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　委員の皆様に於かれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　“和・話・輪～親も楽しもうみんなの父母会”のスローガンのもと、今年度、非力ながら父母

会会長を務めさせていただき、早いものでまもなく一年を迎えようとしております。役員はもと

より多くの会員の皆様の多大なご尽力とご協力を得まして、各行事を滞りなく進めることができ

ました。とりわけ、地方父母会では、支部長を中心に、沢山の会員様にもご参加いただいて、な

ごやかな中にも活発な意見交換ができました。深くお礼を申し上げます。

　さて、この１年を振り返り、私たち役員にとっても思い出深いのは、地方父母会と並んで大きな

恒例行事である教育講演会・就職説明会です。役員会でも早い時期から準備に取りかかり、今年

度は父母のみなさまが強い関心を寄せられる就職の話題に特化させた会にアレンジいたしました。

保護者向けガイダンス「現在の就職環境とその変化～保護者の皆さまができる就活サポート～」

と題し、株式会社リクルートキャリア就職ジャーナル編集長　大黒光一氏にお越しいただきまし

た。詳細内容は本会報にも特集記事が掲載されています。ぜひご一読頂きたく思います。

　父母会の公式ホームページを開設したことも、今年の父母会活動でご報告させていただきたい

大きなニュースです。今年度の役員会の中にホームページ担当委員を配置して事業に取り組んで

いただき、昨年４月に運用が開始されました。ご覧いただいたご父母も大勢おられることと思い

ますが、これまでのホームページに比べて速報性の高いものに改良することができ、新設された

New Topics の頁では各地で開催された地方支部会の様子などをお伝えしております。また、

支部会への参加や委員への就任もこのホームページを利用して行っていただくことができるよう

になりました。是非、ご参照ください。http://doshisha-keifubo.org/

　大学生活は単に知識の習得だけを目指す機会ではなく、良き社会人となるべく土台作りの時間

です。同志社においては自治自立の精神を学び、社会に出てからも母校での日々を思い出しても

らえるよう、父母会は、先生方や職員の方とともに、子どもたちの学生生活を応援できればと思

います。

　私事ですが、娘の就職活動を終えて感じた事をお話させていただきます。幾度かの挫折、自分

自身を見失ってしまった時期、早くに内々定をもらう友人たちにあせりを感じながら、中々内々

定をいただけない娘は“私はもしかして就職できないのかな？”と思い詰めた事もありました。

そのような時、「スーツよれよれになってるよ。クリーニングしてきれいなスーツで面接に向き

あわないと。」と声をかけてくれた友達のちょっとしたひとことで、娘は自分自身を見つめなお

すことができたようです。母親として手を差し伸べる事もできず、黙って見守る事がこんなに苦

しいのかという経験をしました。最後まで自分を信じてあきらめないという気持ちが支えとなっ

て、自分の目指していた所から内々定をいただく事ができたのだと思います。

　父母会活動も３月21日の委員総会を残すだけとなりました。委員総会にご出席いただくために

は、委員登録の必要がございます。経済学部ご父母の皆様はどなたでも登録が可能ですので、ご

希望の方は父母会事務局にお問い合わせください。本会ホームページからも簡単に登録ができま

す。

　これまでの父母会運営に携わって下さった先生方、事務局の皆様、そして役員・委員・会員の

皆様の心温かいご協力に感謝申し上げます。今後とも父母会へのご支援、ご鞭撻をお願い申し上

げます。

ごあいさつ 経済学部父母会　会長

鴨　　ゆ か り
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　平素より経済学部の教育・研究活動に、温かいご理解と力強いご支援を賜りまして、誠にあり

がとうございます。４月１日に北川前学部長より学部長を引き継がせていただき、新入生のご父

母の前でご挨拶をさせていただいたのが、つい先日のことのように感じられますが、早いもので

年度末が近づいてまいりました。

　今年度の父母会は「和・話・輪～親も楽しもうみんなの父母会」をスローガンとして掲げられ

た通りに、各地で大変和やかにご懇談いただき、交流の輪を広げていただいたと感じております。

鴨会長はもちろんのこと、副会長・支部長の皆様をはじめ、運営を支えていただいている役員・

委員の皆様のお力添えあってのことと、あらためて感謝申し上げます。

　経済学部の父母会は、かつては任意加入でしたが2011年度以後に入学した学生のご父母は全員

加入となりました。今年度は移行が完了し、在籍する４学年の学生のご父母の皆様すべてが父母

会に加入された年度でもあり、これまで以上に多くのご父母の皆様とお目にかかれる機会を作る

必要性を感じておりました。父母会の役員・委員の皆様のご協力のもと、今年度は各支部での通

常開催に加え、大学が開催する1day キャンパスへの乗り入れ開催、これに追加開催地となった札

幌・高崎・那覇の３市を加え、全国12カ所での開催となりました。学部長として、２月末に開催予

定の那覇市での父母会を除き、これまで各地で開催されました父母会すべてに参加させていただ

き、わずかな時間ではございましたが、ご父母の皆様とお話しさせていただくことができました。

　各地の父母会にご参加いただいた皆様には、ディベート大会やビジネスプラン大会、海外イン

ターンシップなど、経済学部としての各種の取り組みについてまとめたリーフレット「経済学部

だからできる10のこと。」を配布させていただきました。経済学部生の活動の一端を垣間見てい

ただくことができたのではないでしょうか。懇談時には、ゼミ選びや留学、課外活動などの話に

加え、就職活動やインターンシップについての不安の声が多かったように感じます。

　ご承知の通り、現在の３年生は４年生に比べ、就職活動の開始時期が遅くなります。８月に一

斉に内々定が出ると考えると（これまでは４月）、春学期末の試験が実施される高温多湿の季節

に面接が行われることになります。企業の採用枠が広がる一方で、将来を担う人物を採用したい

企業にとっては、より厳しい目で学生を選ぶことになるので、学生も付け焼き刃での対策では間

に合わず、これまで以上にしっかりした学びや主体的な取り組みを地道に行い、準備しておくこ

とが必要になるでしょう。現在の就職状況や、就職活動を迎える学生のご家族にとって留意すべ

きことについて、父母会では11月に就職説明会が開催されましたが、300名を超える参加者があり、

あらためて就職活動に対する関心の高さが窺われました。

　最近は入学直後から就職に向けて、就活塾のような学外の取り組みに参加したり、インターン

シップに参加したりと、準備をすすめる学生が増えたように感じます。それはそれで重要なこと

のようにも思えますが、時に大学の学びを後回しに、こうした活動ばかりに精を出す学生も見ら

れます。学ぶべき大学で学ぼうとしない学生には、大学生として期待される本来の目的を遂げる

ことができません。賢明な企業であれば、小手先のスキルしかもたない、知恵も知識もない学生

を採用したりはしないでしょう。経済学部の学生には、大学で経済学を学ぶ中で、自ら社会や経

済の問題を見いだせる力をつけ、学んだ知識を応用し、適切な解決策を導き、解決に向けて社会

的に行動できる人物になってほしいと願っています。

　最後になりましたが、「経済学部だからできる10のこと。」にもあります通り、経済学部では学

修支援や学生支援に力を入れております。お子様の学修・学生生活などについてのご相談がおあ

りでしたら、遠慮なく経済学部事務室までご連絡ください。

ごあいさつ 経済学部長

竹　廣　良　司
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学生は84単位とっています。残り40単位をとれば

卒業できます。１学年で48単位まで登録すること

ができるので、２年間で96単位、そのうちの40単

位をとればいいということになります。96単位で

40単位だと楽勝だと思われるかもしれませんが、

就職活動のことを考えれば40単位といっても１年

間に20単位ほどしか受講できないと思ってくださ

い。つまり、残り68単位受講した中で、40単位を

とると卒業が可能になります。

　ここで累積 GPA が2.54とあります。Ａは非常

に優秀な成績で GPA が４、Ｂは３、Ｃは２、Ｄ

は１、Ｆは０となります。ちなみにＦは単位なし

です。今まで受講した科目の平均点が2.54と出て

います。すべての学年で真ん中くらいの順位の人

は、GPA が２～2.19です。したがって、この学

生は優秀な学生といえます。

　次に、基礎科目18以上、基幹科目24以上、１類

合計66以上と書かれているところを見てください。

124単位を満たしたからといって、それぞれの科目

群で、この単位以上をとれていなければ卒業でき

ないということです。ここで、難しいのは基礎科

目を18単位以上とることです。基礎科目というの

は基本となる科目のことで、中学で最初に習う英

語や数学のような科目に相当します。それらを学

んでいないと基幹科目、高校で習う英語と数学、を

履修するのが困難になります。基礎科目がとれて

いない人は、基幹科目もとれない状態になります。

経済学は段階をおって勉強する学問なので、１年

生の導入科目、これは落としても卒業には関係な

いのですが、これをとれないと次の基礎科目を履

修するのが厳しくなり、基礎科目がとれないと基

幹科目の履修が困難になります。中学の勉強をしっ

　私は現在１年生の「経済学概説」や２年生の「統

計」を担当しています。そこで、本日は基本的に

は１、２年生を対象にお話ししたいと思います。

また、それを踏まえて今の経済学部生全体の動向

についてお話させていただきたいと思います。

　学業の実態を知るには成績表を見るのが一番と

いうことで、お手元にお子様の成績表を用意して

いただければと思います。一緒に検証していきた

いと思います。

成績表の見方と単位のとり方

　前のスライドに映し出されているのは、私のゼ

ミの学生、３年生の春学期の成績表です。まずは

お子様に右下の欄、ここを確認するように言って

ください。一番重要な情報が書かれています。毎

年新入生に履修についてのガイダンスをして単位

の取り方を注意しますが、そのガイダンスに来な

い学生もいます。サークル勧誘の先輩に「こんな

の、後で教えてあげるから。」と言われて集まら

ない学生がいて、自分がどのような科目をどれだ

け履修しないといけないかがわかってない学生が

います。教員はわざと単位を落とすことはしませ

んが、毎年２割の学生が留年しております。成績

表の右下の欄に卒業要件が書かれています。毎半

期に成績表を受け取ると、ここをチェックするよ

うにお子様に伝えていただきたいと思います。

　４年で卒業する、学士の資格をとるには124単

位が必要です。ちなみに４年生のご父母の方、経

済学部は３年生までの学生と４年生ではカリキュ

ラムが変わっています。この成績表の説明は１、２、

３年生の方向けです。後ほど４年生の成績表も紹

介します。現段階、２年次が終わった段階でこの

学業履修について

新関 三希代（経済学部教授）

2014. 7. 5　父母会／京都会場

父
母
会
行
事

の
中
か
ら
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動に支障がでることなくスムーズにいく学生です。

　もう一人の学生の例をお見せします。この学生

は GPA が2.7と先ほどの学生と同様、平均的な学

生より優秀な成績です。先ほどの学生との違いは

何かというと、総単位数が73単位しかとれていな

いことです。まじめに授業に出ているか優秀な学

生は、２年生が終わった段階で90単位以上とって

います。１年間で48単位登録できるので、マック

スで96単位履修できています。この学生は何が問

題かというと、単位数が少ないことと語学を残し

ていることです。１、２年生で語学の単位を落と

していない学生は、３年生の春学期では語学の単

位はとり終わっています。ここに12という数字が

ありますが、この学生は語学の単位がまだ４単位

足りないことを示しています。３年生はゼミでディ

ベート大会があるとか、自分達のプロジェクトで

研究をする学年で非常に忙しいです。語学は授業

をさぼれないし、１講時の授業が多いので毎朝大

学に行かなければならず、大変きついものになり

ます。

　しかし、この学生はなぜ GPA がいいのか。こ

の学生は落としている科目が多く、履修中止とか

もありますが、取り直しをして成績が上書きされ

ているのです。１回落としてもう一度取り直した

時に GPA が更新され、ＦからＡやＢ、Ｃ、Ｄに

変わります。この学生は落としたものを取り直し

て、いい成績になっています。

　＊は今の段階で授業を受けていて、９月22日の

成績表交付時に成績がつくことになります。この

学生の場合は、単位を落としていますがリベンジ

していい成績をとっています。なぜ単位を落とし

たのか聞いてみました。１年生の春学期は学校に

来て授業を受けていたそうですが、秋学期と２年

生の春学期から授業に出なくなったそうです。１

年生の春学期は登録指定科目の「経済学概説」や

「日本経済」といった科目があり、ほとんどの学

生がまじめに受けます。ところが、春学期に友達

ができ、秋学期から学校には来るが友達とカフェ

でしゃべって、授業には出ないというパターンが

多いようです。みんながそうしているから、自分

かりしないと高校の勉強にはついていけないのと

同じです。基礎科目を18単位以上とれるように、

それが卒業できるかどうかの別れ道となります。

　演習はゼミのことです。２年生の秋学期から履

修します。EW、これは新しいカリキュラムから

加わった小クラスによるエコノミクス・ワーク

ショップのことです。小クラスで経済学の専門的

な科目が勉強できます。演習関連科目、これはゼ

ミに付随した科目です。

　次に、卒業要件で厳しいのが２類科目です。16

単位以上語学をとらなくてはなりません。内部の

学生とか推薦の学生は語学の単位がとりづらいと

聞きます。語学で単位がとれていない学生は、学

校にきていないと思っていいかと思います。遅刻

を３回すると１回欠席扱いとなります。欠席が４、

５回になると単位なしになります。語学は出席を

しないと単位がとれない科目です。Ａ群は、12単

位以上とらないといけません。さらに、Ａ群の中で

も英語を８単位以上とらなければいけません。初

修学国語、ドイツ語やフランス語などは４単位以

上とらないといけないという要件になっています。

　３類科目、これは一般教養科目群です。16単位

以上とらないと卒業できないことになっています。

これは楽というか、学生にとっては楽しい科目で

す。哲学とか、美術史とかの科目群で、比較的単

位がとりやすく、４年生になってもとることがで

きる科目かなと思います。

　３年生までの新カリキュラムの人は、１類の中

で合計66単位以上、つまり経済の専門科目群で66

単位以上とっていないと卒業できないという要件

になっています。まとめると、卒業するには、４年

間で124単位以上をとる。そして基礎科目を18単

位以上、基幹科目を24単位以上とる。さらに、専門

科目群、ゼミとかで66単位以上とらないといけま

せん。あとは語学の要件を満たすことです。これ

らの要件がどれくらい満たされているのかを成績

表をもらったら確認し、現状で何が足りないのか

を把握するようにお子様に伝えていただければと

思います。この成績表は順調な学生の例です。総単

位が84単位ありますから、授業に追われて就職活
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かなくてもいい。」とバイトに走ってしまうパター

ンです。うまく勉強をする、大学に来る環境をつ

くれなくなってしまいます。そもそもバイトが夜

中なのが問題です。夜12時以降まで働くお子様に

は、注意してください。いくら若いからといって

も朝起きられないのです。呼び出しを受けた後、「心

さえ入れ替えれば。」とか「バイトしながらでもやっ

ていける。」とか考える学生が大学に来るのは最

初の３日間くらいです。結局、朝はつらくて起き

られない、身体がついていかない、とだらだらし

た環境に慣れていってしまいます。夜のバイト、

夜通しのゲーム、SNS をしているお子さんには、

注意をしてあげた方がいいと思います。

　心を入れ替えてもまず無理で、環境を変えるし

かないのです。単位が１年間で10単位もとれてい

ない学生が心を入れ替えたからといって、次の年

から40単位もとれるはずがないのです。また、大

学の勉強は高校までの勉強と違って、テストでは

点をとりにくくなっています。とくに、論述とか

はとれそうでとれません。大学での勉強の要領を

得ないと単位はとれません。それにもかかわらず

「心を入れ替えて真面目にやれば48単位、マック

スでとれる。」と本人は信じているのです。去年、

10単位しかとれなかった学生が、今年から48単位

はとれません。せいぜいとれて24単位くらいです。

半分くらいしかとれないのが現状です。

　どのように環境を変えるのか、周りがサポート

するのも一案です。以前にそういう学生を指導し

たことがありますが、具体的にどうしたのかと言

いますと、朝起こす友達をつくらせました。一緒

に授業を受講する友達やテスト前に相談できる友

達をつくらせました。深夜のバイトもやめてもら

いました。それでギリギリ卒業することができま

した。そこまで環境を変える努力をしないと、自

分の気持ちを変えるだけではだめだと思います。

そういう学生がつきあっている友達も似たような

学生です。「大丈夫、本気でやれば何とかなる。」

とそういう仲間はみんな言いますが、何ともなら

ないのです。

も授業にでなくても大丈夫という気持ちになるよ

うです。２年生の春学期が終わる頃には「ゼミに

入らないといけない、このままだと大学生活が終

わってしまう。」と、心を入れ替えて頑張ってく

れるとリベンジできますが、できない学生はずる

ずるとゼミも入らなくて「いいや、このままで。」

となってしまいます。

　１年生の秋学期からさぼる学生ですが、２パター

ンあります。経済学部は典型的な大所帯の学部で、

すごく頭のいい子とそうでない子がいます。入学

時の成績の分散が一番大きい学部です。毎年卒業

が厳しい学生や成績が悪い学生は呼び出しを受け

て、学生主任の先生と面談することになっている

のですが、呼び出される学生はピンとキリの学生

です。ピンの学生は「自分は同志社にくるような

レベルじゃない、なんでここにいるのかわからな

い。」と考えている学生です。こういう学生は、

１年生の授業を受けて「楽じゃないか、友達もで

きたしこれならいける。」とさぼってしまいます。

さぼってもリベンジできる学生なら問題ないので

すが、今までの環境を変えず、だらだらと過ごし

てしまうと卒業できなくなります。心を入れ替え

ればリベンジできると思っていても、心を入れ替

えるスキもなく、周りの環境に流されてそのまま

になってしまい、投げやりになってしまうパター

ンです。

　もう一つのパターンは、ボトム層の学生です。

一生懸命勉強しようと思ってもついていけない。

周りに頼ろうとか、先生に相談しようとかせず、

結局勉強がいやになってしまい、「学校なんか行
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労したけれども、頑張って授業だけは毎回出たと

言っていました。

多数決の法則に流されるな

　最近、１年生の授業をもっていて思うのは、出

席率がいいことです。しかし、授業を聴いてない

学生も増えています。聴かせるような授業をして

いないという教員の責任もあるのですが、授業を

真剣に聴いている人と聴いてない人がはっきり分

かれているのが、今の１年生の特徴です。教室で

ただ座っているだけ、友達と横でしゃべっている

だけの学生が多いように思います。「どうしてな

の？」と聞いたことがあります。「学校にこない

でバイトや遊び、その時間を有意義に使った方が

いいよ。」と言うと、「いや、友達といたい、寂し

い。」と言います。群れる傾向が最近の学生には

あるな、と感じています。トイレも一人では行か

ないのです。女子ではなく、男子も２、３人で群

れています。一緒にいたら安心なのだそうです。

「SNS とかで皆がこう言っているからそれに乗っ

ておけば安心だ。」とか言います。「多数決の意見

が真の意見じゃないよ。」と教えるのですが、「そ

うだと思うけど、みんなが言っているから。」と

流されている学生が多いのです。「ちゃんと自分

の意思をもって多数決の法則に流されるな。」と、

成績が芳しくないお子様には、もう一度その点に

ついて確かめていただけばと思います。以上で終

わらせていただきます。

心に余裕をもった就職活動に

　就職活動で４年生の半期は単位がとれないと思っ

ていただいていいと思います。４年生は48単位登

録しても24単くらいしかチャレンジできないと思っ

てください。経済学部は、うまくいけば２年生が

終わった段階で90単位近くとれます。３年生の春

学期でほぼ卒業単位がそろう形になります。そう

いう学生は心に余裕をもって就職活動にのぞめま

す。語学や基礎科目を残しての就職活動は厳しい

です。３年生が終わった段階である程度の目安、

就職活動で24単位しかとれなくても何とかなると

いう成績表をつくっていただきたいと思います。

それまでにしっかりと単位がとれる環境を整えて

いただきたいと思います。

　最後に、４年生の成績表を紹介させていただき

ます。この学年は３年生までのカリキュラムと異

なり、少しゆるい卒業要件になっています。「１

類での66単位以上」という必要要件がありません。

この学生は、３年生が終わった段階で115単位が

とれていて、GPA が2.62、残り４年生で９単位

とれば卒業できる状況です。就職活動も終わって

います。残り９単位は、ゼミでの卒業研究で６単

位、教養科目で３単位とる形になっています。留

学にいったり、資格をとったりと自由な時間を過

ごせる状況になっています。ちなみにこの学生は、

同志社内部から入学した学生で、入学当初はキリ

さんだった人です。最初は勉強についていけず苦
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に入ることができ、市場の波に乗った口です。と

ころがバブルが崩壊して以降、急速に求人倍率が

低下し、１に張りつく状態になり、途中で上がっ

たり下がったりしましたが就職氷河期と指摘され

る時期がきます。その後、少し持ち直した後、リー

マンショックで再度、求人倍率が下がりましたが、

2015年卒業予定者は回復傾向がみられます。

質の重視とアプローチの変化

　こんなに長期の変化を見ていただいたのは、知っ

ておいていただきたい点が２点あるからです。我々

世代が就職活動していた時期と今の４年生の就活

はよくなってきていますが、その中身が違います。

どのように違うかというと、まず企業の採用の仕

方が違います。我々の時は企業が来年度、これく

らい採用したいと数を決めると、その数にあわせ

て採用する。つまり質より量が重視される時代で

した。しかし最近の企業の採用活動は来年、100

人採用したいと決めても、採用基準に見合った学

生が集まらなければ100人とらない、つまり質を

重視しているんです。だから求人倍率が高いから

といって必ずしも就職しやすいということではな

いのです。もう一つの違いは、就活の仕方の違い

です。かつては会社にアプローチする方法はハガ

キとか OB 訪問といったアナログな形でアクセス

していたと思いますが、今の学生はインターネッ

トを使ってどんどん会社にアクセスしていきます。

昔は20、30社で手一杯だったのが、今の学生はエ

ントリーシートを100社、多い学生は200社出した

りします。数が多く、アクセスの仕方もデジタル

になっています。したがって自分が体験した就活

をもとに子どもさんに話をしてもあまり役に立た

　皆さん、こんにちは。経済学部の宮本です。私

からは大学生の就職活動、同志社大学の経済学部

の現状を簡単にご説明させていただきながら就職

市場の展望等についてお話させていただきたいと

思います。就職関係の資料についてですが、一つ

は本学の就職統計情報。もう一つは全国一般的な

大学生の就職活動の統計資料、新聞記事です。本

日お話させていただく内容に関するものです。お

持ち帰りいただいて詳しくご覧いただければと思っ

ております。

　はじめに本学の状況だけではなく、全国の大学

生全般の就職市場についてお話していきます。最

初に、大学卒業予定者の求人倍率の推移からみて

いきましょう。求人倍率は求人数を求職者数で割っ

たもので、仕事を探している一人あたりにどれく

らい市場に仕事があるかを示す数字です。求人倍

率が１を超えると就職市場で一人に一つ以上仕事

があるということを意味しますが、現実の市場は、

そう簡単ではありません。１を超えていてもマッ

チングの問題もあり、皆が皆、就職できるとは限

りません。ただ数字が大きくなればなるほど就職

活動する学生にとっては有利な市場になるという

ことはいえます。

　1987年から直近の2015年３月に卒業する学生、今、

就職活動をしている４年生までを対象とした推移

です。私も同志社大学を卒業して、一旦、就職し

ました。就職活動したのが91年です。バブル経済

の時代で、多くのご父母の方も就職活動されてい

た頃はこのへんの時期かと思います。学生にとっ

て就職がしやすかった売手市場の時期で、1991年、

92年卒の学生がピークだった。就活をやっていた

当時は大変でしたが、比較的自分の入りたい会社

就職活動について

宮本 大（経済学部准教授）

2014. 7. 5　父母会／京都会場
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企業側の強い採用意欲

　次に今後の就職市場の動向についてです。日経

の記事からの引用ですが、2013年春と2014年春の

採用枠を企業はどう変化させたかをみると、文系

の会社については前年に比べて2.2％の増加とあ

まり増えていません。さらに前年比2.2％増加し

た採用枠に対して2.1％の未達という状況でした。

つまり2014年春に卒業して就職した人数は、2013

年春とほぼ変わらない状況ということになります。

リーマンショック以降、景気が回復して就職状況

が改善するのではないかといわれていました。少

なくとも今年春は気持ち的には改善したかもしれ

ませんが、実質的にはそんなに大きく改善してい

ないという状況だったのです。また量より質を重

視する特徴がみられ、マスコミ、大手の銀行など

人気企業に関しては採用する対象校を絞ってきて

います。このレベルの大学以下は受け付けません

とはいいませんが、企業セミナーを実施する時に

対象校に絞り込みをしています。こうした傾向は

今年、就職した人たちも大きく変わってないよう

です。むしろより厳しくなったのではないかと思

われます。結論としては、2014年春はやや回復し

てきたのではないかといっても、そんなに回復し

ていなかったというのが現状です。

　では2015年春はどうかというと、文系は前年の

2.2％から13.2％に採用枠が大きく増えています。

企業としては人をとりたい状況になっています。

ただこれがどれほど充足されるか。企業がどれく

らい人を厳選して採用するかにもかかっているの

で、最終的にどれくらい採用されるかは、もう少

ない。ご父母が就活に関してアドバイスをされた

いと思いますが、やり方についてのアドバイスは

難しい状況があることは知っておいていただきた

いと思います。

　次に本学の経済学部の学生の就職状況です。

2005年～2014年３月卒業者の推移をみると、2005

～7年くらいまでは就職環境が少し回復した時期

にあたり、ほぼ100％に近い就職率だったのが、リー

マンショックで世界的に景気が悪くなり、その直

後は95％程度、最近は97％まで回復してきていま

す。ただし全国平均に比べますと４、５％高い状

況です。また全国平均の数値は非正規社員として

就職した人も含めているのに対し、本学の97％は、

すべて正社員として就職した人の割合ですからか

なり高い数値と考えてよいと思います。

　次に、今年本学の経済学部を卒業し、就職した

人の特徴について、男子学生の状況は約半数がメー

カーや金融に就職しています。女子学生も同様で

すが、ややサービス業に就職する割合が高いとい

う状況です。60％を超える学生が大企業、500人

以上の規模の企業に就職しています。内定を獲得

する時期について、ここ１、２年は大手を中心に

採用時期が速まっていることがわかります。今年

は４月１日から企業が内定を出してもいいという

ことでしたが、就職協定に縛られない外資系や中

小企業はもっと早い時期に出しています。また就

職協定を守る大手企業ですら内定獲得時期がスター

トして、すぐに内定を出すという状況になり、か

なり早まっています。その影響を受けて本学の学

生も相対的に内定時期が早まっているという結果

になっています。ところが内定を早くもらって就

職活動を終わる学生がいる一方で、なかなか就職

活動がうまくいかなくて夏休みを超え９月以降ま

で就職活動をしてようやく内定を得る学生もいま

す。ここ数年は15％くらいで推移しています。詳

しい理由はもう少し分析しないといけないのです

が、就活のやり方にうまく乗れない学生や、そも

そもスタートが遅くて就活に乗り遅れる学生は、

内定が後ろ倒しになる傾向があります。
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トして会社説明会やセミナーが開かれました。４

年の４月から選考活動、面接が始まり、内定が出

せる。４月はじめが内々定、ゴールデンウィーク

がピークで、５月末には大手企業の採用活動がほ

ぼ終わる、というのが今年のケースでした。現３

年生の人たちについては、４年生の４月に企業の

説明会が始まります。選考活動、筆記試験、面接

が始まるのが８月。最終的に内定通知が出るのが

10月と後ろ倒しになっています。この影響がどう

出るかは難しいところですが、今年の状況を見て

いますと、大手の採用は短期化し、内定が早くなっ

ている状況なので、2016年卒も同様に短期的な採

用スケジュールになっていくのではないか、大手

の競争が短期化するのではないかと思われます。

それゆえ本学のキャリアセンターでは、2016年卒

業予定者の就職活動は、前年に比べて後ろ倒しに

なりますが、就職セミナーなどのサポートは例年

どおりに始めていまして、学生たちが乗り遅れな

いよう、円滑に就職できるように支援していきま

す。学生たちには、就職活動が名目上、後ろ倒し

になったとはいえ、実質、そんなに変わっていな

いということを、ぜひ、お伝えいただければと思

います。

　簡単ではありますが、私の話は以上です。何か

質問がございましたらまた後ほどお願いします。

どうもありがとうございました。

したたないと見えてこないと思います。しかし企

業はかなり採用したいという状況にあることは間

違いありません。

　今度は、学生側からみていくと、2015年卒業予

定者は2014年卒業者より大手志向が高まっていま

す。景気がよくなって自分のいきたいところにい

けるのではないかと考える学生が多くなっている

わけです。これは景気がよくなるとそういう傾向

が強くなります。特に関西では国公立大学の男子

学生の大手志向が顕著に高まっています。では私

大の同志社大学の学生は関係ないかというとそう

ではなく、国公立文系男子が大手志向を強めると

いうことは、彼らと本学の学生は競争しなければ

ならないということであり、大手企業の枠が増え

たからといって、そう簡単にはいかないというこ

とです。大手企業、人気企業の枠が増えることに

よって、そこに入りたい学生も増えてくるので、

本学学生が希望する就職状況は厳しいということ

は大きく変わらないと予測できます。なお厳しい

環境は変わりませんので、入りたい企業を目標に

就活することプラスそれ以外にも選択を広げて、

入りたい企業だけではなく、入れる企業にもアプ

ローチすることが就活では必要だということです。

就活スケジュールは後ろ倒しに

　次は就活のスケジュールです。2015年卒業予定

者について、彼らが３年生の12月から就活がスター
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2014. 9. 23　父母会／広島会場
2014. 10. 25　父母会／高松会場

基礎科目から18単位以上、基幹科目から24単位以

上、そして１類の専門科目全体からこれらを含む

66単位以上を取らないといけないというカリキュ

ラムです。ただし自由度が高く、これを絶対取ら

ないと卒業できないという科目はありません。選

択必修で26単位中18単位以上という形で、この中

から取らないといけないけれども、この科目を取

らないと卒業できないということはありません。「エ

コノミクス・ワークショップ」が１年秋と２年春

に開かれ、それ以降の学年でも取れます。演習系

の科目は、基礎演習が１年春、２年秋から演習が

始まります。そして演習に関連した科目も２年秋

から開かれています。

　２は、語学履修です。２類が語学関係の科目で

す。語学関係も幅広く柔軟な語学履修が可能となっ

ていますが、標準では１、２年で16単位以上取ら

なければなりません。全体で16単位を取らないと

いけないのですが、そのうち２類Ａ群から英語を

８単位以上取らないといけません。英語は必修と

考えてください。また、２類Ａ群の英語以外、初

修外国語といわれるドイツ語、フランス語などの

科目の中から４単位以上取らないといけません。

合計12単位とれば、16単位のうち、あとの４単位

はどんな形でとっても良く、そこが幅広く柔軟な

語学履修という意味でして、２類Ｂ群の会話や英

語を究めたいというクラス、海外で英語の語学研

修をするプログラムに参加して単位を取ることも

できます。初修外国語から４単位取ることも可能

です。その意味で幅広く柔軟な語学履修が可能と

いうことです。

　３類が啓発科目で、４年間を通じて16単位以上

取る必要があります。「科学と技術」「文化と社会」

　ご紹介いただきました北川と申します。私の方

からは「学業履修について」ということで、少し

ばかりお話をさせていただきたいと思います。

　「学業履修について―経済学部プログラム10」

とありますが、お手元に「経済学部だからできる

10のこと」というパンフレットがあるかと思いま

す。その内容を中心にプラスαも含めてお話をさ

せていただきたいと思います。

　目次です。10個ありますが、順番は少し変えま

して、１、２の次に４、カリキュラム、語学履修、

ゼミの順に話をして、３の学生支援・学生指導は

最後に回します。そして、５、６、７、８、９、

10のプロジェクト活動、ディベート大会・ビジネ

スプランコンテスト、海外インターンシップ、学

生基礎力調査（自己発見レポート）、数学補習講座、

検定試験受験料補助の順に話をして、最後に学生

支援・学生指導という順番でお話をさせていただ

きたいと思っています。

経済学部だからできること

　１は、カリキュラムです。自由度と専門性の高

いカリキュラムとありますが、１類が専門科目で、

専門科目は積み重ね方式になっています。経済学

という学問自体が段階的な履修をしていく体系に

なっていますので経済学部のカリキュラムは積み

重ね方式になっています。特に講義系の科目は導

入科目、基礎科目、基幹科目、応用展開科目と進

んでいく積み重ね方式です。入学して導入科目を

１年生の春に履修して、１年生秋から基礎科目、

２年生から基幹科目、４年生で応用展開科目を履

修します。赤文字で、卒業に必要な単位をここか

ら取らないといけないという科目を書いています。

経済学部だからできる10のこと

北川 雅章（経済学部教授）
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　６は、ディベート大会・ビジネスプランコンテ

ストです。ディベート大会は2009年度から始まり、

今年で６回目が行われました。スキルアップ講座

というディベートを行う時に必要なスキルを教え

る講座が開かれていまして、それを受講した後、

参加登録をします。今年は７月に大会が開かれま

した。予選と本選に分かれていて、予選はリーグ

戦で、本選はトーナメント戦です。予選に出場し

たチームは32チーム、180名が参加したという大

きな大会です。１学年が850～900人、ディベート

大会に参加するのは３年生が中心で、１、２年生

も参加していますが、少ないです。３年生の約２

割がこのディベート大会に参加しているというこ

とになります。それくらい大きな規模になってお

ります。

　32チームでリーグ戦といっても２試合、肯定か

否定かに分かれて、肯定側で１試合、否定側で１

試合、計２試合行いまして、勝ち点で決勝トーナ

メントに進むチームが決まります。本選に進める

チームは32チーム中、８チーム、４分の１のチー

ムしか進めないという激戦になってきています。

今年の結果報告ですが、７月５日にリーグ戦が行

われ、７月12日に本選トーナメントが行われまし

た。経済学部のホームページに載っています。優

勝は北川ゼミの「カメルーン代表」。チーム名も

面白いですね。今年はサッカーのワールドカップ

がありまして、カメルーン代表は出場ボーナスを

めぐって移動が遅れ、予選で敗退したので印象が

よくないチームで、縁起が悪いといいながら結果

的に優勝しました。準優勝は小林ゼミの「月曜か

ら早起き」。３位は竹廣ゼミの「ほしぞらカルテッ

ト」と「ろんぱ組.inc」。入賞は小橋ゼミの「小橋

ゼミＣチーム」、竹廣ゼミの「白くまさん」、小林

ゼミの「蛇口からのポンジュース Featuring ふな

むし大爆発」、竹廣ゼミの「たつこの部屋」の４チー

ムです。

　各パートから１名ずつ、ベスト・ディベーター

賞が選ばれました。５つのパートがあります。立

論・質問・応答・反論・総括の５つの各パートを

担当した人の中から一人ずつ、ベストディベーター

「企業分析」などは経済学部が独自に設置してい

る啓発科目で、これも経済学部の特徴です。

　４は、多様な研究分野のゼミ活動です。演習、

ゼミの小人数クラスを重要視していただきたいと

思います。１年生春の基礎演習から始まって、高

校生から大学生生活への導入を行います。中心は

２年秋から２年次演習、３年次演習、そして４年

生の卒業研究という流れです。演習関連科目とい

う演習に関連している科目もありまして、２年次

演習、３年次演習、卒業研究それぞれに１科目、

先生が指定して開講されていて、履修できるよう

にもなっています。約50名の教員がゼミを開いて

います。いろんな研究分野がございますので、ぜ

ひ演習を重要視していただきたいと思います。

　５は、学生プロジェクト活動です。演習の一部

として参加しているゼミ、学生も多いですが、そ

れに限らず、経済学部はプロジェクト的活動、ア

クティブ・ラーニングともいわれますが、自分た

ちでプロジェクトを立ち上げてそれに積極的にか

かわっていくという活動も重要視していまして、

そういうプロジェクト的活動を支援しています。

募集は４月と10月にありまして、１プロジェクト

最大30万円を補助します。現地調査に行ったり、

他大学との対抗ゼミに行ったりする交通費などを

中心に、30万円を上限として補助しております。

成果は学生ケーザイレポートとして経済学部のホー

ムページに年度末に出されます。2013年度は29プ

ロジェクトが立ち上がりました。どんな活動をし

ているのか、興味があればごらんいただければと

思います。
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の２回、実施しております。ベネッセコーポレー

ションの協力を得てと書いてありまして、ベネッ

セは情報流出がありましたが、子どもさんが中心

で、学生の方は心配ございません。住所や電話番

号は一切知らせておりません。学生 ID と氏名は

個別に調査結果をフィードバックするのに必要で

すので書かせておりますが、住所などベネッセは

知りませんので、ご安心ください。調査をした後、

フィードバックがあります。基礎学力と自己の嗜

好、強み、弱みを発見し、今後の「なりたい自分」

を見つめ直してもらう目的で基礎力調査を行い、

自己発見レポートという形でフィードバックして

おります。

　９は、数学補習講座です。数学の学力について

はいろんな学生がいます。１年生が対象で、１年

秋になると「初級ミクロ経済学」や「経済数学」

という科目が始まりますので、９月に数学に不安

がある人向けの補習講座を行っております。数十

名の募集ですが、悩みは本当に必要な人がなかな

か受けてくれないということで、受けた人には好

評で「錆び付いていたことが確認できました」と

いうようなアンケート結果が多くなっております。

本当に必要な人が受けてくれたらいいんですけど。

　１０は、検定試験受験料補助です。年間一人１

回2,000円。対象検定試験は TOEIC、TOEFL、英検、

国連英検、フランス語、ドイツ語、スペイン語、

ハングル、中国語、ロシア語の検定試験や情報処

理技術者試験、経済学検定試験を受験する時に、

一人2,000円を補助することをしております。こ

の制度もなかなか活用してもらっていないので、

ぜひ活用していただければと思います。

　最後に３の学生支援、学生指導です。成績不良

者に対する個別面談を行っております。別に日を

設けて呼び出しをして個別面談をします。ゼミに

入っている人はゼミの先生に個別面接を行っても

らっています。成績以外の心理面で不安がある場

合はカウンセリングセンター、健康面では保健セ

ンターで相談していただければと思います。オフィ

スアワーという全教員が一定の時間を設けてアポ

イントをとって、質問があれば個別教員が相談に

賞が授与されました。こういう結果でした。

　ビジネスプランコンテストですが、これは2013

年度から始まりまして、タイトルが「新しい経済

価値創造グランプリ」、一般名詞ではビジネスプ

ランコンテストになります。今年は課題解決型と

いうことで、企業から４つほどお題が出されてい

まして、それについてのプランを練る形が中心に

なります。こちらもブラッシュアップ講座という、

出したアイディアを専門の方に見てもらってアイ

ディアをよりよいものにしていく講座が開かれて

おります。ブラッシュアップ講座は先着30組で行っ

ております。ブラッシュアップしたプランをもっ

て12月１日が応募締切り、12月13日に本選が行わ

れるというスケジュールになっております。

　こういう活動は単位化していませんが、正課外

の活動も学生生活の中で非常に重要と考えていま

す。大学全体でも部活動もありますし、経済学部

で実施している単位にならない活動にも積極的に

参加していただければ、いい経験ができると思っ

ています。

　７は、海外インターンシップです。同経会とい

う卒業生の会がありまして、旅費等の協力をいた

だいて海外インターンシップを経済学部独自で行っ

ています。原則は３年生が対象で、４月に募集し

て夏休み中の２週間、いろんな国に行っています。

ダイキンヨーロッパ・ベルギー２名、ホリバ・ヨー

ロッパ・ドイツ１名、みずほ銀行・デュッセルド

ルフ支店・ドイツ１名、近江兄弟社・上海１名、

英国 SMBC 日興キャピタル・マーケット１名、計

６名が今年も行ってきました。報告会が10月22日

に行われました。詳しいことは竹廣先生に聞いて

いただければと思いますが、毎年、行く前と帰っ

てきてからを比較すると、たかだか２週間ですが、

かなり学生の成長が見られるということで、同経

会の皆様にも評価していただいております。良心

館２階に全国有数のラーニング・コモンズという

学習スペースがありまして、プレゼンテーション

ができるスペースもあるので、今年はそちらで報

告会が行われました。

　８は、大学生基礎力調査です。１年生と３年生
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に導入しました。こんな形で、賑やかです。９月

22日に成績が交付されて、秋学期に何をとろうか

という相談を学生たちはしている所のようです。

　こちらがマッフルといいまして、父母会、同経

会のみなさまにご寄付いただいたものです。クエ

ストルームはあまりにもオープンすぎるので、少

し目隠しになるような、外から見えにくい形にな

るマッフルを寄贈していただきました。高さも３

種類ございます。結構すぐれもので、しゃべって

いる声が外に漏れず、開放されていますが、後ろ

に聞こえない構造になっています。父母会と同経

会に贈っていただいたことを示すプレートもつい

ております。ご協力いただきましてありがとうご

ざいました。

　駆け足になりましたが、「学業履修について、

経済学部だからできること」についてお話をさせ

ていただきました。以上で終わります。どうもあ

りがとうございました。

のる制度も設けています。もし何か悩み事があっ

て、先生ではちょっと敷居が高いということであ

れば、学部事務室に相談に行かれれば良いかと思

います。

専用の学習スペース

　クエストルームというのがありまして、良心館

２階南側 RY265というスペースをクエストルーム

と名付けております。クエストというのは探究と

いう意味です。アクティブ・ラーニングのような

活動を行う場として活用していただければと思い

ます。什器が不足しておりましたので、父母会と

同経会にご協力していただいて揃えていただきま

した。

　写真を撮ってきました。クエストルームです。

円形の机ですが、一部が切り取られていて、つな

げて長いテーブルとして使える形になっておりま

す。下にキャスターがついていてすぐ動かせる形

になっております。透けるような衝立があって隣

と遮断とまではいきませんが、分けています。個

別の小さなテーブルもありまして、集まって作業

ができるようになっています。こちらもキャスター

がついていて動かしやすくなっております。８月
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は50数名で学生の指導にあたっていますが、どう

しても講義科目は大規模になります。１年次生か

ら、より少人数で学べるように導入科目として基

礎演習を行っています。私の基礎演習では、大学

の学習の基本になるプレゼンテーション、グルー

プでの発表を学んだりしています。レポートや論

文の書き方を学ぶために、実際に課題を出してレ

ポート、論文を書いてもらいます。その他、ディ

ベートをやったり、担当者によって中身は違いま

すが、大学での学習に必要な基礎的なことを学ぶ

ために少人数クラスを設けています。

エコノミクス・ワークショップ

　さらに１年次生の秋学期、２年次生の春学期の

２セメスターは少人数のクラスがありませんので

「エコノミクス・ワークショップ」を設けていま

す。２年次秋学期からゼミが始まりますが、ゼミ

の前の段階に少人数で経済の問題についてディス

カッションしたりするという、演習形式で行うク

ラスです。これは卒業必要単位、１類科目66単位

に入ります。少人数で１人の担当教員と専門的な

ことを学ぶことができる貴重な機会にぜひ参加し

てほしいと思います。しかし、予期せぬことも起

きていまして「エコノミクス・ワークショップ」

をいくつも取っている学生もいます。さらに１年

次秋学期、２年次春学期のゼミがない時に取って

ほしいと思っているのですが、３年次生も大勢取っ

ていたりして、予想を超えることが起こっていま

す。とはいえ２年次演習、ゼミになかなか馴染め

ない場合もありますので、ゼミに代わる少人数ク

ラスとして「エコノミクス・ワークショップ」を

活用されるようにおすすめしてほしいと思います。

　内容もバラエティに富んでいまして、ユニーク

な、経済学部の特徴でもある「里山保全の実践経

　学業履修を中心に経済学部での学びについてお

話をしたいと思います。『2015年度大学案内』と『父

母会報』を用いてお話をいたします。高崎という

京都からは遠いところでもありますので、みなさ

まのお子さまが大学でどのように勉強しているか、

写真も見ていただいて、大学でこんな感じで学習

しているというイメージをもっていただければと

思います。

　『大学案内』に詳しい科目名が書かれています。

経済学部は全部で124単位を４年間で取りますと

卒業することができます。今の３年次生以下の話

ですが、やみくもに124単位取ればよいというこ

とではなく、今の３年次生から厳しい制約があり

ます。１類科目は経済学部の専門科目という意味

です。124単位のうち半分以上、66単位を１類科目、

経済の専門科目から履修します。導入・基礎・基

幹とあります。基礎で18単位、基幹で24単位を必

ず取らなければなりません。このあたりが４年次

生まではゆるかったのですが、３年次生から厳し

くなりました。経済学部の専門科目以外に、２類

は外国語科目ですが、英語で８単位以上、英語以

外で４単位、その他諸々講義形式の科目もありま

すが、16単位を取ります。そして啓発科目、かつ

ては一般教養科目でしたが、それで16単位、これ

らをクリアした上で合計124単位あると卒業でき

ます。成績表の区分で、１類科目66単位、２類科

目16単位、３類科目16単位を満たしているかどう

かをチェックする必要があります。やみくもに

124単位だけでは卒業できませんので中身も十分

ご注意ください。

　経済学部の専門科目、１類科目で66単位以上取

りますが、経済学部は１学年定員850人ですが、

900人を超える、場合によっては1000人近くいる

学年もあります。極めて大規模な学部です。教員

経済学部での学びについて

横井 和彦（経済学部教授）
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います。基幹科目の多くは大教室でパワーポイン

トや板書をメモしながら講義を受ける伝統的な講

義です。このように皆さん、授業を受けておりま

す。良心館という新しい建物の教室です。大変き

れいで設備も整っています。後ろのプラズマにも

画面が映っていますので、よく見えるようになっ

ています。

ゼミが中心に

　２年次秋学期から演習、ゼミが始まります。２

年次演習、３年次演習、そして卒業研究と続きま

す。私のゼミはグループに分かれて討論をします。

現在の２年次演習です。この秋から入ってきた皆

さんです。テキストを用いて発表をします。テキ

ストにある「ウォームアップ」を活用しながら、

グループの発表を聞いて討論する形でやっていま

す。３年次演習は「中国経済」のゼミですが、「対

中ビジネス・バーチャルカンパニー」を立ち上げ

て、グループを１つの会社と見立てて、中国での

ビジネスを構想するのです。日本に来る中国人へ

のビジネス、広い意味で中国とのかかわりのある

ビジネスを考えてもらいます。日本バーチャルカ

ンパニー協会が教材を出していまして、それに従っ

て会社を立ち上げて、経済の仕組みや、実際に需

要があるかどうかといったこと、あるいは中国経

済の実情、実際の税、保険、賃金等さまざまな仕

組みがビジネスに伴いますので、中国社会の様子

を、仮想ビジネスをすることを通じて学ぶのです。

　４年次の演習は卒業研究といいます。「対中ビ

ジネス・バーチャルカンパニー」という中国に対

するビジネスの疑似体験を通じて、中国経済に関

する卒業論文をまとめます。今は、教室で実際に

執筆するという形でゼミを進めています。多くの

ゼミは４年次でもグループ発表をしているかと思

いますが、私のゼミ生は卒業研究に関係すること

以外はしないので、実際に寺子屋風に教室で書か

せているのです。見ながら直したり、注記の書き

方はこうだとか、画面に写し出したりして書いて

いきます。

　経済学部の学生はゼミを中心に動くことになり

ます。それ以外にも海外インターンシップもあり

ます。私のゼミ生で中国から来た留学生が中国に

済学」では、奈良の生駒でフィールドワークとし

て里山で農作業をします。私は愛知県の農家の出

身ですが、農家ではなく、大学に進学して大学教

員になりましたが、学生たちは大変興味深く農作

業をやっています。私は、農作業はもう二度とし

たくないと思っていますが、担当の岸准教授に「そ

れは違いますよ」とこんこんと説教されまして、

もう一回農業をしてみるのもいいかなと思ってお

ります。力をあわせて皆で開墾などしています。

「アートビジネス」では、実際にオークションを

開いたりして活発にやっています。このように、

大規模な学部ではありますが、それぞれ果敢にチャ

レンジできる場を設けているのが経済学部です。

　「経済学部だからできる10のこと」をご覧くださ

い。この「エコノミクス・ワークショップ」は２

単位科目ですが、さまざまな経験もできて、さら

に２単位もついてきます。それ以外にも単位は出

ませんが、さまざまな取り組みもなされています。

　その他、私は「新語で読み解く現代中国経済」

を担当していますが、その他「経済史の英書講読」

等もあります。これは今年度開講されている科目

ですが、どんどん毎年、更新されます。科目名を

上げておりますので、ぜひおすすめください。去

年の私の「エコノミクス・ワークショップ」は少

人数で、自分のゼミよりもゼミらしい感じでした。

これはハロウィンパーティの写真です。この中に

新島学園出身の学生も写っていますよ。少人数で

教員といろいろな交流もできます。

　専門科目は大規模教室で行っております。基幹

科目の「中国経済史」は月曜日の朝、１講時です

が、真面目に来てくれています。現在は秋学期の

「中国経済」という基幹科目を担当しています。

これも月曜日の１講時。学生たちは熱心に聴いて
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講演
Lecture4経済学部での学びについて

　現在は、GPA という制度を採っています。私が

学生の時は、成績は「優・良・可」でした。「優」

は80点以上です。学部長は１番で卒業されている

ので、「優」しかなかったと思いますが、しかし

今は81点だと「Ｂ」、90点以上ないと「Ａ」は取

れません。非常に厳しい。「Ａ」が90点以上、「Ｂ」

が80点以上、「Ｃ」は70点以上、「Ｄ」は60点以上、

それで合格です。「Ａ」は４ポイントの GPA がつ

きます。以前は成績が「不可」だった場合、取り

直せばよかったのですが、今は落ちた分、０だっ

た科目を分母に入れて計算しますので、全部「Ａ」

でも１科目０があると、GPA は低くなります。しっ

かり最初からいい点数を取る、90点以上はなかな

か難しいかと思いますが、頑張ってやってほしい

と思います。経済学研究科の大学院特別入学制度

は１類科目で GPA2.5以上が要件でしたでしょうか。

2.5以上あれば筆記試験免除で、面接と研究計画

書の評価で行けるということになっています。で

すから GPA が2.5を超えていれば優秀だと考えて

よいかと思います。平均２点台だとしっかりやっ

ていると言えます。２を切っている場合は少し心

配してあげてください。単位が取れていても GPA

が低い場合、就職活動で企業が最終のふるいにか

ける時、そこで差をつけられたら、もったいない

ので、卒業単位数に加えて、GPA が２を越えるよ

うに頑張ってほしいと思います。

　大学院に来る方には GPA が３を超えている人

もいます。優秀ですよね。４に近いとほとんど「Ａ」

ということになります。『父母会報』の成績分布

をご覧になってください。平均２を超えていれば、

それなりの成績だということになります。単位数

を124単位、そして各類、66単位と16単位、16単

位取ってもらってください。さらに GPA を見て、

学業履修の様子、成績を把握していただければと

思います。そしてゼミをちゃんと履修しているか

どうか。それらを満たしていれば、充実した学生

生活が送れるのではないかと思います。学生たち

を信じて教職員一同、頑張っている次第です。以

上でお話を終わりにしたいと思います。

海外インターンシップに行きました。多くの留学

生は日系企業に就職して中国で働きたいと思って

います。うちのゼミ生も海外インターンシップへ、

中国やイギリスにいきました。その他ベルギー、

ドイツの日本企業の現地企業に夏休みに２週間程

度、派遣します。卒業生の組織である同経会の援

助で、企業もアレンジして、協力企業へ経済学部

生を10人くらい送り出しています。どんどん増や

していこうとしております。

　経済学部では大教室での授業になりがちですが、

ゼミで少人数、それ以外にも個人で海外インター

ンシップ、その他さまざまな取り組みをしていま

す。充実した学生生活を送ることができるのでは

ないかと思います。そうとはいえ、やはりゼミが

中心であろうかと思います。

　同志社の隣には御所があり、私のゼミでは、グ

ラウンドを借りてソフトボールをしています。う

ちのゼミでは１学年だけでもチームができるくら

いおりますので、こういうことが大好きで、毎年

やっています。グラウンドも安い値段で借りられ

ます。今出川キャンパスにはグラウンドがありま

せんので、京都御苑の運動広場を借りてやるので

す。女子学生も多いのですが、意外にソフトボー

ルが好きです。実際にバッター・ボックスに立っ

たり、応援をやったりしています。２年次演習が

10月に始まりましたので、新入メンバーの歓迎会

もしました。華やかですね。この真ん中でピース

をしている女の子は、テレビに出たそうですよ。

取材で。たしか島根県出身の学生です。

GPA制度

　ゼミを中心に、学生たちが充実した学生生活を

送ることができれば、経済学部生として、よい学

生生活を送れたということになるのではないかと

思います。そのために教職員は一生懸命支援して

います。このように見ていくと楽しいようですが、

124単位をしっかり取ってもらうと同時に、学部

長のお話にもありましたが、就職活動では、企業

は学生を厳選してきていますから、成績もある程

度、重要になってきています。かつては、成績証

明書はおまけみたいだったのが、今は大変厳しく

なっています。
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現在の就職状況をふまえた上で、　　

社会人の先輩としてのアドバイスを。

　『就職ジャーナル』の編集長をしております大黒と申し

ます。『就職ジャーナル』では様々な職業の方のキャリア

観を掲載するサイトを担当しております。また、弊社は多

くの企業さまへ採用に関する提言も行っておりますので、

本日は企業側の視点と、皆さまと同じ保護者としての視点

から、お役に立てる情報をお届けできればと思っておりま

す。

　本日お話ししたいことは３つあります。１つ目は、現在

の就活生を取り巻く環境について。２つ目は、2015年から

新しくなる就職活動のスケジュールについて。３つ目は、

保護者の皆さまがすべきサポートについてです。

　では、環境についてですが、新聞やテレビでは「就職状

況は良くなった」と言われていますが、学生さんからは、

あいかわらず厳しい採用状況を耳にします。それはなぜ

か。求人倍率を軸に見ていくと、今年は1.6倍でした。こ

れは１人の学生に対して1.6の座席があるという状況で

す。リーマンショック後に就職環境が悪化したと言われて

いますが、リーマンショック前は2.4倍でした。「就職環境

が良くなった」と言われる根拠は、前年の求人倍率が1.28

倍だったのが、今年になって1.6倍に上がったから。しか

し、求人倍率は求人総数を民間企業就職希望者数で割った

ものであり、どの企業やどの業種も同じだけの雇用がある

わけではありません。企業規模別に分けると、従業員が

1000人以上の企業の求人倍率は0.73倍で、1000人未満の企

業は2.57倍。中小企業の求人倍率は増えている一方で、大

手企業は以前とあまり変わっていません。業種別でも大き

な差があり、建設業・流通業・製造業は１倍以上で学生側

の売り手市場なのに対し、サービス／情報業・金融業は１

倍以下です。このように、規模と業種によって求人状況が

全く異なるのに、合計した数字だけで判断されるため、

「環境が良くなった」という話になるのです。

　また、産業の構造も大きく変わりました。最近ではサー

ビス業というくくりが20年前と比べてずいぶんと変わり、

今では医療や福祉もサービス業です。昔は「就職できれば

安泰」と言われていた銀行も、統廃合が進んだことによる

採用数の減少と、システム業務が増えたことで IT 関係の

人材を採用するようになりました。また、一番大きな変化

があったのは公務員で、「定時帰宅で週休２日制、毎年必

ず昇給する」というのはもう過去の話で、公務員のサービ

ス業化が進んでいます。このように、産業構造の変化とと

もに求められる働き方も大きく変わり、その点をご理解い

ただくことが、現在の就活生をサポートするための第一歩

かと考えております。

就職活動が始まる前に、　　　　　

進路を熟考しておくことがカギに。

　次にスケジュールに関してですが、現在の３年生から就

職活動のスケジュールが大きく変わります。（※右図参

照）学生にとって先輩からのアドバイスは非常に有効な情

報源ですが、これが役に立たなくなるのが現３年生です。

なぜなら、2015年卒業の現４年生は、３年生の12月に採用

情報が公開され、４年生の４月１日から面接がスタート

し、ここから選考活動が始まって10月１日に内定式を迎え

るという流れだったのが、2016年に卒業する現３年生は、

３年生の３月１日からが情報公開となり、面接開始が４年

【就職説明会】

「現在の就職環境とその変化」
～保護者の皆さまができる就活サポート～
景気が回復しつつあるとは言え、まだまだ厳しい採用状況が続いている現在。

それに加え、2015年より就職活動の開始時期が

３年次の３月からになるという大きな変化も控えています。

新しいスケジュールを効率よく進めるためにはどうすればいいのか、

また、保護者はそれをどのようにサポートすべきなのか。

株式会社リクルートキャリア『就職ジャーナル』の大黒 光一編集長から、

アドバイスをいただきます。

株式会社リクルートキャリア

就職ジャーナル

大黒 光一　編集長
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生の８月１日。そこから選考が始まって、10月に内定式と

いう流れになります。現４年生は、情報公開から説明会が

開催されるまでの間が２～３ヶ月あったため、その間に企

業研究をすることができたのに対し、現３年生は３月に情

報公開が始まって、いきなり説明会のピークになるため、

きちんと企業研究もできていないのに説明会のエントリー

をしなければならないという状況になってしまうのです。

裏を返せば、３月１日までに本当に行きたい企業や業界の

だいたいの目星をつけておく必要があるということ。も

し、現３年生のお子さまに、まだ目標とする企業や業界が

ないようでしたら、「キャリアセンターで相談してみた

ら？」と背中を押してあげてください。情報公開が遅くな

り、企業研究の時間も限られているなら、それまでに自分

たちでできる限りの用意をしておくことが一番の対策です。

　また、もう１つ注意すべき点は、公務員試験や教員採用

試験もスケジュールが変わるということです。実は新スケ

ジュールでは、国家公務員の最終面接と民間企業の最終面

接の日程がちょうど重なってしまいます。そのため、現３

年生は、企業に内定をもらって公務員試験も通ったから、

「どっちにしようかな」という選択ができにくくなりま

す。さらに大学院の試験も重なる可能性がありますので、

民間企業に就職するのか公務員になるのか大学院に進学す

るのかを、ある程度先に決めておかないといけないという

点をご注意いただきたいと思います。

子どもの意志を尊重した 　

コミュニケーションが大切。

　次に保護者がすべきサポートについてですが、皆さまに

気を付けていただきたい点が４つあります。１つ目は、就

職後は地元に帰るのかどうかを、あらかじめきちんと相談

しておくこと。最近よくあるのが、内定をもらって喜んで

いたら、親から「内定後は地元に戻るんじゃないの？」と

言われ、内定を辞退したという話です。２つ目は、子ども

は親の職業観やキャリア観に影響されますので、「働くこ

と」に対してできるだけプラスのイメージを伝えること。

親がつまらなさそうに仕事の話をしていると、子どもは社

会に出たくないと思いますし、親が楽しそうに仕事をして

いれば、子どもは社会に出たいと思います。小さなことで

すが、社会人になるかならないかの大きな分岐点は、親が

子どもに見せる姿にあると言えます。３つ目は、迷ってい

る子どもをあまり過保護にサポートしないこと。迷って悩

んで壁にぶつかることなど、社会に出れば当たり前のこと

です。もしお子さまが迷われているようなら、「キャリア

センターに行ってみたら？」など、自分自身で次の一歩を

踏み出すためのアドバイスしてあげてください。４つ目

は、最終的な意思決定は必ず自分でさせてあげること。

「親が行けって言ったから」と言って会社を辞めるケース

が最近ものすごく増えています。親はアドバイスをするく

らいに留め、お子さまの意志を尊重してあげるようにして

ください。あとは、お子さまの話をたっぷりと聞いてあげ

ることです。ただ、言いたくなさそうな時は見守っていて

あげること。あくまでお子さまのペースを第一に、声掛け

を行うようにしていただければと思います。

親だからこそわかる 　　　　

子どもの「長所」を見つけて。

　最後に、企業側に立ってのサポートの仕方についてです

が、最近、企業から「経済学部が何を学んでいる学部かが

よく分からない」という声をよく聞きます。最近は商学部

や経営学部など、学びの内容がわかりやすい学部の方が産

業界から人気があります。ですので、普段の会話の中で、

「今はゼミでどんな勉強をしているの？」と聞いてみて、

「自分はどういう勉強に力を入れてきたか」を再認識する

機会を与えてあげてください。「大学で何をどうやって学

んだのか」を企業は知りたいわけで、それを普段から意識

して答えられるようにしておけば、面接の際にも自分をア

ピールする力になると思うからです。

　また、企業は面接の際に、学生の人となりも見ていま

す。そのため、普段の会話の中で「○○ちゃんって●●だ

よね」など、外から見た彼・彼女を語っていただければ、

少しずつ自己認識につながるのではないかなと思います。

なかなか本人が気付かない“自分らしさ”が大きなポイン

トになってくるので、「外から見た自分」を客観的に評価

してやるというサポートを日常の中でしてあげてくださ

い。何はともあれ、お子さまとコミュニケーションをとる

ことを第一に考え、社会人の先輩としての視点からサポー

トをしていただければと思います。本日はどうもありがと

うございました。 （2014年11月１日　同志社大学良心館にて）

就
職
説
明
会



20 DOSHISHA UNIVERSITY

厳しい就職状況が続く中、同志社大学の学生たちは

どのような就職活動を行っているのか。

株式会社リクルートキャリア就職ジャーナルの大黒光一編集長と

同志社大学経済学部の宮本大准教授をアドバイザーにお迎えし

大学院進学と就職と、それぞれの進路を決定された二人の学生さんから

希望する進路に向けてどのように努力すべきなのか

また、保護者はそれをどのように

サポートすべきなのかについて、お話を伺います。

開 催 日：2014 年 11 月 1日（土）

開催場所：同志社大学良心館

参 加 者：ファシリテーター　山本しのぶ氏

　　　　　アドバイザー　大黒光一氏、宮本大准教授

　　　　　パネラー　太田直希さん、平田奈々絵さん

「大学院進学」と「就職」と
それぞれの希望を実現するために
親子で心がけておくべきこと。

【就職説明会企画】パネルディスカッション
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山本

▲

本日は就職活動を終えた学生さんと、春から大学院

に進学される学生さんにお越しいただき、それぞれの活動

についてご紹介いただこうと思っております。また、株式

会社リクルートキャリアで就職ジャーナルの編集長をされ

ている大黒さんと、同志社大学経済学部の宮本先生をアド

バイザーにお迎えし、二人の学生さんの体験談から、就職

と進学の現状について探っていきたいと思います。では、

まずは大黒さんから自己紹介をお願いいたします。

大黒

▲

大黒と申します。弊社では企業の採用に関する提言

を行ったり、就職ジャーナルで様々な方の職業観を掲載す

るサイトを担当しております。私にも大学３年生になる娘

がおりますので、本日は採用側の視点と保護者の視点とで

アドバイスができればと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。

宮本

▲

宮本と申します。今年度から同志社大学に赴任し

て、労働経済学の授業を担当しております。本日は主に、

現在の就職環境についてお話できればと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

山本

▲

ありがとうございます。次に学生さんを二人ご紹介

します。本日のテーマが「就職と進学」ということで、大

学院に進学される学生さんと、就職をされる学生さんにお

越しいただいております。まずは大学院に進学される、太

田さんから自己紹介をお願いします。

太田

▲

経済学部経済学科４年の太田直希と申します。現

在、私は篠原ゼミに所属して、理論経済学を学んでいま

す。来春からは大阪大学大学院経済学研究科に進学する予

定で、そこでは先進国の企業が途上国を対象にして行う

BOP ビジネスについて研究します。本日は就職説明会と

いうことですが、私自身、３年生の今頃は就職か進学かで

すごく迷っていて、OB 訪問やインターンシップなど、就

職活動も並行して行っておりましたので、本日はそのあた

りのことをお話できればと思います。どうぞよろしくお願

いします。

山本

▲

ありがとうございます。次に、就職で進路を決定さ

れた平田さん、自己紹介をお願いします。

平田

▲

経済学部４年の平田奈々絵と申します。現在は竹廣

ゼミに所属して、企業経済学を学んでいます。WEB 広告

の会社に内定が決まり、来春からは大阪のベンチャー企業

で、営業ディレクターとして働く予定です。出身は長崎県

の五島列島で、大学進学で京都へ来て、就職活動も関西で

行いました。つらかったり悔しかったりしたこともありま

したが、私は就職活動がすごく楽しかったと感じていて、

本日はそのあたりのことをお話しできればと思っていま

す。どうぞよろしくお願いします。

エントリーシートでは　　　　

企業の特性を考慮し、差別化を

山本

▲

現在の３年生からは就職活動のスケジュールが変更

になりますが、就職活動が本格的に始まる12月までの期間

にどのようなことを準備していたのかを、まずは伺いたい

と思います。太田さんはいかがですか？

太田

▲

私は就職活動が始まった頃は、業界などをあまり絞

り過ぎずに広く見ることを重要視していました。あとは、

OB 訪問に行ったり、なるべくたくさんのインターンシッ

プに参加したりして、そこで働かれている方のお話を聞く

ことも心がけていました。

山本
▲

具体的にはどんな企業のインターンシップに参加さ

れたのですか？

太田

▲

参加したのはフジテレビのアナウンサー部門と、ア

サツーディ・ケイという広告代理店です。マスコミに絞っ

ていたわけではありませんが。

山本

▲

人気の企業だとインターンシップに参加するのにも

エントリーシートなどであらかじめ選考が行われるのです

が、太田さんはそれをどのように突破したのですか？その

際に工夫した点があれば教えてください。

太田

▲

はい。まず、マスコミを受験するということで、

「他人との差別化」は絶対に必要だと思いました。ですの

で、エントリーシートでは、強調したいところに色をつけ

て目立たせたりして、印象に残るように作りました。フジ

テレビのエントリーシートには、裏に写真を４枚貼らない

といけないのですが、大学時代に取り組んだプロジェクト

に関係する写真や、高校の頃に演劇部で活動していた時の

写真といった真面目なものの中に、八ツ橋を箱ごとかじっ

ているような、ちょっと外した写真などを取り混ぜて貼っ

て、「面白そうなやつだな」と思ってもらえるようにしま

した。また、アサツーディ・ケイのエントリーシートは、

１枚目が自己 PR で、２枚目は自由スペースという構成

だったのですが、２枚目の自由スペースが重要。そこで、

新たに紙を上部のみ糊付けして、見える部分には、高校・

大学の合格通知であったり、大学時代に参加したプロジェ

クトの賞状だったり、とにかく自分の成果を強調して、

「こいつ傲慢な奴だな」とあえて思わせる。でも、ペラッ

と紙をめくると、これまで自分が頑張ってきた足跡、例え

ば無造作に幾重にも積み上げられたノートの写真を貼って

ただ一言。「これが私の生き方です」。そのひと工夫は面接

の時にすごく褒められました。競争率が高い選考に受かる

ためには、他人との差別化ができて、それでいてオリジナ

リティーが伝わる工夫が大切だと思いました。

【就職説明会企画】パネルディスカッション
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山本

▲

ちょっとしたユーモアを効かせたり、カラフルなレ

イアウトで目に入りやすくしたりして、差別化を図ったと

いうことですね。平田さんはいかがですか？

平田

▲

私は地元が田舎で、通販をよく利用していたのと、

ネットに興味があったことで、京都の通信販売の会社をイ

ンターンシップ先に選びました。仕事内容の説明を受けて

から、梱包作業や、商品を通販サイトにアップする作業、

新商品の企画などのお仕事を手伝いました。

山本

▲

行ってみて良かったことや、参加してみての反省点

などはありますか？また、参加したことで自身の成長につ

ながったこともあれば教えてください。

平田

▲

インターンシップに参加して、今まで抱いていた仕

事のイメージが変わりました。これまで、「働く＝スー

ツ」というイメージだったのですが、参加したのがアパレ

ル業界だったこともあり、皆さんかなりラフな格好で仕事

をされていて、「こういう働き方もあるのか」と気付かさ

れました。反省点は、受け入れ先の企業の方々にインター

ンシップだけでは味わえない仕事の実態の部分を聞けな

かったことです。

山本

▲

良いところだけではなく、仕事の大変さなどの実態

についても聞きたかったということですね。太田さんはい

かがですか？

太田

▲

インターンシップでは会社を知ることも大切です

が、一緒に就職活動をしている仲間と時間を共有すること

で、モチベーションが上がることもメリットだと思いまし

た。インターンシップではグループで一つの課題を考える

時間があり、その中で自分一人では考えつかないような面

白い意見や発想に触れられたことも大きな刺激になりまし

た。

企業研究は実践的に。　　　

「求められる人材像」を探って

効果的にアピールを　　　　

山本

▲

では、専門のお二人に、インターンシップも含め

て、就職活動の準備期間をどのように過ごせばいいのか、

コメントをいただきたいと思います。

宮本

▲

二人ともインターンシップに参加されていますが、

実体験によって得られる情報は、知識として得たものとひ

と味もふた味も違います。昨今の就職活動はインターネッ

トでの情報収集が基本ですが、それは多くの情報が集まる

反面、ついついそれだけで満足してしまいがちですので、

やはり現場での情報収集は非常に大切だと思います。イン

ターンシップに行こうか行くまいかで悩んでいるなら、絶

対に行った方がいいと思います。また、エントリーシート

に関しては、たとえ成績がよくて自己分析がうまくできて

いても、それを企業に伝えるコミュニケーション能力がな

ければ、次へ進むことはできません。その点では、先ほど

の太田さんのエントリーシートはマスコミへアピールする

ためのポイントをうまく突いていると思いました。しか

し、提出先が銀行のような場合だと、もう少し真面目さを

アピールして書いた方がいいのかもしれない。おそらく太

田さんは目指す業界への効果的なアピール方法をしっかり

と考えてエントリーシートを作ったんだと思います。自分

がこれまでに積み上げてきたものをいかに相手に効果的に

伝えるか、これもコミュニケーション能力のひとつです。

相手のことをよく調べて、うまく伝えるための表現方法を

探ることは、エントリーシートでは大切だと思います。

山本

▲

エントリー先に応じて効果的な表現の仕方が変わっ

てきますので、伝える相手を意識することが非常に重要に

なるということですね。大黒さんはいかがですか？

大黒

▲

インターンシップは、その目的でいくつかの種類に

分けられると思います。１つは、大学と提携して学生の学

びのために実施するもの。もう１つは、若者の教育目的で

行っているものです。例えば、ある大手広告代理店のイン

ターンシップは、採用の参考にはせず、広告関係の能力を

磨きたい学生にそういった場を提供する社会貢献として

行っているということを聞いたことがあります。エント

リーシートはそのための力試しとしての役割が大きいよう

です。インターンシップの一番の目的は、職業体験を通し

て仕事を知り、学生が成長することです。私もぜひ参加し

た方がいいと思います。行くと必ず何かを得られるし、何

かが磨かれると思います。場合によっては、「この業界は

大黒 光一 氏
株式会社リクルートキャリア
就職ジャーナル編集長

太田 直希 さん
経済学部４年次生
篠原ゼミ所属
大阪大学大学院経済学研究科進学
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自分には向いてない」というのもわかるかもしれません。

とにかく何かにチャレンジすると、自分に今までなかった

価値観に気付くことができ、それによって自分の選択基準

も徐々にわかっていきます。ロジックだけで自分が働く場

所を見つけるのは不可能ですから、そういう機会をぜひ活

かしてほしいです。

自分なりの答えを見つけ出す

喜びを求め、大学院へ　　　

山本

▲

太田さんは、途中まで就職活動もされていました

が、大学院へ進学しようと進路を決定されました。その

きっかけや、その中で大変だったことなどがあれば教えて

いただけますか？

太田

▲

私はインターンシップに参加してはいましたが、４

年生の４月には大学院を志望しました。大阪大学の大学院

に進学する決め手になったのは、第一に研究テーマに合っ

た教授がいたことと、私の所属する篠原ゼミの OB が多い

ということでした。私は５月から試験勉強を開始したので

すが、大学で教員免許の取得も目指していたので、６月に

教育実習を１ヶ月挟んで７月から試験勉強を再開しまし

た。試験のあった８月下旬までは、朝９時に図書館に行っ

て夜の10時に帰るような生活を送っていて、かなりハード

でした。「研究職に就きたい」と思ったのは、篠原ゼミに

入ったことがきっかけです。大学３年生の11月に、中国人

民大学との対抗ゼミで論文を書きました。その作業はすご

く大変で、自分がまだ内容に納得できていないまま篠原先

生に相談したところ、「論文発表の当日まで頑張ることが

できたら、二流にはなれる。途中で投げ出す人間は三流以

下だ」と言われ、その言葉が胸に突き刺さりました。すご

くキツい言葉ですが、その中には優しさがあって、「僕も

そんな生き方がしたい。篠原先生みたいな研究者になりた

い」と思いました。論文を書くことで、「０の苦しみ」も

味わったけれど、「自分なりの１を目指す楽しみ」も味わ

うことができたので、大学院に進学しようと思いました。

山本

▲

太田さんは学生時代にいろいろなことにチャレンジ

されていますが、ゼミの論文発表で篠原先生に掛けられた

言葉に奮起したということですね。ちなみに、まわりに就

職活動を終えている人が多い中で、自分は勉強しなきゃい

けないという状況は大変ではありませんでしたか？

太田
▲

経営学専攻に進むので、新しい勉強を始めなければ

ならなかったし、外部受験になるので試験自体を突破する

のも難しかったです。でも、勉強することは好きだし、集

中する時はして、家に帰ったらゆっくり休んでといったメ

リハリのある生活ができていたので、それほどつらくは感

じませんでした。要は気の持ちようです。自分が「これ

だ！」と思うことをしていれば、それがつらいことであっ

ても乗り越えていけるんだと思いました。

徹底的な自己分析を経て、

「自分の軸」が見つかった

山本

▲

平田さんは、就職活動の中で努力されていたことや

心がけていたことはありますか？

平田

▲

私は３年生の12月から就職活動を始めましたが、最

初の頃は何をすればいいのか全くわからない状態だったの

で、空き時間があればとにかく企業説明会などに参加し

て、いろいろな会社を知ろうと動いていました。その中で

エントリーシートの準備もしなければならなかったので、

自己 PR の文章をゼミの先輩に添削してもらったりもしま

した。１月頃は、いろいろな人に就職活動のやり方を聞い

ていたのですが、それぞれに全然違う答えが返ってきて本

当に悩みました。中には「自分を取り繕ってやりなさい」

という意見もあり、自分の中でどの答えも今一つしっくり

こなくて、「どうしたらいいんだろう」と毎日思っていま

した。そんな中、パソコンでたまたま見つけたブログに、

「人に流されて就職をするな」「自分の考えを持ってやり

なさい」と書かれていて、ハッとしました。また、そこに

は「ノートを書きなさい」とも書いてあったので、就職活

動中の１月から６月くらいまでは、思ったことを書き綴る

ノートを５冊くらい作りました。内容は、普段自分が感じ

たことや、これまで頑張ってきたことなどを細かく書き出

していく感じです。すると、書いているうちに「自分はど

ういう人間で、これからどういう仕事に就いたら頑張れる

平田 奈々絵 さん
経済学部４年次生
竹廣ゼミ所属
株式会社キューブ内定

宮本 大 氏
経済学部准教授
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のか」がわかってきて、それからは就職活動が楽しくなり

ました。

山本

▲

実際にいろいろな企業を受けていたと思いますが、

最終的に「この会社に行きたい！」と思ったポイントはど

こだったんですか？

平田

▲

いろいろとノートに書き出してみると「自分はスト

レスがかかった時にエンジンがかかる」ということがわか

りました。「つらい！悔しい！」と感じるとすごくやる気

が出るので、これからもそういう点を活かして仕事をして

いきたいと思い、一人ひとりの責任が大きな比較的企業規

模の小さい会社を選ぶようにしていました。そこに自分の

興味のあるネットや広告などの要素をプラスしていくと、

どんどん会社が絞れていった感じです。最終的に内定先の

企業に決めたのは、自分に負荷がかかると同時に、まわり

の方々も一生懸命に取り組んでいるような環境だったか

ら。企業訪問をした時に社長さんから企業風土のお話を

伺って、「ここは自分に合っている」と思ったので決めま

した。

新たな気付きにつながる情報は、

近くの人より遠くの人から 　　

山本

▲

では、宮本先生や大黒さんからも就職活動に関し

て、または学生生活の過ごし方についてコメントいただけ

ますでしょうか。

宮本

▲

平田さんのお話には、いくつかポイントがあると思

います。１つは、いろいろな人から情報を集めたからこ

そ、最終的に「自分なりの方法」に行きついたというこ

と。情報は広く集めて、その中から自分に合うか合わない

かを精査していくことがポイントだと思います。ただ、そ

の中で注意していただきたいのは、自分の身近な人からは

あまり有益な情報は入ってこないということ。なぜなら、

自分と近しいネットワークの中で情報を集めると、自分と

似たような価値観からの情報しか入ってこないので、そこ

から新しいブレークスルーはなかなか生まれないからで

す。接点があまりないけれど、共通の友人を通じての知り

合いのような人から話を聞いたりすると、自分がこれまで

全然気付かなかったことに気付かされることがあります。

とりわけ転職や就職活動には、そういった浅いつながりを

通して入ってくる情報が非常に重要だったりします。平田

さんは人づてだけでなく、IT ネットワークから情報を入

手されていますが、それまで自分が考えつかなかった視点

が大きなヒントになっているわけで、多くの情報を集めて

そこから新しい発想を得ることは非常に重要だと思います。

山本

▲

大黒さんはいかがですか？

大黒

▲

確かに迷っている学生さんは、まわりにずっと相談

して、まわりの価値観ばかりで動いてしまって、結果迷い

続けることになってしまっている。そんな場合は、「イン

ターンシップや企業説明会に行って、“自分が知らない企

業”の人に話を聞いてみたら？」というアドバイスを保護

者の皆さんからしていただければいいのではないでしょう

か。そうすると全く異なる価値観を見出して、案外スムー

ズに次につながるかもしれません。お話を伺うと、二人と

もすごくストイックで感心しました。それはキャリアを築

くためには大切なことです。具体的な夢があるならそれを

目指してどんどん勉強すればいいと思います。ただ、努力

する以上はストイックにやらないと、絶対に合格しない

し、おそらく頂点にも到達できないでしょう。先ほど、公

務員試験と民間企業の併願ができないという話をしました

が、寝る時間を惜しんで必死に努力すれば、目指せない話

ではありません。朝は官公庁の面接に行って、昼は企業の

面接に行って、帰ってきたらまた勉強をしてという生活を

すればいいという話なので、やろうと思えばできます。た

だ、両立するのが去年の先輩よりも大変という話です。

最後にお伝えしたいのは、「就職」と「就社」のどちらが

自分に合っているのかをよく考えてみるということです。

例えば、太田さんのように先生や研究者になるのは「就

職」で、平田さんのように会社を選んで入社するのは「就

社」です。知識や技術を身に付けてエキスパートとして働

きたければ「就職」すればいいし、自分に合う企業が見つ

かり、そこで自分なりの目標を目指すなら「就社」すれば

いい。保護者の皆さんは、お子さまに目指すものがあるよ

うなら背中を押してあげてください。また、もしまだ自分

なりの就職活動を見い出せていないようでしたら、「普段

は話さないような人たちの話を聞いてみたら？」とアドバ

イスしてあげるといいと思います。

山本

▲

ありがとうございます。私もお二人の行動力はすば

らしいと思いました。太田さんは OB 訪問もたくさんされ

ていますし、平田さんはブログの著者の方にも実際に会い

に行って話を聞かれていますので、そこから新たな道が見

えてきたということがあるのだろうと思いました。

山本 しのぶ 氏
キャリア・バリューズ
キャリアカウンセラー
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自分の意志を尊重してくれ、

支えてくれた両親に感謝 　

山本

▲

では最後に、「保護者との関わり」についてお聞き

します。ご両親とどのように関わって、どんなことがうれ

しかったのか、また、反対に困ったということもあれば教

えてください。

太田

▲

私の両親は自由放任主義で、就職活動に関してもあ

まり口を出したりアドバイスすることはなく、静かに見守

るという感じでした。大学院に進学すると決めた時も、否

定的な言葉はなくただうなずいて、背中を押してくれるよ

うな両親です。そして合格した後に、「実はちょっと心配

だったんだよね」と言うような。そんな変わった両親で

す。それでも、「両親が自分のことを想ってくれている」

と心のどこかで思えているので、心強かったし、安心して

勉強にも打ち込めました。両親への感謝の気持ちを持ち続

けて、今後も研究者としての人生を全うできたらと思いま

す。

山本

▲

多くの言葉はかけずに、後ろからしっかり見守って

応援してくださっているというのが太田家の方針なのです

ね。平田さんはいかがでしたか？

平田

▲

両親との関わりで良かったことは２つあります。１

つ目は、家が自営業なので働く姿を見て育ったというこ

と。実家は写真館を経営しているのですが、両親は休みが

なかなかとれない中でも、愚痴を言ったり疲れた姿を見せ

たりすることがなかったので、私は仕事に対してマイナス

のイメージを持つことなく育ちました。２つ目は、最終的

な進路を自分自身で決めさせてくれたこと。就職活動を始

めた時には両親から、「女性が働きやすいところに行きな

さい」とか、「人気の企業の方がいいんじゃないの？」と

か「九州に戻ってきなさい」とか、たくさん言われました

が、結果的には私の意志を尊重してくれて、応援してくれ

たので、その点はすごくうれしかったです。

山本

▲

平田さんはご両親と頻繁に連絡を取り合っていたと

いうことですが、かけてもらった言葉などで心に残ってい

ることはありますか？

平田

▲

実家が写真館なので、証明写真は自分の家で撮りま

した。その写真が下宿先に送られてきた時に、「いいとこ

ろに決まりますように」というメモが同封されていて、と

てもうれしかったのを覚えています。

山本

▲

素敵なエピソードですね。保護者の方の関わり方に

ついて、宮本先生、大黒さん、何かあればお願いします。

宮本

▲

お二人のお話を聞いて、自分の子どももこんな風に

育ってくれたらいいなと思いました。お二人とも、ご両親

が見守ってくれたからこそ自分で考え決定する力が身に付

き、自立につながったのだと思います。お子さまを信じて

見守ってあげるのが、親のひとつの役割なのだと思います。

大黒

▲

私もお二人がストイックに目標に向かって進まれて

いる姿を見て、うちの子もそんな風だったらいいなと思い

ました。実は最近、親として失敗したと思うことがありま

して。進学する大学を決める際に、本人が行きたいという

大学を、親の価値観だけで、理由も聞かずに強く反対した

結果、息子が、「ダメなら大学に行くのもやめるし、家を

出ていく」と言い出したのです。あとから理由を聞いてみ

ると、息子なりの考えがあったことがわかり、ちゃんと話

を聞いてやらなかったことを深く反省しました。親として

の思いはありますが、最終的には本人のやる気で決めさせ

るしかないと思います。親は、あまり自分の考えばかりを

押し付けず、子どもの話を聞くべきだと思います。

山本

▲

ありがとうございます。では、最後に学生さんお二

人に、本日の感想や保護者の方へのメッセージを伺いたい

と思います。では、太田さんお願いします。

太田

▲

大学４年生の11月に自分の大学生活を振り返る機会

を得られたことは自分にとってとても有意義な経験でし

た。そんな機会を与えてくださった多くの方に感謝したい

と思います。また、自分の決断を信じて、常に背中を押し

てくれた両親にも感謝の気持ちを伝えたいと思います。本

日はありがとうございました。

平田

▲

私もこんなに多くの方々を前にお話する機会は初め

てでしたが、すごく楽しかったです。就職活動を通して両

親が心配してくれていることはわかっていたのですが、わ

からないことはそっとしておいてほしかった部分もありま

す。やっぱり自分の道は自分で考えさせて決めさせてほし

いと思います。本日はどうもありがとうございました。

山本

▲

本日のお話が保護者の皆さまのご参考になりました

ら幸いです。本日はどうもありがとうございました。
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株式会社リクルートキャリア

就職ジャーナル

大黒 光一 編集長

大黒編集長に聞く、就職活動の一問一答。
講演会後に寄せられた保護者の皆さまからのご質問に、

大黒さまからご回答をいただきました。

【就職説明会】質問コーナー

Q 子どもが卒業後に海外留学を考えているのですが、
　　就職では新卒扱いではなくなり、
　　不利になるのでしょうか？

A 卒業後の留学や大学院進学は、明確な目的があり、そ

れに本気で取り組んでいた場合、採用で不利になることは

ありません。そもそもこのたびの就職活動のスケジュール

変更は、夏休みに帰国することの多い留学生が不利になら

ないようにするためのもの。延命措置としての大学院進学

はおすすめできませんが、自信を持って語れる知識や経験

を積んでおけば、面接官にもその熱意が伝わると思います。

Q 新しい就活スケジュールでは、
　　民間企業と公務員の併願は不可能ですか？

A 新スケジュールでは民間企業と公務員試験の最終面接

の日程が重なり、併願は難しいというお話をしました。残

念ながら国家公務員Ⅰ種は上記のスケジュールですが、多

くの地方公務員の試験日程はまだ決まっていない状態です。

「日程が重なるなら試験を３回実施する」という県庁もあ

り、まだまだ流動的な状態ですので、併願をお考えなら志

望する官公庁の試験日程をお調べになるといいと思います。

Q 大学の成績は、採用に影響しますか？

A 文系に関しては、成績が採用に影響した例はほとんど

報告されていません。しかし、理系や大学院に進学した学

生は専門職に近い採用になりますので、専門分野の成績が

かなり重要になります。また、スポーツをしている学生は、

それに全力で打ち込み、その成績を上げていれば、就職活

動もスムーズに進むと思います。要は勉強もスポーツも手

を抜かないこと。それは企業にとって入社後の働くイメー

ジにつながり、強いアピールポイントになります。

Q Ｕターン就職の現状についておしえてください。

A 帰省するのに費用がかかるＵターン就職ですが、企業

側はその打開策として、インターネット上の Skype（ス

カイプ）などを使って説明会を開催する動きを始めていま

す。また、同志社大学では、県と大学が提携し、提携先の

県の企業セミナーを学内で開催しています。キャリアセン

ターにはＵターン就職に関する資料が揃っていますので、

ぜひ活用されることをおすすめします。

Q 先輩とのつながりは就職に有利ですか？

A 断然有利だと思います。学生は説明会などでよく人事

担当者に話を聞きに行きますが、人事は広報部門にあたる

ので、なかなか本音は言ってくれません。その点、OB・

OG からは社会人の先輩としてのリアルな話を聞くことが

できます。就職活動では OB 訪問を積極的に行い、たくさ

んの社会人の声を聞いて、自分の「働き方」の参考にして

ください。

Q 「見た目が９割」という話がありますが、
　　就職活動にもあてはまりますか？

A 見た目を重要視する企業はあります。しかし、面接を

含めて、見た目はコミュニケーションのひとつです。皆さ

まのお子さまが、面接に際してどれだけ身なりを整えるか、

それはその企業に向けて誠実さや真剣さを伝える大切なポ

イントですので、挨拶や所作を含めて、相手に好印象を与

える姿勢で臨めばいいと思います。

Q 最近の就職活動は、
　　人間味に欠けているように感じるのですが…。

A エントリーシート等で、面接までのハードルが高くなっ

ていることは事実ですが、人間性を重視する企業ももちろ

んたくさんあります。特に日本の企業には人事異動がある

ので、人間関係がうまくいくかどうかはやはり重視される

のです。ただ、その企業に入りたいがために、自分を偽る

必要はありません。入社後お互いに不幸になることにつな

がりますし、SPI や適性検査ではすぐに見破られてしまい

ますから。自分が会社を選ぶくらいの姿勢で対等に向き合

いましょう。

Q 「育ててくれる企業かどうか」を
　　見極めるポイントをおしえてください。

A この見極めはとても難しいですが、ひとつの方法とし

ては、気になる企業があれば OB・OG 訪問をしたり、イ

ンターンシップに参加したりして、その企業の雰囲気をつ

かむことをおすすめします。それらを通して企業との相性

を探り、「この企業に入りたい！」と本人が納得すること

が大切ですので、ぜひ就職活動ではできるだけ多くの企業

や社会人に接する機会を設けるといいと思います。
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　「就職ってなんだろう？」という素朴な疑問から、この活動は始まりました。メンバーは８人、全員が

一年生です。まだ就職について右も左もわからない私たちは、まず一年生の時から職について考えるキッ

カケが必要だと考えました。

　近年、社会では雇用のミスマッチという問題が叫ばれています。新卒者の３年以内の離職率が32.4％（2011

年　厚生労働省）となっているそうです。私たちは、この数字を聞いて驚きました。そして、この離職率

の高さの原因は、将来像が漠然としている状態で就職活動を迎え、安易な考えで仕事を選択してしまって

いるからではないか、と考えました。

　今回の活動の一番の目的は、一年生のうちから職に

ついて知るということです。そして、自分のやりたい

ことを見つけ、将来像を明確にすることが重要だと考

えています。そうすることで、今後の大学での学び方

やインターンシップ、就職活動への態度も変わると思

います。

　私たちの具体的な活動内容ですが、流れとしては、

アンケート→企業開拓→企業体験→成果報告会となっ

ています。

　最初に、同志社大学の学生に対し、アンケートを用

いて就職活動や将来についての意識調査を行いました。

経済学部１年次生　平
ひら

松
まつ

 雅
ま

矢
や

2015.1.14

■動機

高校生まで、学びは受験の為→大学入学がゴール

しかし ・・・ サークルやアルバイト先の３・４年生の先輩たちは、

就職活動のために右往左往している。就きたい職が見つけられない人もいる。

社会人0.5年生の「職」発見 ‐大学１年生が検証する。本当に良い会社とは有名大企業のことなのか？‐

大学に入学すると、一旦目標がなくなる。

１、２年生はゼミやサークルなど、学校生活を謳歌したい！

→就職活動のことは、３・４年生になってから考える。

3年生になってから就職について考えるのでは遅い！

１・２年生のうちに職について知るきっかけが必要！

１

課外における在学生
の取り組み

社会人0.5年生の　　
「職」発見
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調査をする際は、各メンバーがノルマを決めて、各々

が20～30人に調査を行うことができました。さらに、

ゼミの担当教員にもアンケートの協力を依頼して、合

計で500枚以上のアンケートを集めることができました。

良い職とは何か？という質問では、安定している傾向

がある仕事や、高収入・福利厚生が充実している仕事

と回答している人が多かった。また、やりがいがある

仕事と回答している人も少なくありませんでした。し

かし、「やりがい」と回答していても、将来の夢はあ

りますか？という質問に対しては「ない」と回答して

いる人が大半を占めていることがわかりました。

　次のステップとして、アンケートの集計結果から、学生が興味を持っている業種を調査して、その業種

の中で企業を開拓しています。学生から人気の高い業種は、メーカー、次いで金融であることがわかりま

した。大阪府の協力を得て、私たちが企業の候補を選択し、企業へ直接アポイントをとって訪問すること

が可能となりました。現在は企業開拓を進めている最中ですが、１社から企業体験をさせて頂けることに

なりました。目標は中小企業５社、大企業５社から体験を受け入れてもらうことです。

　企業体験は春休み期間に行います。ここで、私たち

が思っている企業のイメージと実際に体験してみての

感じ方が、どのように異なるのかを確かめたいと思っ

ています。また、良い職とは何か？という問いについ

ても考えを深めたいと考えています。

　最後に、私たちが体験してきたことを学生の皆さん

にお話しすることを予定しています。この報告会は３

月下旬と４月を予定しており、４月の報告会では新入

生の皆さんにも聞いてもらいたいと考えています。そ

こで興味を持ってくれた学生と一緒にこの活動を継続

することを目標にしています。

8

社会人0.5年生の「職」発見 ‐大学１年生が検証する。本当に良い会社とは有名大企業のことなのか？‐

■2014年度のスケジュール（活動モデル）
2015.1.14

2014.10 2014.11 2014.12 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4

チームビル
ディング

アンケート
調査

アンケート
調査

アンケート
集計

企業研究
アポ取り

企業研究
アポ取り

報告会告知 報告会告知

企業見学・体験 企業見学・体験

社会人基礎力
育成グランプリ

報告会
新入生向け
報告会

5

社会人0.5年生の「職」発見 ‐大学１年生が検証する。本当に良い会社とは有名大企業のことなのか？‐

■活動目標

大学１年生から、世の中にある 「職」を知る仕組みを作る。

大学1年生

就職までの流れ

職を知る インターンシップ等 就職活動

会社を知名度や企業規模で選ぶのではなく、自分の課題ややりたいことで職業を選ぶ。

1年生で知ることができれば、その職業に就くためにするべきことをする時間ができる。

→  自分のやりたいことを1年生のうちに発見することで、大学での学び方やインターンシップ、

就職活動の仕方が変わる。

大学2年生 大学3年生 大学4年生

その結果、雇用のミスマッチの解消につながる。

インターンシップ等

就職活動職を知る

将来について考える

（今まで）

2015.1.14
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Overseas internshipOverseas internship

海外インターンシップに参加して
―ホリバ・ヨーロッパ社―

経済学部３年次生　杉本 愛

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　私はドイツのホリバ・ヨーロッパ社で２週間のインターンシップに参加さ

せていただきました。私が今回のインターンシップを志望した理由は２つあ

ります。１つは日本の技術の詰まった自動車産業に幼いころから興味を持っ

ていたこと、２つ目は２年生の秋学期のオーストラリアへの留学の経験から、

海外で様々な人々と関わりながら日本の製品を世界に広めることに憧れを抱

いたことです。今回のインターンシップで英語を使って実際の業務を体験す

ることで自分の将来のビジョンをより明確に掴むことができるのではないか、

と感じたため応募しました。

　ホリバ・ヨーロッパ社では、１週目はオーバーウルゼルオフィスで会社案内や工場見学、プロジェクトマネジメント部

や営業・マーケティング部などで研修を行い、２週目はダルムシュタッドオフィスで研究開発部や生産ライン部、マーケ

ティング・コミュニケーションサポート部などを回り、最終日には成果報告として英語で20分間のプレゼンテーションを

行いました。全部で７つの部署を回り、実際に業務を体験することを通して、それぞれの部署の業務の流れや、部署間の

関わりなどを学ぶことができました。また、現地の方々とできる限り多くのコミュニケーションが取れるような業務がし

たいという私の希望を叶えていただき、ドイツ人社員の方に出荷や納品の日程のヒアリングをしたり、イタリアの営業の

方へ受注見込みをヒアリングするといった実践的な業務をさせていただき、海外で働くイメージを掴むことができました。

　インターンシップ期間中は、研修中とプライベート両方で海外で働く社員の方々やドイツ人社員の方々と多くの会話す

る機会を与えていただきました。こうした会話の中で、日本人社員がドイツと日本の本社とを繋ぐ架け橋のような役割を

担っている、というお話を聞くことができました。海外で働きたいと考えていた自分にとって、現地の日本人社員の役割

を知ることができた点が自分の将来の働き方のビジョンを掴む上でとても参考になったと思っています。また、海外で働

く上でのやりがいや意義などの生の声も聞くことができ、将来海外で働きたいという思いをより一層明確にすることがで

きました。

　今回の海外インターンシップを通して、学生生活ではできない貴重な体験をすることができ、多くのことに気付くこと

ができました。これらの経験は自分の将来を考えるうえで非常に有意義なものであり、これからの就職活動を考えるうえ

で一つの大きな軸になったと感じています。

　今後海外インターンシップを希望される後輩の皆様には、海外で業務が体験できるというこの貴重な機会を活かして、

ぜひ積極的に自分の意見、希望を伝えて、多くのことを吸収していただきたいです。

　最後になりましたが、このような素晴らしいプログラムに参加する機会を与えてくださった堀場製作所、ホリバ・ヨー

ロッパ社の皆様、同経会の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。

海
外
で
、
企
業
の

現
場
を
体
験
す
る
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Overseas internshipOverseas internship

海外インターンシップに参加して
―みずほ銀行デュッセルドルフ支店―

経済学部３年次生　立石 宗一郎

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　今夏、みずほ銀行デュッセルドルフ支店で２週間のインターンに参加させ

ていただきました。この度、私がみずほ銀行へのインターンシップに参加し

た理由は２つあります。まず１つに、私が大学で金融のゼミに所属しており、

座学で学んだ金融と実務としての金融はどのように違うのか知りたいと考え

たからです。２つ目は、海外で働く機会が増えた現在、海外で働くとはどの

ようなことなのかを経験したいと思ったからです。

　デュッセルドルフ支店は日本にある支店とは異なり、銀行業務に関する多

くの課があります。インターンシップではそれらの課の方々に、講義形式で

銀行業務についてご指導頂きました。最初の週には、企画課と営業課の講義

がありました。企画課で格付業務を体験し、営業課では事前課題である欧州経済に関する発表や営業課の業務の説明を受

けました。

　２週目は、CCR 課、資金課、LCD、主計課、総務課などの方々にご指導頂きました。それぞれの課の方に業務内容や仕

事に対する姿勢を教えていただき、銀行業務に対する理解を深めるとともに、仕事に対する意識を考える良い機会となり

ました。最終日には課題発表を行いました。その課題とは、ある企業の格付や決算書をもとにその企業の将来性や安定性

を分析し、今後、融資を継続すべきか否かを述べるというものでした。そこで数字ではなく理由を追うことで、論理的に

筋道立てて説明する力が身についたと思います。

　今回、インターンシップで自分の今まで身につけてきた経済や金融、会計の知識を活用することができた一方で、自分

の語学能力の低さを痛感しました。デュッセルドルフ支店で働くドイツ人行員の多くは日本語を話すことができません。

そのため英語やドイツ語の能力が必要になります。ドイツ人行員の方に講義をしていただくときには、やはり英語でのコ

ミュニケーションが必要となりました。また、英語で説明をしなければならない場面もありました。自分の語学能力不足

のため言いたいことが言えない、聞きたいことが聞けないというもどかしい気持ちを味わいました。今後も英語を勉強し

続けて行く必要性を痛感しました。

　後輩の皆さんも是非、この海外インターンシップに参加して欲しいと思います。実際に海外で働いている方々と同じ職

場で過ごし、業務を体験することができる貴重な機会です。この機会を活かして、仕事に対する理解を深めて欲しいと思

います。

　最後になりましたが、この度は海外インターンシップという貴重な経験をさせていただいたみずほ銀行デュッセルドル

フ支店、同経会、同志社大学経済学部の皆様に心から感謝いたします。このインターンシップでは銀行業務の理解だけで

なく、社会人としての姿勢や海外生活について学び、仕事に対する理解を深めることができました。この経験を今後の就

職活動や大学生活で活かして行きたいと思います。
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　今夏、ダイキンヨーロッパ N.V. のベルギーブリュッセルにあるオフィス

にて、２週間インターンシップを経験させて頂きました。海外インターンシッ

プに参加した目的は２つあります。１つ目は、ゼミで開発経済を学ぶにあた

り、途上国に有益な製品を提供することにより経済発展に貢献する BOP ビ

ジネスを知りました。それに関連し、日本らしさを生かしながら世界各国の

ニーズに応えるグローバル製造業の魅力と情熱に触れる事。２つ目は、留学

や旅行、大学プログラム等でアジアからアフリカまで様々な国を訪れた経験

から将来働く際も海外と繋がっていたいという強い思いがあった為、現地社

員の方々がどのように日本と世界の架け橋となっているかを、現場で働く事によって学びたいと思ったからです。

　初日には会社紹介、長期経営戦略、製品等を教えて頂きました。２日目のオステンド工場見学では、日本のモノづくり

をどう工夫すれば現地に浸透させる事が出来たのか、現場の最前線で経験を積んだ技術者の方からお話を聞き、企業の海

外展開の歩みを知った大切な経験となりました。３日目からワークが始まり、最終日には報告会として英語でプレゼンテー

ションをしました。ワークに関しては営業本部にて、高性能商品の販売促進活動を学びました。ポーランド人の方から課

題を与えられ、サポーターとして日本人の方も専任でついて下さいました。様々な国籍の方々と同じ環境で、コミュニケー

ションを取りながら英語で業務を進めました。マーケティング４Ｐの中の Priceと Promotion に携わらせて頂きました。Price

に関しては、他社と自社の７年間の平均売価変動を図に表し、傾向とその理由を経済状況や国の特徴等の背景からリサー

チし提言しました。また欧州６カ国の見積もりの表を作成し、発見した事と理由予測を明示した後に見えた各国の強みと

弱みに対するアプローチを提案しました。そこで現状を把握し何が出来るかを考え、アウトプットするという大学授業に

も共通する学びの姿勢は社会に出ても生きるのだと思います。また Promotion として作成した英訳資料を３カ国合同会議

にて実際に使って頂き、テレビ会議にも同席させて頂く等、実務に繋がる多くの機会を作って下さいました。

　今回のインターンシップは将来に対する視野を大きく広げてくれ、世界に飛び出し新たな考えを得る大切さを教えてく

れました。人生において人と人との繋がりを大切にしたいという私の思いが、現地社員の方々と働きプライベートでもお

話をさせて頂く中で、日本と海外で多くの人を巻き込みながら、繋がりを形成できるような人になりたいという夢に変わっ

たからです。現地でのビジネスで、英語はツールにすぎず、どれだけ真剣に何を伝えるかの方が重要だと感じました。そ

うする事で社員の方々はいつも真摯に向き合って下さいます。海外で働く事への興味と熱意があれば、是非自分の可能性

を信じて挑戦して頂きたいと思います。最後になりましたが、ダイキン工業の皆様、ダイキンヨーロッパ N.V. の皆様、同

経会の皆様、関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。この貴重な経験と沢山の素敵な方々との出逢いをずっと大切に

したいと考えています。

Overseas internshipOverseas internship

海外インターンシップに参加して
― Daikin Europe N.V. ―

経済学部３年次生　安藤 里奈

海外で、

 企業の現場を

　体験する
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Overseas internshipOverseas internship

海外インターンシップに参加して
― Daikin Europe N.V. ―

経済学部３年次生　佳山 林倭己

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　ダイキン工業株式会社のインターンシップに参加するにあたり二点の志望

動機を掲げていました。一点目に学生時代の経験がどのように仕事につなが

り、さらに現時点で自身がどこまで通用するか知ることです。私は学生生活

を、入学当初から続けている人力車の車夫のアルバイトと、海外渡航に力を

入れて取り組んできました。それらを通して学んだ事が実際にグローバルな

環境でどう活きるのか知ることで、自分の強と弱みを社会に出る前に自己分

析ができればと考えていました。二点目は、真のグローバル人材とはどうあ

るべきか、海外インターンシップを通して自分なりの答えを見つけることで

した。私は半年間の留学と三度にわたるバックパッカーとしての旅を終え、それぞれの国が全く違った経済状況、環境に

あり、そしてそれにともなった需要が存在するのを目と肌で感じてきました。実際にはどういった人材がそこで活躍して

いるのか、世界全域30ヶ国以上の国に基盤を持ち空調業界トップの業績を持つダイキン工業株式会社の企業の競争力の源

となっている“人”から学ぶことにより答えが見つかると考えました。

　インターンシップとしては、渡航期間は二週間で最初の２日間は企業・製品説明や工場見学の時間をいただき（渡航前

の事前準備として日本の本社でも大まかな会社の概要と製品説明を学ぶ機会がありました）、三日目以降は任された業務

に従事し最終日の役員の方々へのプレゼンに備えるという形でした。私は EU Marketing 部門に配属され、資料整理とヒ

アリングを中心に最終日にアウトプットできるようにしました。

　私の中でこのインターンシップの成果としては大きく二点あります。一つ目に、実際にグローバルな職場で働く経験が

できたことです。上手く行かないことだらけでしたが、それを逆に自分の中にこれからの明確な課題として落とし込むこ

とができました。二つ目に、志望動機にもあった“グローバル人材とは”という答えのアイデアを見つけることができた

ことです。グローバルに働くという事はただ外国語を使いこなし海外に出て仕事をするのでは無く、固定観念を捨て、常

に探究心と向上心を持ち行動することで、地域それぞれのニーズを引きだしそれに答えた価値を提供できるという事だと

感じました。

　来年度参加を考えている学生に対するアドバイスは特にありません。ただこの海外プログラムを含め、他企業の国内イ

ンターンシップにも是非たくさん参加して欲しいと思います。インターンシップは就活前に自分の今まで辿ってきた道を

思い返し、将来のキャリアについてじっくり考えることのできる貴重なチャンスです。そうすれば自然と自分が今何をす

べきか浮かび上がってくると思います。

　最後になりましたが、このような大変貴重な機会を与えてくださったダイキン工業株式会社の皆様、同経会の皆様そし

てプログラムに関わっておられるすべての方々に深く感謝いたします。どうもありがとうございました。
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Overseas internshipOverseas internship

海外インターンシップに参加して
―上海近兄貿易有限公司―

経済学部３年次生　邱 航

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　私は、2014年の夏休み期間である８月20日から９月２日の２週間、近江兄

弟社上海社―上海近兄貿易有限公司でのインターンシップに参加しました。

　私は中国から来た留学生です。「なぜ中国人なのに、上海のインターンシッ

プに参加したのですか」と聞かれる人がいるかもしれません。私は確かに中

国人ですが、高校卒業した後、すぐ日本へ来ました。「中国市場はどういう

ような形なの」と聞かれたら、「わかりません」しか答えられません。今回

上海に行き、初めて大人の目で中国市場を見ることができました。さらに、

私は勉強を中心に日本での生活を経験するために日本に来たので、中国市場

よりも日本市場の方が詳しいです。そして、私は確かに中国人なので、中国人の目で中国市場を見る能力があり、中国市

場と日本市場の違いを早めに見つけるかもしれません。

　私が今回海外インターンシップに参加した理由は三つあります。一つ目の理由は近江兄弟社の知名度が高く、自分自身

化粧品に興味があるからです。二つ目の理由はウィリアム・メレル・ヴォーリズ精神です。三つ目の理由は就職活動に向

け自分の社会経験を積みたいからです。

　上海行く前に、日本での事前研修と店頭訪問を行いました。事前研修は、滋賀県近江八幡市近江兄弟社本社で行いまし

た。会社概要、商品種類、販売流れ、売上要素など、様々な知識を教えてくれました。そのあと、中国市場との違いを知

るため、日本の薬局、ドラッグストアなどを訪問し、店の雰囲気、陳列状況、商品

動向の考察を行いました。

　今回の研修内容では、現地スタッフに同行して代理店訪問、小売店頭訪問などを

実施し、更に魅力あるスキンケア商品開発のため、展示会に行き、工場見学を行い

ました。上海社の責任者である副経理さんは日本人ですが、他の社員さんは全部中

国人です。私も中国人なので、期間中の小売店訪問や日系企業訪問など業務は問題

がありません。来年、近江兄弟社上海社インターンシップに興味を持っている後輩

がいれば、社員さんはみんな親切なので、日本人も怖がらないで、頑張って参加し

てください。上海では展示会が多いです。行ってみると、新しい商品やアイデアを

簡単に見つけることができますし、本当に勉強になりました。近江兄弟社は上海に

工場もあり、最後の日に見学に行きました。

　インターンシップは２週間ですが、週末は休みです。昼食や夜食を副経理さんと

一緒にいただき、週末は観光に行きました。私は上海に行くのは初めてです。２週

間インターンシップは勉強だけでなく、初めて社会を経験したり、中国市場と日本

市場の違いを学びました。また、友達を作ったり、旅行をしたり、本当に楽しかっ

たです、近江兄弟社のみなさん、大変お世話になりました。苦労したことは、化粧

品に関する知識が全然なく、みんなに迷惑をお掛けしたかもしれません。

　今回のインターンシップを通して、化粧品に関する知識はもちろん、現状に基づ

き、商品を開発する理念も身に着けるようになりました。特に輸入品を輸入し、販

売するときは、国情に基づかなければなりません。

　今回勇気を出し、一歩前に出ましたが、将来も様々なことを頑張り、挑戦したい

と思います。近江兄弟社の皆様、同経会の皆様、心より感謝いたします。
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Overseas internshipOverseas internship

海外インターンシップに参加して
―英国 SMBC日興キャピタル・マーケット会社―

経済学部３年次生　李 漢卿

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　私はこの夏 SMBC 日興証券株式会社の海外拠点会社英国 SMBC 日興キャピ

タル・マーケット会社で、約２週間のインターンシップへ参加させていただ

きました。私が今回海外インターンシップを志望した理由は大きく２つあり

ます。１つ目は自分の能力を試したかったからです。自分がこれまでに身に

着けた知識を実践の場で活かしたいと思いました。また、中国から来た留学

生ですので、外国語としての英語と日本語を使って現地の人とコミュニケー

ションすることも希望しました。２つ目は自分自身を成長させたいと思った

からです。普段の大学生活では味わえないことを体験したいと思いました。

たとえば、仕事現場の雰囲気を肌で感じてみて、現場で金融に関する知識を

もっと勉強したいですし、インターンシップを通して実践経験を積みたいと

考えました。自分に欠けているものを見つけて、社会人としての自分の見識を広げることを希望しました。

　今回のプログラムは２つ部分に分かれています。事前研修とロンドンのインターンシップです。事前研修は主にロンド

ンのインターンシップの準備として８月18日から19日までの２日間に東京本社で行いました。具体的には ECM や DCM に

関する講義などを受けました。それに、PC 研修と英語面接などの実践的な練習もありました。ロンドンでのプログラムは

８月26日から９月５日までの約２週間です。１週目はオリエンテーションをはじめ、各部門の部門紹介、実務見学と London 

Cityの見学などです。２週目は主に M&A の課題についてのプレゼンテーションの準備です。最後の日にプレゼンテーショ

ンをします。１週目に経験した部署は Planning, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, Compliance などでした。各

部署の紹介と実務見学を通して、英国 SMBC 日興キャピタル・マーケット会社について全般的に理解を深めました。２週

目は M&A 部門に属して、主に M&A の知識を勉強し、M&A のシミュレーション課題を完成するために準備しました。課

題のテーマはクロスボーダー M&A の過去事例をもとに、買い手側に就任したことを想定して、日本企業によるヨーロッ

パ企業の買収案件をシミュレーションすることです。今回の課題から勉強したことは、M&A は答えのない仕事です。１

つのストーリーを完成するにはどんなデータを必要になるのか、現状分析でどんな結果が出るのかが最後の結果に大きく

影響を与えています。また、仕事に慣れるまでが大変です。投資銀行部門で働くと、パソコンを使うのが普通のことです。

新しいソフトウェアなどに慣れるまで時間がかかると気づきました。反省事項については専門知識の不足です。事前準備

をしましたが、やはり足りないと気づくことができました。また、言語力も不足と感じました。自分が聞きたい質問がう

まく表現できませんでした。海外経験の豊富な社員と接する機会がありましたが、その機会を十分に活かすことができま

せんでした。

　事前準備について、基本的な財務分析がメインでしたが、バリュエーションと資金調達に関する知識も勉強することが

望しいです。会社から進めた推薦図書を読むことも大事だと思います。また、パソコン（Excel、Word、PowerPoint）操作

も練習もすることをお勧めします。

　今回のインターンシップを通して、ただ知識を勉強するだけではなく、自己分析も大事だと気づきました。自分が何を

したいか、何ができるかなどを真剣に考えなければなりません。また、現場に飛び出すことも重要だと感じます。現場に

出て肌で感じた経験と会社の雰囲気が教科書から得られたものよりもっと価値があって、自分の視野も広がります。特に

ある程度、自分がこの仕事に合うかどうかを判断できると思います。それに、金融機関で働きたかったら、体調管理と健

康維持はとても大事なことです。毎日の仕事量が多いだけではなく、出張することも多いです。これからも止まらず学び

続けなければならないと強く思います。

　最後になりましたが、今回の海外インターンシップという貴重な体験の機会を与えてくださった英国 SMBC 日興キャピ

タル・マーケット会社の皆様、同経会の皆様、同志社大学経済学部の皆様にお礼を申し上げます。また、後輩たちがこの

原稿を読んで海外インターンシップに興味を持つようになりましたら幸いです。
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　「４年間なんてアッという間よ」娘が大学に入学して初めて父母会に参

加した時に先輩ご父母から言われた言葉です。卒業を前に本当に早かった

と今その言葉を実感しているところです。

　入学式の後の父母歓迎会で初めて父母会の存在を知り、「今の大学って

どんなかしら？」という好奇心で６月の京都会場に参加してみたのが最初

でした。

　学生に戻ったような気持ちで大教室で先生の講演をお聞きし、グループ

懇談では１年次から４年次までのご父母が一緒に学生生活の日常やゼミの

こと、アルバイトや留学や就職、履修単位のことなど各学年でのさまざま

なことが話題にのぼり、始まったばかりで何もわからなかった娘の大学生

活の未来が何となく想像でき安心したのを思い出します。そして個人懇談

では先生に直接何でもご相談することができました。「心配なことがあれ

ば父母会があるから大丈夫」と心強く感じました。

　そして秋の就職説明会。エントリーシートという言葉やネットでの情報

収集など親世代とは全く違う今の就職活動の実体を知り、また何より壇上

で就活の体験談を話す４年次のしっかりとした話しぶりに感心し、わが子

もあのように成長してくれるのかしらと期待したのを思い出します。

　縁あって２年次からは本部役員として父母会に参加させていただきまし

た。ちょうどその年は経済学部父母会は60周年を迎えた節目の年でした。

自分の生まれる前から父母会が存在したことを知り、驚きと歴史の重さを

感じました。私が知るここ数年間でも経済学部の歴史を刻むいろいろな出

来事がありました。

　今出川キャンパスへの統合があり、新館、良心館への移転、そして次の

年には NHK の大河ドラマで「八重の桜」の放映が始まり、父母会でも２

年連続で新島先生ご夫妻が暮らした新島旧邸の見学や全国交流会を新島会

館を会場に開催しました。

　今年度は全学年が全員加入となった年でもありましたし、また父母会の

ホームページを立ち上げました。

　地方支部会へも何か所か参加させていただきました。北は北海道、南は

博多どこへ伺っても“同志”とも言える同じ気持ちを持ったご父母にたく

さんお会することができました。

　本部役員として行事の企画や運営は慣れないことばかりでたいへんでし

たが、大学の事務の方々や先輩・後輩ご父母とチームで活動したことは今

でもたいへん楽しい思い出です。何よりも多くのみなさんに喜んで参加し

ていただけたことが本当にうれしく励みになりました。

　父母会を卒業するのは寂しいですが、これからも経済学部父母会でつな

がったご父母の輪がどんどん広がっていきますように、ますますの父母会

のご発展をお祈りしております。
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　ドイツ生まれで、麹町にある番町幼稚園から千代田区立九段教育高等学校を卒業するま

で、一貫して都内の千代田区立の教育機関で育った息子が、金融方面の就職のために、経

済学部の学問を学びたいと希望してから、偶然にも、京都の同志社大学経済学部で学ばせ

ていただけるご縁となり、親子で二人三脚の京都物語がスタートいたしました

　振り返ってみると、私の父の本家が東北だったため、息子が小さい頃から東北方面には

よく旅行に連れて行ってました。そんな東北での旅行では、同志社大学の創設者でもある

新島先生ご夫婦の新島八重先生の故郷の会津にも、頻繁に旅行に行った記憶があります。

会津の春の桜はとても美しく、鶴ヶ城に残っている歴史物語の中でも、新島八重先生のお

話しは、会津の人々の誇りとして、今でも大切に語り継がれています。息子にも、新島八

重先生のご立派にご活躍されたお話しは、よく話しておりました。会津のために勇敢に最

後まで戦い、そして京都に行かれて、新島襄先生とともに立派な学校を創設されたお話し

には、息子にとっても、幼少の頃から、新島八重先生は憧れの方のような思いもあったよ

うです。

　新島先生ご夫妻が、同志社大学を創設してから140年ほどの時が過ぎましたが、その当時、

新島襄先生が目指した日本の国際化社会のための学問をする大学としての目的を達成され

て、とても立派に開花した大学になったと思います。幕末のその当時の教育の目標として

は、とても先進的でアカデミックな新島先生ご夫妻の理想と強い信念は、今の同志社大学

にもしっかりと受け継がれていて、海外への留学制度や卒業生の方々も国際的に活躍され

てる方も多く、京都から世界へ発信する教育が実現されている機会をたびたび目にする事

があります。

　日本人である事を誇りに思える古都京都で学生生活を送りながら、将来のために、アカ

デミックな勉強ができるという、とても良い環境の立地でもある、同志社大学だと思いま

す。特に、経済学部に関しては、とてもきちんとした学力との定評のある学部として、東

京の企業でも評価の高い学部でもあるようです。

　普段は、京都に住む息子と私達は離れて暮らしていますが、そのような環境の中でも、

父母会からの資料やパンフレットにより、大学生活のいろいろな背景を理解する事ができ、

良かったと思っております。又、京都会場の他にも、全国各地で開催される地方父母会では、

直接、先生方と学業の状況についての面談をさせていただける機会があり、他大学よりも、

より誠実で丁寧な環境だと思います。やはり、保護者として子供の大学での学業や学生生

活のいろんな情報を知る事により、子供の将来の目標のサポートになるようなアドバイス

もできるのだと思いますので、父母会の存在は、とてもありがたい存在でもあります。

　約60年続く父母会の今年のスローガンは、「和・話・論～親も楽しもうみんなの父母会」

です。ぜひ、ご父兄の方々も父母会での活動に参加されて、親子のコミュニケーションと

ともに、同志社大学経済学部の良さや教育面を直接知っていただく事をお勧めいたします。

　息子が幼稚園から高校まで学んだ千代田区の桜と、新島八重先生の故郷の会津の桜、そ

して同志社大学の京都の美しい桜を眺める事ができて、親子ともども同志社大学での思い

出はいつまでも心に残る日々となるようです。

　ぜひ、ご父兄の皆様方にも、父母会を通じてお子様方とご一緒に同志社大学経済学部の

キャンパスライフを有意義に過ごしていただければと思っております。今年から、父母会

は全学年のご父母全ての方が会員となりますので、ぜひ、いろいろな思いや皆様方のご意

見の交換の場として、今後の父母会の発展のためにもご協力をいただければ幸いでござい

ます。ご父母のお一人お一人の皆様のご協力をどうかよろしくお願い致します。
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　同志社大学経済学部の入学式会場に入るため、京田辺キャンパスで長い

行列に並んだことを懐かしく思い返しています。

　その娘も２年次生となった今、サークル活動やアルバイト等学生生活を

満喫しているように感じます。

　サークル活動では、新入生への歓迎を込めた円山公園でのお花見会で、

使用するゴザを確保するために軽トラックを追いかけた事。また、季節行

事を準備する様子を楽しそうに話して聞かせてくれる事等、嬉しく思って

います。

　学業では、商品開発に興味のあった娘は「株式会社おたべ」による「観

光土産の創造」というプロジェクト科目を受講させていただきました。こ

の授業では、最終報告として株式会社おたべの役員の方々へのプレゼンテー

ションがあり、10分間で市場調査から商品案、また商品に対する思い等を

初対面の方々に“伝える”という難しさを学んだようです。グループで何

度も練習を行った成果か、評価の１つであるプレゼン発表の点では最優秀

賞を頂けた事に満足をしているようです。

　夏休みには、サマープログラムを利用してケンブリッジ大学で学ばせて

頂きました。海外で学ぶ事に興味はあるけれども、個人では不安…という

娘には、良い機会を与えていただけたと思っています。現地で積極的に“英

語で話す”と心掛けていたせいか、帰国をしてからは自分の英語力に少し

自信が持てるようになったようです。

　そして今、希望をしていたゼミも受講出来ることとなり益々充実した学

生生活を送ってくれることと期待をしています。

　問題は、娘の趣味…お笑い、プロレス、音楽と多岐にわたります。この

先、どのような道に進むのか…とは言いましても、様々な経験をさせて頂

ける同志社大学で学ばせて頂ける事を感謝しています。

　昨年の就職説明会第１部では、株式会社リクルートキャリア 就職ジャー

ナル編集長 大黒光一様による「現在の就職環境とその変化」～保護者の

皆さまができる就活サポート～という内容で、より分かり易くお話しを伺

うことができました。

　第２部では、キャリア・バリューズ キャリアカウンセラー 山本しのぶ

様をファシリテーターに迎え、宮本大准教授、大黒光一様、４年次生の学

生２名を含めたパネルディスカッションで実際の就活内容を伺うことがで

き、嬉しい反面、２年後には娘からもこのようにしっかりとした考えを聞

くことが出来るのかしら…等、羨ましいなぁと思う気持ちも含め伺ってい

ました。

　私の父母会活動もこの春で３年目を迎えます。多くのご父母、先生方、

事務局の方等、ご指導を頂きながら活動が出来る事を嬉しく思っています。

　同志社大学経済学部父母会の活動が、今後も学生父母共に有意義なもの

となる様にお手伝いをさせて頂きたいと思っています。
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　「大学にも父母会があるの？」息子の入学時にそう思ったのを覚えています。きっ

とほとんどの保護者の方が同じ感想ではなかったのではないでしょうか。親として

大学受験まではいろいろな形でサポートしてきましたが、いざ大学生になり京都で

一人暮らしを始めるとなると、手が離れたようでホッとして嬉しいような気がしま

した。それでもやはり、どこか寂しいような複雑な気持ちが正直なところでした。

　そんな時に父母会の存在を知り何か接点を持ちたいという思いから参加しました。

息子がこれから４年間通う同志社大学についてより興味を持ったことも大きいとこ

ろです。

　父母会に参加されていた保護者は皆さんとても熱心です。子どもの大学生活や将

来のために親として何か勉強しようという姿勢でいらっしゃいます。11月父母会行

事の教育講演会では「就職」にターゲットを置き、今の時代に企業が求めている人材

や親としての心得などを学ぶ機会がありました。就職を手にしたばかりの先輩方の

貴重な経験談や親へのメッセージは、感心するとともにより現状を理解できました。

　「経験に勝るものはなし！とりあえずやってみる！」我が家の方針です。４世代

の大家族の中で育った息子は幼い頃から老若男女、世代や国を超え異なる人々と触

れ合うチャンスが多くありました。私たちも経験は全てだ！とばかり嬉しいことは

もちろん失敗や挫折も大いに受け入れてきました。幼少から高校まで野球を通じて

得た経験もかけがえのないものになっています。

　２回生になった今、どんどん行動範囲も広くなり様々な経験をしているでしょう。

「お母さんに言ってもわからへんやろう」と、何をしているのか詳しく教えてはく

れませんが、私はそれで良いと思います。大学時代だからこそ自由に使える時間を

フルに使い「とりあえずやってみる！」で挑戦できる今。多様性に触れ感じながら

学びながら自分の引き出しをたくさん作ることのできる時間が今だと楽しみにして

います。

　先日、家を整理していましたら1933年の同志社大学の卒業アルバムを見つけまし

た。息子の祖祖父の物です。卒業生の写真と名前入りで、部活動の様子や普段の生

活の様子もわかるしっかりとした素晴らしいアルバムでした。校舎はもちろん学校

まわりの雰囲気も今とずいぶん違いとても興味深いものでした。

　息子の叔父も同じく先輩にあたります。アルバムを開きながら昔を想い出し、ま

た今を話す二人を見て、改めて同志社大学の歴史の深さを感じました。このような

伝統ある素晴らしい教育方針の中で大学生活を送ることの出来るありがたさを強く

感じています。息子がこの環境の中どんな影響を受けそれをどう受け止めて成長し

ていくのかとても楽しみであります。

　父母会では当初期待していたもの以上の経験をさせて頂いています。普段ではお

会いすることが難しい学部の先生方から貴重なお話を直接お伺いすることが出来ま

す。もし不安なことがあれば気軽にお聞きできる事務局の方や温かい先輩の保護者

がいらっしゃいます。私はまだ参加したことはありませんが、地方での父母会もあ

ります。同志社の保護者という共通の立場から色々なコミュニティの方々とお話が

でき、私自身も見聞が深められ確実に世界が広がったようで嬉しく感じています。

大学生に戻ったような…とは申しませんが、京都を訪れて同志社大学の門をくぐる

時はいつもワクワクした気持ちになります。

　学部長の竹廣教授をはじめ先生方、事務局の方にお力を頂きまして、父母会とし

て学部生たちが充実した生活を送り大きく成長して目標の道へと羽ばたいていける

ように陰ながらしっかり応援していきたいと思います。
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横井 和彦 先生の 高崎紀行

　2014年11月22日（土）、新島学園短期大学を会場に、父母会支部会・高崎会場が開催されました。会場

の新島学園短期大学は、同志社大学を創設した「新島襄先生の人格を欽慕（きんぼ）し、その遺風（いふ

う）を顕彰（けんしょう）し、キリスト教精神を基本とする徳育を施（ほどこ）し、品性高潔な、国家社

会に有用な人材を育成する」ことを目的に、1947年５月に新島襄の父祖の地である群馬県安中市に設立さ

れた新島学園（中学・高等学校）を母体として、1983年に開学しました。キャンパスは高崎市立女子高等

学校（現・高崎市立高崎経済大学附属高等学校）移転跡地で、今もその面影を残しています。

　さて、冒頭の「真理」「正義」「平和」の３語は、キャンパス本館に掲げられている新島学園短期大学の

教育モットーです。その典拠は、新約聖書「エフェソの信徒への手紙」です。

　この聖書箇所は、パウロが、当時の兵士が身につけた装備を例にあげて、信仰者が装備すべき「武具」

が何であるかを教えているところです。「真理」「正義」「平和の福音」「信仰」は、いずれも信仰者にとっ

ては神からの賜物であり、大切なものとされています。

「……立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当として着け、平和の福音を

告げる準備を履物としなさい。なおその上に、信仰を盾として取りなさい。」

� （エフェソの信徒への手紙　第６章14～16節）

アレーティア

真理

ディカイシュネー エイレーネー

正義 平和
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　「真理」は、他の箇所では「真実」とも訳されていますし、文語訳聖書では「誠」とも訳されています。

「真理」とは、イエス・キリストそのものであり、また聖霊そのものでもあるとされています。つまり、

聖霊を通してイエス・キリストがわたしたちの体の中心にいると考えるのです。

　「正義」は、他の箇所では単に「義」と訳されています。「義」とは自分の正しさのことではありません。

キリストによって救われ、罪をゆるされ、神に義とされることとされています。

　人と人との間には、しばしば断絶がもたらされます。キリスト教では十字架が人と神との間に「平和」

をもたらし、そして人と人との間に「平和」をもたらすとされています。そしてその「福音」がわたした

ちには与えられていると考えるのです。

　「信仰」とは、神への信頼です。ほんのわずかでも、「からし種」※ほどでもよいから、とにかく、神に

より頼むことが大切であるとされています。

　ところで、これらを体現している「武具」、つまり「帯」「胸当」「履物」「盾」は、いずれも攻撃をかわ

して、自分を守るための防衛の道具であると言えます。つまり、パウロはここで戦いの方法を教えている

のではありません。大切なのは、「神の武具」を身にまとうことだと言っているのです。神に信頼し、神

のみ言葉に耳を傾けていくならば、イエスは必ず最後の勝利へと導いてくださると言っているのです。「神

の武具」を身に着けるのは ､敵を倒すためではなく、抵抗して「立つ ｣ためであり ､自分が敵に倒されな

いために自分を守るということに主眼が置かれていると言えるのです。

　これらの「武具」を身に着けるということは、言い換えれば、「学ぶ」ということになるのではないでしょ

うか。わたしたちは人間と戦うのではありません。自分と戦うのでもありません。真に思いを向けるべき

は、苦しみをもたらす誰か他の人でも自分でもありません。本当に立ち向かうべきものを認識し、それに

対抗してしっかりと立てるようになることをこそ求めるべきだと思うのです。それこそが学びではないで

しょうか。

　最近は、学びの場においても弱肉強食的な競争を強いられる場面が増え、わたしたちはいつのまにか、

自分以外に頼るものがないと考えがちになっているように思えてなりません。何のために学ぶのか、本当

に立ち向かうべきものは何なのかをもう一度思い起こさせようとする、そんな言葉に出会った高崎会場で

した。

※「また、ほかの譬を彼らに示して言われた、『天国は、一粒のからし種のようなものである。ある人がそれをとって

畑にまくと、それはどんな種よりも小さいが、成長すると、野菜の中でいちばん大きくなり、空の鳥がきて、その

枝に宿るほどの木になる』」（マタイによる福音書　13章31～32節）というイエスの言葉から、「からし種」は、信仰

心をあらわす宗教的な言葉として使われています。
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