017 年 12 月 8 日に実施したインタビューの内容について、質問と回答を項目毎にま

とめたものである。 

 

〇職員数と職員の役割 

現在の職員数は 49 名 10（学生スタッフ 17 名含む）。 

各学部との連携および所属する学生へのアドバイスを担当する Career & Academic Advisors、
主に企業との連携や企業側のニーズ調査を担当する Employer Relations Staff、事務を担当する

Operations Staff、ウェブサイト更新や広報を担当する Media Team、学生へのアドバイジングを

担当する大学院生のアルバイト、ワークショップ等の開催を中心に行う Career Educators（週に

4 から 6 時間働く学生ボランティア）で構成される。入学前の学生へのアドバイジングから卒業

生への支援まで幅広く担当しているため、職員の数も多い。 

                                                   
10 https://www.jmu.edu/cap/about/staff.shtml で公表されている職員のみ集計 
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傾向がある。 

最も人気のアセスメントは「Major card sort」。カードにジェームス・マディソン大学のすべて

の専攻（簡単な説明あり）が書いてあり、好きか嫌いの２つに分ける。その結果をもとにディス

カッションをして、自分のやりたいことを考える。 

 

〇卒業生への支援 

卒業後１年までは、オンラインシステムを含め、ジェームス・マディソン大学で提供している

全てのサービスを利用することができる。また、毎年２月に卒業生とのネットワーキングイベン

トも開催している。卒業生が現役生に就職活動等についてアドバイスをする。ジェームス・マデ

ィソン大学の同窓会担当部署とも連携したサービスを提供している。 

 

〇Student advisory board について 

現役の学生から、CAP が開催するイベント等のフィードバックを受けることでよりよい支援に

つなげるため、2017 年に Student advisory board 制度を始めた。現在 30～40 名の学生で構成さ

れ、学生は各セメスターに３回集まる予定。報酬はなく、全員がボランティアとして活動してい

る。CAP では、学生対応の参考とするため、学生にどのような質問やフィードバックをしたらよ

いか等について学生の生の意見を聞きたいと考えている。メンバーについては、全ての学部から

最低１人は入ってもらうようにしたいと考えている。Student advisory board として活動した経

験は就職活動の際などのレジュメに書いてアピールできる。この制度が始まる前からボランティ

アとして同様の活動をしている学生もいる。 

 

〇イベントの開催について 

ほぼ毎日何らかのキャリア支援イベントを開催している。主に学生ボランティア（Student 
Educators）が中心となって、レジュメ作成、LinkedIn11、インタビュー練習、インターンシップ

に関するワークショップを開催している。その他に大きなイベントとして、キャリアネットワー

キング、キャリアフェアなども開催しており、これらのイベント情報は全てウェブサイトに掲載

している。また、ジェームス・マディソン大学で開催するイベントだけではなく、各企業が行う

ウェビナー等の情報も掲載している。 

 

〇メインのイベントについて 

一番大きなイベントはキャリアフェアで２日間開催する。CAP 内の各学部との連絡調整を担当

するスタッフを通じて他部署とも連携することで、専攻ごとのニーズにあったブース等を用意し

ている。その学部の先輩や卒業生を探して１対１で話す機会を提供することもある。 

 

○就職活動の支援について 

 採用面接は、企業の担当者が大学に来て面接をするか、オンラインで行うことが主流になって

                                                   
11世界最大級のビジネス特化型ソーシャル・ネットワーキング・サービス 

〇主な支援内容 

 最も利用されている支援は個別のキャリアカウンセリング。カウンセリングの予約はオンライ

ンシステムで受け付けている。相談内容について、「専攻等のキャリアに関する意思決定の支援の

割合」と「インターンシップや就職支援」の割合は同程度。 

 

〇Freshman Advisor 制度について 

ジェームス・マディソン大学には、新入生全員にアドバイザーがつく“Freshman Advising”
という制度がある。Freshman Adviser は、高校から大学への生活に移行するための支援や、学生

が専攻を決定するためのアドバイス等、新入生が必要とする全般的な支援を行う。 

Freshman Advisor は、CAP のスタッフと各部局の教職員が分担して担当している。高校と大

学の間には大きなギャップがあるので、アドバイジングはまず大学生活に関する不安等を聞くこ

とから始まる。Freshman Advisor の全てを CAP でコーディネートしている。Freshman Advisor
は全員で 75 人。トレーニングやリクルート、最新の情報提供等を CAP で行っている。１人のア

ドバイザーが 65～70 人を担当することになっているが、実際の平均は 63 人程度。アドバイザー

が合わないと感じたら、途中で担当アドバイザー変更することや、複数のアドバイザーから支援

を受けることも可能。Freshman Advisor は学生の話を聞いたり、アドバイスをしたりすること

で、学生自身が自ら意思決定をすることを手助けする。 

〇専攻の決定時期 

ジェームス・マディソン大学では３セメスターの前までに専攻を必ず決めないといけない。３

セメスターより後に専攻を変更する学生もいるが、卒業が遅れる等のリスクがある。また、各専

攻には定員があるため、先に専攻を決めた人が優先される。 

 

〇専攻を決めていない学生にどのようなアドバイスをするのか 

学生によってモチベーションや環境の違いがあるので、一概にはいえない。両親の希望や意見

のある学生もいる。まずはカウンセリングでしっかり学生の話を聞くことから始め、その後、ア

セスメントの紹介をしたり、選んだ専攻で例えばどのような仕事に就けるのかを一緒に調べたり

する。 

 

〇意思決定のための講義について 

CAP では学生の意思決定（Decision making）のためのクラスも開講している。アセスメント

やグループワークを通して自分が何を学びたいのか、将来何がしたいのか考える手助けをする。

８週間のコースの終了時に、専攻を決めきれてない学生には、その後も引き続きカウンセリング

等の支援をしている。 

クラスは週に１回開講される（１回あたり 1 時間 45 分）。１単位が付与されるが、単位を申請

するかどうかは任意。毎年受講希望者が多く、学生からの授業の評価も高い人気の講義となって

いる。 

授業の目的は意思決定をすることだけでなく、自分自身をより理解すること、自分の選択に自

信をもつこと。受講した学生は、受講していない学生に比べて、自分の選択に自信をもっている
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するスタッフを通じて他部署とも連携することで、専攻ごとのニーズにあったブース等を用意し

ている。その学部の先輩や卒業生を探して１対１で話す機会を提供することもある。 

 

○就職活動の支援について 

 採用面接は、企業の担当者が大学に来て面接をするか、オンラインで行うことが主流になって

                                                   
11世界最大級のビジネス特化型ソーシャル・ネットワーキング・サービス 

- 13 -



で、よりよい学生支援に繋げることができるため、教職員と学生の双方にメリットのある仕組み

ができあがっている。 

 長期的視点からのキャリア形成に関しては、新入生全員にアドバイザーがつく制度や、卒業後

のキャリアを見据えた専攻選びをサポートするためのクラスの開講等、就職活動のみに重点をお

かない支援が行われている。特に、新入生全員にアドバイザーがつく「Freshman Advisor 制度」

を学生数 2 万人以上の規模のジェームス・マディソン大学で維持できている点は、特筆すべき点

だと思われる。 

 

 

4．おわりに 

 

アメリカの大学と日本の大学のキャリア選択支援を比較すると、大学入学後に専攻を選択する

アメリカの大学の方が、幅広い支援を行っていると言えるだろう。 

日本の大学では、入学時に専攻を決めるケースが大半を占めており、入学後に大きく専攻を変

更することは難しい。アンケートでは、キャリア形成に関する授業が進路選択に影響を与えたと

いう回答も少数にとどまっている 12。一方、ジェームス・マディソン大学でのインタビューを通

じて学んだアメリカの事例では、大学入学後に専攻を選択させ、その変更も柔軟に認める一方で、

専攻決定にあたり卒業後のキャリアを見据えた専攻選びをサポートするためのクラスの開講や、

新入生全員にアドバイザーがつく制度等、学生のキャリア構築支援のためのカリキュラムが充実

している。さらに、カリキュラム外でも、学生が大学内でアルバイトやインターンシップ、ボラ

ンティア経験をするためのサポートが充実している。これらの支援は、学生が就職活動等をする

際に、自身の経験をアピールできるように力を入れて取り組まれているものであることがわかっ
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ャンスを得るため」、「お金を稼ぐため」、「よい仕事に就くため」となっており、全てが就職に関

連した理由である 14。大学と就職は学生にとって切り離せない問題となっており、米国の多くの

大学で優先して力を入れて取り組む課題となっている。 

なお、今回インタビューを行ったジェームス・マディソン大学は、職員数や行われている支援

内容を National Association of Colleagues and Employers (NACE)のデータ 15で比較する限り、

米国の中でもキャリア支援が充実している大学といえる。そのため、日本の現状と一概に比較で

きるものではないが、行われている支援等は、今後の学生支援を考える際の参考としたい。本レ
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