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次世代リーダーズプログラム
～Business Collegeコース～ とは・・・

机上の空論では終わらせない！
私たち中央大学が守り続ける「実学の精神」を宿し、
“学ぶ意欲”を“実社会で生きる力”に変えていく。

Business Collegeコースにはこのような思いを込め、
次世代のリーダーたる学生にとっての入門コースとして

２０１７年よりスタートいたしました。



次世代リーダーズプログラム
～Business Collegeコース～ ＜私たちの思い＞
建学から135年超、本学は一貫した実学教育を行ってまいりました。建学の精神「實地應用ノ素ヲ養フ」は、私

たち中央大学の根幹精神として、教育プログラムはもとより、キャリア支援プログラムにおいても礎として活かさ
れています。
さて、昨今の社会変動のスピードは人類史上最速といっても過言ではなく、人生観そのものを大きく変えるほど

の変化を私たちにもたらしています。中でもAIをはじめとするテクノロジーの進化は、人類の働き方をも変えてい
ます。学生にとっては、進路選択を行う上で、見通しの立てづらい社会環境になっているといえます。従来とは違
い、学生はその人生の中で、幾度か職業を見直したり、かかわる組織やコミュニティを変えていく（変えざるを得
ない状況）必要性も充分出てくると考えております。しかし、どのような変化においても、中央大学で学んだ実学
の精神をもとに自ら考えて決断し、自らの進むべき道を決めていく力は欠かせないと私たちは確信しております。
そのためには、学生生活を通じて、答えのない課題への果敢な挑戦、自説を立てて取り組む習慣、

失敗から学ぶ機会等、できるだけ多くの機会の中で自らの成長を感じることが大切だと考えております。
「次世代リーダーズプログラム～Business Collegeコース～」は、学内での座学と学外での実習体験により、

インプットとアウトプットのギャップを学生が肌で感じることが目的です。そこで生じた『ある種の違和感』は、
社会で必要な力（自ら考え決断し、行動する力）を考えるきっかけとなり、自立へつながると信じています。
本学が建学以来培ってきた実学をプログラムを通じて体現し、社会との結びつきの中でリアルな世界観を学生に

抱かせたいと考えております。企業の皆様のお力をお借りし、社会に有意な人材の輩出を目指して取り組んでまい
りたいと存じます。
ご支援ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。



次世代リーダーズプログラム
～Business Collegeコース～ ＜期待する効果＞

学内セッション
（対面orオンライン）

学外セッション
（対面orオンライン）

振
返
り

意識・行動の変化 自立

プログラム後の学生生活次世代リーダーズプログラム

学内セッション
（対面orオンライン）

学外セッション
（対面orオンライン）

真の自立にむけた本気プログラム
自ら考え行動できる「自走型思考」を目指します！

座学でのインプット。企業様のビジネスモデルの理解、そこから自分の意見に結びつける力を養う
ことを目指します。

企業様でのアウトプット（インターンシップ）。仕事のリアルを体験。学内セッションで準備した
はずの知識も現場でそのまま通用しない現実を知り、これからの行動を考えることを目指します。

問題発見・課題解決
にむけての取り組み

企業の責任を実感し
仮説力・実践力を養う

学んだ知識を駆使しながら
自ら考え行動していく姿勢

（1・2年生対象）



次世代リーダーズプログラム
～Business Collegeコース～ ＜イメージ図＞

振返り

学内セッション
（対面 or オンライン）

学外セッション
（対面 or オンライン）

自習 自習

①
学内セッション 学外セッション

課題設定
↓

次回への
課題①

次回への
課題①

成果発表
↓

企業セッショ
ンに向けた課

題提示①

【パターン１】
実習型

【パターン２】
プレゼン型①

「学内セッション」・「学外セッション」
あわせて3日間以上

②
学内セッション

③
学内セッション



次世代リーダーズプログラム
～Business Collegeコース～ ＜要件＞

学内セッション
（対面 or オンライン）

学外セッション
（対面 or オンライン）

【必須条件】
「学内セッション」・「学外セッション」あわせて３日間以上

実施日数

実施期間

実施内容

留意点

１日以上設定

前期：６月初旬以降
後期：11月中旬以降
※試験期間中の実施は不可

ワーク等を取り入れ
学生に考えさせる内容を望みます

授業期間中は
平日17:00～100分以内で

実施してください

実施日数

実施期間

実施内容

留意点

１日以上設定

前期：夏休み期間
後期：春休み期間

学内セッションを踏まえ、
業務を体感できる内容を望みます

実習内容の目的等を
学生に明示ください



前期スケジュール予定（準備から実施まで)

本学との
打合せ・ご相談等

4月 ５月 ６月 ７月 ８月３月 ９月

募集要項作成

学内セッション
（対面 or オンライン）

学外セッション
（対面 or オンライン）

インターンシップの企画
をご作成いただきます

学生向けの
募集要項を

ご作成いただきます

学生募集
から参加確定

まで

企業様のスケジュールでインターンシップ実施

授業実施期間中の実施については、
平日17:00~100分以内でのご実施をお願い致します。

企業様のスケジュールでインターンシップ実施

授業実施期間中の実施については、平日
17:00~100分以内でのご実施をお願い致します。

※試験中の実施はご遠慮願います。
※授業実施/試験期間については、
お問い合わせください。

※夏休み期間中に、全てのプログラムを
終了するようにお願い致します。



後期スケジュール予定（準備から実施まで）

本学との
打合せ・ご相談等

10月 11月 12月 1月8月 2月

募集要項作成

学内セッション
（対面 or オンライン）

学外セッション
（対面 or オンライン）

インターンシップの企画
をご作成いただきます

学生向けの
募集要項を

ご作成いただきます

9月 3月

企業様のスケジュールでインターンシップ実施

授業実施期間中の実施については、
平日17:00~100分以内でのご実施をお願い致します。

企業様のスケジュールでインターンシップ実施

授業実施期間中の実施については、平日
17:00~100分以内でのご実施をお願い致します。

学生募集
から参加確定

まで

※試験中の実施はご遠慮願います。
※授業実施/試験期間については、
お問い合わせください。

※春休み期間中に、全てのプログラムを
終了するようにお願い致します。



2020年度 ＜実施実績＞
参画企業数

参加学生数

７社

１５９名

商社：３社、通信：２社、機械：１社、損害保険：１社

2019年度 ＜実施実績＞

参画企業数

参加学生数

１８社

３８０名

商社：６社、金融：４社、広告：１社、製造：２社、
人材：１社、サービス：１社、IT：２社、芸能：１社

＊新型コロナウィルスの影響により、後期のみ実施



2020年度 ＜実施実績・アンケート結果①＞
問１．学内セッションの満足度をお聞かせください。

問２．企業セッションの満足度をお聞かせください。

とても満足 52.3%

とても満足 67.2%

とても満足 43.0%

満足 42.2%

満足 27.3%

満足 47.7%

普通
3.9%

普通
5.5%

普通
8.6%

やや不満
0.8%

とても不満
1.6%

内容

講師

時間配分

とても満足 60.9%

とても満足 66.4%

とても満足 46.1%

満足 32.0%

満足 28.1%

満足 46.9%

普通
7.0%

普通
5.5%

普通
7.0%

内容

講師

時間配分



2020年度 ＜実施実績・アンケート結果②＞
問３．全体の満足度をお聞かせください。

問４．企業担当者の方へメッセージなどをご自由にお書きください。

・やりたいことを見つけられなくても今をどう生きるかということを考えていけば、将来は見えてくるという言葉が心に残りました。
一度しかない人生なので大学生のうちにたくさんの経験をして自分らしく生きていきたいと思うようになりました。

・グループワークを通じて損害保険を学んだことは私にとってとても貴重な経験になり、今後の人生観や仕事観を見直す大きな
きっかけになったと思っています。お忙しい中、お時間を割いていただき有難うございました。

・ワークを通じて、業界や仕事の詳細だけではなく、自分の役回りや得意なこと、苦手なことなど自分についても知ることができ
ました。今回の経験が今後の具体的な第一歩になりました。3日間本当にありがとうございました。

・三日間ありがとうございました。自分がこれから将来のためになにをしようか、どうしてそれをするのか、という道筋が見えたと
思います。自分が今まで一人でぐるぐる考えていたことが明確になりました。これから自分で決めたことに向かい努力します。

・ゲームを使用した企画はオンライン上でも大変理解しやすく、商品企画の体験をすることができた。また、グループでの作業で
は反省点を意識しながら取り組むことができた。

とても満足
60.2%

満足
35.9%

普通
2.3%

やや不満
1.6%



2020年度 ＜実施実績・アンケート結果③＞
問６．今回のプログラムに参加しようと思った理由をご入力ください。

・就職のことを考え始めたけどなにをやれば良いのかわからなかった。大学のプログラムなら安心して参加できると思ったから。

・インターンシップに参加したことがなかったので、キャリアセンターから申し込める気軽なものから参加してみようと思ったから。

・会社や実際に働く人の話を聞いて就職活動に活かしたいと思ったからです。

・授業で学んでいるようなことは、実際の社会でどのように役立つのか、どのように役立てていくべきなのかを探るため。

・3・4年生で経験することになる、インターンシップというものを早めに経験しておくことで、早いうちから、計画を立てたり、必要
な資格の勉強ができたりすると考えた為。また、単純にインターンシップとはどのようなものであるのかを知りたかったから。



キャリアセンターへのお問い合わせ・ご相談等の窓口

中央大学キャリアセンターキャリア支援課
次世代リーダーズプログラム担当
◆E-mail：cc-intern-grp@g.chuo-u.ac.jp
◆TEL：042-674-3498
◆住所：〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1

mailto:cc-intern-grp@g.chuo-u.ac.jp
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