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ごあいさつ

経済学部父母会

森

田

明

会長

子

錦秋の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素より同志
社大学経済学部父母会活動にご理解・ご協力を賜り、心より感謝しております。今回、春学期の
行事報告の会報を発行するはこびとなりました。
今年度の父母会活動におきましては、日程が昨年度までとは大きく変わった事により、ご父母
の皆様方がひとかたならぬご関心をお持ちの就職活動に重点を置いたものとなっています。
５月16日（土）に同志社大学良心館に於いて開催致しました就職説明会には、400名近くのご
父母の皆様にご参加いただきました。株式会社リクルートキャリアの大黒様のご講演では、昨年
度との違いや、親が気をつけなければならない事などをわかりやすくご説明いただけました。第
二部のキャリアバリューズ キャリアカウンセラーの山本しのぶ様と、ローカルキャリアカフェ
の川人ゆかり様の対談では、就職活動を学生と日々対峙しながら支援する現場の状況を感じ取る
事ができました。
各地の父母会では、学部長の竹廣先生に同志社大学経済学部の昨年度の就職実績やキャリアセ
ンターの利用方法について教えていただきました。他学部との違いや男子、女子の就職傾向の違
いが良くわかりました。また、各地のＵターン就職に詳しいキャリアサポートの事業者の皆様が、
地元密着の情報を具体的にご講演していただけましたので、出席された皆様方にはとても好評で
した。
その他、先生方に学生生活のお話も伺いました。単位取得に必要な情報や、ゼミでの活動の様
子など、各先生の工夫を凝らしたお話で、学生の親には見せない一面もわかる機会になったかと
思いました。
昼食にサンドイッチをいただきながらの父母懇親会や、成績表を見ながらの先生との個人懇談、
一年次生のご父母対象のグループ懇談等、出席者の皆様には大変好評でした。今年ご出席されな
かった皆様も、来年度はぜひご出席をご検討ください。
もう一つ、今年度父母会におきましては、同志社大学の立地する《京都》にご造詣を深めてい
ただく行事を行なっております。
５月17日（日）に、千年の都「京都を歩く」とだいしまして宇治を観光しましたが、50名ほど
の皆様にご参加いただきました。親子・ご夫婦での参加者の方もいらっしゃり、歩きながら交流
を深めたり京都の旅『らくたび』京都学講師の若村様による、わかりやすく興味深いご説明を拝
聴しながら、京都の奥深い歴史に造詣を深める事ができました。
秋学期にも就職活動に関する情報を発信する行事と、京都・同志社にご造詣を深めていただく
行事を企画しています。11月３日（祝）の就職説明会と全国交流会、新潟・高崎・郡山会場での
父母会、３月の教育講演会と京都観光です。教育講演会では、就職活動にはもちろん、卒業後に
社会人としてのキャリア形成にも役立つ同志社大学経済学部ならではの取り組みを詳しくご紹介
していただく予定です。一年次生・二年次生の皆様方の聴講も可能となるよう準備を進めてまい
ります。多くの会員の皆様とお目にかかれます事を楽しみにしております。
父母会の会報・ホームページでは日程の確認や行事のレポート（報告）のご確認をしていただ
けます。ホームページからの行事申込みも可能になっています。是非ご活用ください。今後も父
母会活動に、より一層のご理解・ご高配を賜ります様、お願い申し上げます。
最後に、全ての行事に多大なご協力をいただいております竹廣学部長をはじめ多くの先生方・
沼井事務長をはじめ事務所の職員の皆様方・事務局の谷口様に心からの感謝の意を表しまして、
私のごあいさつと致します。
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ごあいさつ

経済学部長

竹

廣

良

司

平素より経済学部の教育にご理解、ご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。このた
び、春学期中に開催された各地での父母会での講演と５月に実施された父母会主催の就職説明会
の様子、就職にかかわる本学の状況や取り組みについてとりまとめ、会報としてお届けすること
になりました。父母会や就職説明会にご参加いただけなかったご父母におかれましては是非とも
お目通しいただきますようお願いします。
ご承知の通り、2016年４月採用予定の学生（現４年生）の就職活動はこれまでと大きくスケジュー
ルが変わりました。従来は４年生の４月から解禁されていた採用のための選考（面接）が８月か
らに後ろ倒しされました。経団連が採用スケジュールの変更を打ち出しましたが、経団連非加盟
企業、外資系企業、中小企業などでは、スケジュール変更を受け入れないケースもあり、結果的
に就職活動が以前よりも長期間に及んでいるように思われます。また、公務員志望者にとっても
民間企業での就職活動を平行して行うことが難しくなり、影響は多方面に及んでいます。
８月に大手企業が内々定を出し始めることにより、早期に内々定を出した企業が内々定辞退を
危惧する「オーガストブルー（８月の憂鬱）」など、採用側の疑心暗鬼も高まり、内々定者を囲
い込む「オワハラ（就活終われハラスメント）」で学生を拘束しようとする企業も現れるなど、
企業の側にも大きな戸惑いが見られます。10月に内定式を予定している企業も多いはずですが、
８月以降の内々定者からの辞退状況によっては内定式どころではなくなる企業も出てくるだろう
と考えられます。
たしかに現在は売り手市場感が強くなっており、学生にとって有利な就活ができるように思わ
れる方が多いかもしれません。しかし、将来を見据えた採用活動を行っている企業の厳選採用は
続いていますので、誰でもどこにでも就職できるということではありません。大学で高度な知識
を獲得し、繰り返し探求を続ける中で自ら課題を認識し判断できるようになり、解決のための術
を主体的に手に入れることのできる人物でないと、多難な時代に企業の将来を担うことなどでき
ません。採用の際に、大学で取り組んできたことについて質問されることを考えると、大学にお
ける学びへの姿勢に、就職後の勤務態度を重ね合わせる企業は少なくないと思われます。せっか
く大学に入ったのに、授業そっちのけでかたっぱしからインターンシップに参加し続け、学ぶ機
会を放棄して早くから就活だけに力を入れ、大学に在学しながら知識を得ようとしない学生や、
考え抜く力をもたない学生は就活で苦戦を強いられることにもなりかねません。
経済学部卒業生と話す機会があると、大学での学びや、学生生活の中で得たものは役立ってい
るかを訊ねるようにしているのですが、就活自体には直接役立たなくとも、就職後の将来にわた
り長い人生の中で仕事をしていく上で、大学時代に得た知識や考え方、経験や考える姿勢が役立っ
ていると答えてくれることが多いように感じます。経済学部人材養成目的で「経済学部経済学科
は、長い歴史に培われてきた教育研究環境の下で、幅広い教養を身につけるための科目、経済学
の系統的・段階的理解をはかる科目、および問題発見と問題解決能力の強化をはかる科目を提供
し、主体的な学習を促すことにより、国際化する経済・社会の状況に対応し、広く社会のために
行動しうる、自治自立の人物を養成することを目的とします。」と謳っている通り、経済学部で
は引き続き学問の機会を提供し、こうした人物の養成につとめていく所存です。今後とも、ご理
解、ご協力をいただきますようお願いします。
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景気が回復傾向にあるものの

まだまだ厳しい就職状況が続いている現在。

加えて、２０１５年からは採用スケジュールが
大幅に変更となり

前例のない中で学生たちは様々な困難に直面しています。

新しくなったスケジュールを

失敗なく進めるためにはどうすればいいのか

また、保護者は就職活動生を

どのようにサポートすべきなのか。

本日は同志社大学が行っている

和田 喜彦 氏

大黒 光一 氏

（キャリア・バリューズ代表）

山本 しのぶ 氏

（ローカルキャリアカフェ代表）

川人 ゆかり 氏

新しいスケジュールを
焦らず、自分らしく進めていくために
親子で知っておくべきこと。

就職支援をご紹介するとともに

若者の就職活動の最前線にいる

３名のゲストをお迎えして

同志社大学良心館

■ 開催場所

（株式会社リクルートキャリア
就職ジャーナル編集長）

新しくなった就職活動のリアルな実態に迫ります。

2015 年 5 月 16 日（土）

■開 催 日

（経済学部教授・学生主任）
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春の就職説明会

【学生主任による就活ガイダンス】

同志社大学の就職支援と
経済学部における
課外の取り組みについて
経済学部・学生主任の和田喜彦と申します。本日は同志

和田 喜彦 氏

対して補助金を出しています。研究成果の発表を通して、
自分たちの考えを相手にわかりやすく伝える技術を身に付
けてもらうことが狙いです。

社大学の就職支援と経済学部の課外の取り組みについてお

次に「e-staff（イースタッフ）」。これは経済学部の広報の

話しいたします。本学の就職支援の中心となるのは、寒梅

一翼を担ってもらうもので、学生自ら経済学部の良いとこ

館２階のキャリアセンターです。そこには個人面談に対応

ろをマーケティングやイベント企画などを通して PR する

するスタッフが常駐しており、３～５月はブースを増やし、

ものです。この活動を通じて同級生や協力企業と関わりを

就職活動の相談をはじめ、エントリーシートの添削や面接

持ちながら、社会的なマナーを身に付けていくことを目的

練習などに対応しています。また、OB 訪問を希望する際

としています。また、学生同士がひとつのテーマについて

に先輩とのコンタクトの取り方をアドバイスしています。

議論する「ディベート大会」も恒例行事となっています。

キャリアセンターでは１～４年生までの学生向けの様々

そのほか、「海外インターンシップ」も大変好評です。

な講座を開講しており、主なもののひとつに公務員を目指

これは期間が約２週間あり、高度な語学力も必要となりま

す学生に向けた「公務員講座」があります。これは学内で

すが、毎年熱意ある学生が挑んでくれます。この企画は同

開講しており、外部で受講する場合の半額ほどの受講料で

経会という経済学部の OB 会が補助金を出してくれてお

受けることができます。また、経済学部では年に１回検定

り、非常に安い費用で参加できます。派遣先は主にドイツ、

試験受験料補助も行っており、学生の経済的負担をできる

中国、ロンドンなど。知らない土地・環境に適応し、与えら

だけ軽減できるようにもしています。さらに、キャリアセ

れたタスクを達成しながら成長できるまたとない機会です

ンターの WEB サイトには「e-career（イーキャリア）」とい

ので、ぜひとも積極的に応募していただければと思います。

う就職情報サイトも開設しており、学生 ID とパスワード

就職活動に成功した学生を見ていると、「ディスカッ

を入力すると、企業のインターンシップや説明会などの最

ションできる友人をたくさん持っていること」というのが

新情報をチェックすることができます。キャリアセンター

共通点のように感じられます。切磋琢磨して成長しあえる

では企業を厳選した上で求人情報を掲載しておりますの

人間関係を築き上げていれば、困った時にお互いに力を貸

で、安心してご応募いただけます。

すことができます。大学時代は自らの頭で考え、知識を蓄

また、京都以外で就職活動を行う学生の就職支援を行う

えながら内面を肥やす大切な時期です。アルバイトなどに

ため、キャリアセンターは「大阪オフィス」と「東京オ

あまり時間を割きすぎずに、ぜひ本日ご紹介したプログラ

フィス」を開設しております。大阪や東京で就職活動をす

ムに参加するなどして、充実した学生生活を送っていただ

る際、例えば「急に成績証明書が必要になった」という時

きたいと思います。本日はありがとうございました。

に立ち寄れば、発行・印刷することができますので、就職

（2015年５月16日 同志社大学 良心館にて）

活動の拠点として活用いただければと思います。

様々な課外プログラムを
人間的に成長するきっかけに。
次に課外の活動に関してですが、経済学部は次の４つの
プログラムに特化しています。一つ目が「学生プロジェク
ト」
。これは学生たちが自主的に研究テーマを決め、自分
たちで計画・予算を立てて授業とは別に研究活動を進める
ものです。本学は様々な研究活動を奨励しており、これに

●里山保全活動で栽培した農作物や加工品を販売する岸ゼミの皆さん。
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就職説明会

キャリアセンターと「e-career」を
活用して、効率の良い就職活動を。

経済学部教授・学生主任

【講演】

現在の就職環境とその変化

～新スケジュール元年に何が起きているのか～
2015年から大幅に変更となった就職活動スケジュール。
その新しい動きの中で、実際に何が起きているのか。

また、そのような状況下で就職活動をスタートさせた学生を
保護者は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］編集長の大黒光一氏から
新スケジュールに対応するための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
就職ジャーナル編集長

大黒 光一 氏

就職環境は依然として厳しい状況。
求人倍率は業界によって大きな差が。

３月までは「考える期間」、
３月からは「動く期間」という認識を。

株式会社リクルートキャリアの大黒と申します。リク

では、新スケジュールへの移行後、何が起きているの

ルートに入社後、約20年、一貫して企業の新卒採用の戦略

か。弊社では毎年２月に求人倍率調査を行っており、今年

設計に携わって参りました。また、弊社およびリクルート

は公表されているスケジュールで言えば、企業の採用活動

グループには就職に関する調査データも豊富に揃っており

がまだ始まっていない時期にあたります。その調査では、

ますので、本日は新しい就職活動スケジュールの中で、企

従業員数が300人未満の企業を希望する学生の数が増加し

業と学生がどのように動き始めているのか、その実態につ

ているという結果を得ました。一見、中堅・中小企業への

いてデータを含めお伝えできればと思います。

志望者が増えてバランスがとれたように思われましたが、

まずはじめに、2015年３月卒の大学生の就職状況につい

３月に入り新スケジュールに沿って採用活動を開始した大

てですが、弊社が行っている調査では、３月卒業時点での

企業に希望者が急増したことから、２月の段階では中堅・

大学生の最終内定率は94.3％でした。前年と比べると2.8％

中小企業の採用活動がすでに始まっており、単にそこに学

高くなってはいますが、就職を希望している学生のうちの

生の関心が集まっていたのだと考えられます。

5.7％（約25,000人）は内定を１社も持たずに卒業してい

さらに今年の内定率調査によると、本来であれば内定・

る状況であったというのが実情です。また、就職を希望す

内々定保持学生がいるはずではない４月時点で、全国的に

る学生のうち卒業後の進路が決まっているのは89.4％。昨

7.5％の学生にすでに内定が出ているという結果も出まし

年と比べ５ポイント上がっていますが、約１割の学生が進

た。これらのことから、３年生の３月１日に採用情報の公

路未確定のまま卒業しています。

開が解禁、４年生の８月１日から面接スタートという新ス

次に現在の４年生の状況ですが、求人倍率で見ると、昨
年の1.61倍から1.73倍へ約１ポイント改善されたものの、

ケジュールが、いかに形式上のものになっているかがおわ
かりいただけると思います。

これは学生にとって決して楽な状況ではありません。さら

そもそもスケジュールを変更したのには理由がありまし

に求人倍率は企業規模や業種によっても大きく差があり、

た。１つ目の理由は、学生が勉強に専念する時間を確保す

例えば従業員数が300人未満の企業の求人倍率は3.59倍。

るため。２つ目は、留学した学生が帰国後、就職活動に乗

しかしその他の従業員数が300人以上の企業になると、全

り遅れるのを防ぐため。３つ目は、キャリア教育に時間を

て1.5倍を切っています。また、業種別に見ると、建設業

割くためでした。しかし結果的に１つ目の理由は解消され

が6.18倍、外食産業を含む流通業が5.65倍、製造業は1.73

ていません。また、学生は３年生の３月の時点で大きな選

倍、サービス・情報業は0.56倍、金融業は0.23倍です。一

択を迫られていました。それは、一人暮らしをしている学

見、建設業と外食産業を含む流通業は就職しやすいように

生が春休みの就職活動を在籍地でするか地元でするかとい

思われますが、中には人員不足のために人手として採用す

う選択です。2015年の卒業生は３年生の12月に採用情報が

る企業もあるとの報告を受けておりますので、安易に求人

公開開始になっていたため、冬休み中に在籍地で就職活動

倍率だけを見て決めるのではなく、しっかりと企業研究を

をして、春休みに地元に戻ってそこでも活動ができました

した上で判断する必要があることをご注意いただければと

が、今年の３年生は３年生の３月１日から採用情報が公開

思います。

解禁になったため、この時点で春休みを在籍地と地元のど
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ちらで活動するのかを決めなければならないという選択に

業は早期化の傾向がある一方、経団連に加盟しているよう

迫られたのです。また、３月には採用情報の公開解禁とと

な大企業は比較的守る傾向があります。内定出しのスケ

もに、プレエントリーや説明会などが一斉に始まったた

ジュールも同様で、建設業や流通業は４月など早い段階で

め、その時点で初めて会社を選び始めた学生は、その前か

出しているのに対し、大企業はほぼスケジュール通りに進

ら準備をしていた学生に実行動において完全に遅れをとる

めると言われています。もし志望する業界がある場合は、

結果になってしまいました。つまり、３月以前は自己分析

そのあたりの傾向もつかんでおくべきかと思います。

や企業研究をする準備の期間、３月以降は実際に動く期間
であるということを頭に入れて行動することが大切という
こと。３月まで就職活動にノータッチでいられるかという
と、決してそうではないのです。

社会人の先輩としての視点で
サポート＆アドバイスを。
スケジュールの変更後、学生と数ヶ月間伴走してみて感
じたのは、現３年生はモデルケースがいない状況の中で迷

進路の確定は８月までに。
インターンシップにはぜひ参加を。
また、４年生の８月から大手民間企業の選考が始まりま

走、奔走しているということです。新スケジュールはもと
より、今年多かった白紙のエントリーシートなど、新しい
形態に馴染みきれていない学生がたくさんいます。

すが、ここでも注意しておくべきことがあります。それ

そんな中で保護者の皆様にお願いしたいのは、学生のサ

は、国家公務員試験と他大学の大学院に進学する場合の受

ポーター兼アドバイザーになっていただきたいというこ

験日も８月に集中するということです。つまり、８月まで

と。今年よく聞かれたのが、「自分のことがよくわからな

に民間企業に就職するのか、公務員になるのか、大学院に

い」という悩みです。白紙のエントリーシートが増え、

進学するのかを、あらかじめ決めておく必要があるという

「自分らしさを自由に表現してください」と言われた時

こと。2015年の卒業生は、民間企業で内定を得た後、公務

に、学生は立ち止まってしまうようです。学生自身が気付

員試験を受けて合格すれば、二つの選択肢を持った状態で

かなくても、保護者の皆様ならわかることがあると思いま

どちらに進むか選択ができましたが、2016年卒業予定の学

すので、「こういう良いところがあるじゃないの」と、さ

生はそれができにくくなっているのが現状です。

りげなく伝えてあげてください。また、最近のエントリー

また、３年生の３月以前に開催されるインターンシップ

シートでは「働くこと」についての質問が増えていますの

が重要であることも、2016年卒の学生の特徴です。「イン

で、皆様が働いていて楽しいことなどを普段の会話の中で

ターンシップ枠」
といって、夏のインターンシップ説明会に

さりげなく話してあげてください。働く姿をイメージでき

参加した学生だけに次の選考の案内が送られ、採用に進む

れば、志望動機も具体的に書けるようになるはずです。ま

権利が与えられるというケースが多く見られたからです。

た、就職活動で大切なのは見た目の第一印象です。ぜひ皆

最近では「インターンシップ組」と「３月開始組」という言

様には面接官になったつもりで、服装の乱れや挨拶、表情

葉さえうまれ、その両者の就職活動が二極化していると言

など社会人だからこそ気がつくポイントをさりげなくアド

われています。早期から企業の採用動向に敏感だった学生

バイスしてあげてください。

がスムーズに内定を得ているのに対し、３月にやっと就職

最後に、就職活動を終えた学生にアンケートをとったと

活動を始めた学生が完全に遅れをとっているという状況が

ころ、就職活動中に誰かに相談した学生の方が就職活動の

見受けられます。そういう意味でも、３月以前にきちんと

成功率が高く、満足度も高いという結果が出ています。ぜ

企業研究や今後の進路について考えておくことが大切です。

ひ皆様にはお子様のよき相談相手になっていただき、さり

採用スケジュールに関しては業種別と規模別でずいぶん

げなくサポートしていただければと思います。本日はあり

と差があります。学生を確保するのが厳しい建設業や流通

がとうございました。
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【対談】

就活支援の現場から見た
就活のリアル

▼

ただ今から、
「就職支援の現場から見た就活のリア

ル」ということでお話しをさせていただきます。本日、聞
き手を務めます、ローカルキャリアカフェ代表の川人ゆか
りと申します。どうぞよろしくお願いします。

川人 ゆかり 氏

キャリア・バリューズ代表

山本 しのぶ 氏

シートも簡単に書けるものから、全くの白紙で「イラスト
や写真などを使って自由に自己 PR してください」など、
完成させるのに時間がかかるようなものも多くあります。
川人 選考のスケジュールについてはいかがですか？
▼ ▼

新しい就職活動スケジュールの中で

学生たちはどのような点で

悩みながら活動しているのか。

若者の就職支援の最前線にいる

山本さんと川人さんから

就職活動の進め方と

保護者のサポートのあり方について

アドバイスをお聞きしました。
川人

変則的なスケジュールの中、
企業と学生の動きにもばらつきが。

ローカルキャリアカフェ代表

山本

私が学生さんと接していて感じるのは、３月１日か

ら採用情報解禁、８月１日から面接スタートと言われてい

キャリア・バリューズ代表の山本しのぶと申しま

川人

我々は普段、別の組織で仕事をしているのですが、

て、例えば就職サイトでは３月１日から求人情報が一斉に

それぞれ大学生を含む若者のキャリア支援の現場におりま

公開されますが、企業の HP を見ると３月１日以前からエ

すので、その中で悩んでいる学生の生の声をお伝えできれ

ントリー画面が出ていたり、夏のインターンシップに参加

ばと思っています。ではまず簡単に自己紹介をいたしま

した学生さんに先行の企業説明会の案内がくる場合がある

す。私は同志社大学商学部を卒業し、現在はグローバル

など、進め方に大きな差があります。

キャリア教育とローカルキャリア教育の２つの現場でキャ

学生さんも同様で、「３月１日から動けばいい」と思って

リア支援を行っております。

いる学生さんと、１学年上の先輩と同じように３年生の

▼

山本

▼

す。よろしくお願いします。

山本

ても、実際は非常にばらつきがあるということです。３月
１日より前に選考が始まっている企業は確かに存在してい

10月頃から準備をしている学生さんがいます。待ってい

ております。現在は、履歴書の添削や面接対策などの学生

るだけだと３月１日からしか情報は得られませんが、イン

さんの就職支援や社会人の転職支援を行っており、大学で

ターンシップに参加したり、気になる企業の HP を見た

もキャリアガイダンスや就職セミナーなどで講師を務めて

り、OB や OG に話を聞いて情報をキャッチしていた学生

おります。本日はどうぞよろしくお願いします。

さんは、３月以前に選考に入ったりしていて、「いかに自

▼

川人 ではまず「今どきの就活事情」についてですが、現

在、選考の流れはどのようになっていますか？

一言で言うと、選考が非常に多様化しています。筆

▼

山本

記試験も様々なタイプのものがありますし、エントリー
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分から行動できるか」が一つの鍵になっているのだと感じ
ます。
川人

就職活動で学生さんがリアルに直面する悩みは大き

▼

▼

私も同志社大学の OG で、法学部政治学科を卒業し

く３つに分けられると思います。１つ目は、「自分につい

て」、２つ目は、
「業界・企業・仕事について」
、３つ目

みもプラスから見ればこんな強みになるんじゃない？」

は、
「書類や面接で伝える内容について」で、それぞれに

と、見方を変えるアドバイスをしてあげてください。例え

ついてお話しいただければと思います。

ば、何事も自分一人で抱え込んでしまうお子様は、「自分

就職活動では、
「自分の強み、興味、価値観」を理

▼

山本

でやらないといけない」と強く思っていらっしゃる、とも

解した上で、
「どんな業界、企業、仕事があるのか」を知り、

捉えられます。それはプラスの面から見ると、非常に責任

（※
その二つの合致点を志望するのが一般的な進め方です。

感があるということ。もしお子様が「悪いところばかり見

下図「自分に合った志望先の見つけ方」参照）書類や面接では、そ

つかってしまう」という場合は、思いついたものを聞いて

れにどのくらい意欲があるのかを伝える必要があります。

みて、「それってこうも捉えられるんじゃない？」と、プ

アピールポイントが分からない」という悩みです。
「学生時

ラスに変換していただければと思います。

川人 弱みは誰にでもあるものです。例えば面接の際に、
▼

そんな中で学生からよく聞くのが、
「自分の強みや

▼

川人

代に頑張ったことは？」は、どのような企業でも必ず聞か

自分の弱みを認識していて、それを改善するためにどう取

れる質問ですが、これについてどう答えたらいいのかわか

り組んでいるかを伝えられれば、十分プラスの評価につな

らないようです。私は普段関西の学生さんを中心に相談に

がると思います。「こんな弱みが見つかったからダメだ」

のっているのですが、いわゆる就活本やメディアで特集さ

とお子様が気落ちされている場合は、見方を変える手助け

れているものが、どちらかというと首都圏の大学生の就職

をしていただければと思います。

活動に関するものが多く、比較的派手な経験を発信される

では続いて、「業界、企業、仕事について」学生さんはど

ことが多いように思われます。例えば、
「学生起業しました」

んな悩みを持っているのか、お話を伺いたいと思います。
山本

一番大きな悩みは、「自分に合う業界、企業、仕事

▼

とか「企業とコラボして商品開発をしました」といった内
容が発信されると、
「そんなことをしないと認められない

が分からない」というもの。そしてもう一つは、「仕事の

のか…」と関西の学生は自信を無くしてしまうようです。

具体的なイメージがつかない」という悩みです。しかし、

大学時代にコツコツ勉強を頑張ったり、留学をしたり、ア

そもそも学生さんが知っている業界や仕事はそれほど多く

ルバイトでチームリーダーをしてきた経験が色褪せて見え

はありません。例えば携帯電話やコンビニエンスストアの

てしまうと感じるようです。このあたりはいかがですか？

会社はすぐに思い浮かぶかもしれませんが、それらは B to

▼

山本 私は主に関東の学生さんの相談にのるのですが、全

C と言われる一般の消費者向けにサービスや商品を提供し

体的なところは同じだと思います。エントリーシートで一

ている企業で、一般の消費者に見えない B to B の企業を

番に聞かれるのが「自己 PR」と「学生時代に頑張ったこ

学生さんはあまり知りません。つまり、学生さんが知らな

と」です。自己 PR は自分の強みをエピソード付きでア

いところに自分に合った企業があるかもしれないというこ

ピールする必要があるのですが、学生さんは「そもそも強

と。まずは、いろいろな企業を知ることから始めることが

みがない」と悩まれます。学生時代に頑張ったことに関し

大切です。

ても、派手なエピソードである必要はないのですが、学生
時代をなんとなく過ごしてしまうと、アピールできるもの
強みをなんとかひねり出せても、面接で「エピソー

▼

川人

ドを挙げて説明してください」と言われ、それを裏付ける
準備までできていない場合もあります。学生さんはまずは

川人

私は中途採用の支援も行っており、１、２年など早

▼

は何もないと感じるようです。

「絶対に我慢できないポイント」で、
企業をふるいにかける。

期離職された方がどういう就職活動をしていたのかをお聞
きする機会があるのですが、やはり皆さん自己分析ができ

そこでつまずいてしまうようです。

弱みを強みに変換することで、
学生の自信を引き出して。

▼

山本 そのような時に保護者の皆様ができるサポートは、

“弱みを強みに変える” ことです。強みも弱みも学生さんの

特徴です。それをプラスの面から見ると長所、マイナスの
面から見ると短所になります。弱みはたくさん見つかるけ
れど、強みが見つからないと悩んでいるお子様には、「弱
DOSHISHA UNIVERSITY
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ていればその会社を選ばなかったのではと感じる部分がか

が、そういったエピソードは派手というよりも、できるだ

なりあります。どうしても興味・関心が見つからない学生

け具体性を帯びたものの方がいいと思います。抽象的なも

さんには、“自分が絶対に我慢できないところは何なのか”

のだと20分ほどしかない面接時間の中では掘り下げるこ

を、まず洗いだしてもらいたいと思います。転職の理由

とができず、せっかくのエピソードも PR 度が弱いと、

は、“やりたいことができないストレス” よりも “やりたく

ばっさり切られてしまうことがあります。話の組み立て方

ないことをやらされ続けるストレス” の方が圧倒的に多い

はテクニックの一つだと思いますので、普段からお友達同

です。例えば体力的に長時間労働が難しい場合、そういう

士で話し合ってみたりして、慣れておくといいと思いま

企業を省いてから少しでも興味のある業界を受けてみる。

す。

もしくは、自己主張がはっきりしている性格なら、上司に

私が就職活動をしている時、キャリアセンターの所長から

発言をするだけで居心地が悪くなるような風土の企業を選

印象的なアドバイスを受けました。それは、
「自己 PR は

ばないようにするなど、自分がどうしても我慢できないと

新聞と一緒だ」ということです。要は、「何があり、どん

ころをベースに消去法で選んでいって、その中から興味の

な結果が出て、そこにどんな課題を感じて、どんな取り組

あるところを絞っていけば、少しでも希望に沿った企業と

みを、どれくらいの期間し、どういう成果が出たのかを数

出会えるのではないでしょうか。では次に、書類や面接で

字を交えて書く」ということ。学生の皆さんにはぜひ周囲

伝える内容についてどのような悩みがあるのかお話しいた

のサポートを活用しながら、就職活動を進めていただきた

だけますか？

いと思います。

分からない学生さんがいます。これに関しては、学生生活
の中でコミュニケーション能力を身につけることが大切だ

では次に、就職活動が上手くいく学生と苦戦する学生とい
うことで、どんな特徴があるのかお話いただけますか？

山本 はい。まずは、早くに内定を得る学生さんについて
▼

▼

山本 エントリーシートや面接で何をどう伝えれば良いか

と思います。書類選考で通らなければ面接に行けませんの

ですが、彼らは目指す企業に入るために早い段階から自発

で、
「読む・書く・聞く・話す」の４つのコミュニケー

的に行動しています。例えば、興味のある企業のインター

ション能力を早いうちから鍛えるようにしてください。そ

ンシップに参加したり、OB・OG 訪問をするなど、今の自

して、最近傾向として多いのが、“正解を求める” 学生さん

分に必要なものを早くから主体的に取りに行けるような学

です。
「なんとかこの企業に入りたい」と思って、できる

生さんは比較的早くに結果が出ています。

だけミスのない方法を求めているのだと思うのですが、少

また、優秀な学生さんでも、なかなか就職活動で上手くい

しそこにこだわりすぎて、本質が見えなくなってしまって

かない場合があります。その時に考え方を転換してもらい

います。以前、エントリーシートの添削をした学生さん

たいのが、学生さんと社会人の立場の違いです。学生さん

に、
「自分の強みは行動力であると書く時に、それを表す

はお金を払ってサービスを受ける側にいるのに対し、社会

エピソードはアクシデントがあったものでないとダメなん

人は自分が働くことによって対価を得ます。働く場所を探

ですよね？」と聞かれたことがあります。これは、就活の

す就職活動で、学生側の意識のまま、ずっと受け身でいる

マニュアル本に、アクシデントをどういう風に乗り越えた

と、志望動機が「研修制度が充実していて、しっかり教育

かを伝えれば説得力が高まると書いてあったからだそうで

してもらえるから」など、自分側のメリットになりがちで

すが、必ずしもアクシデントがないといけないわけではあ

す。採用する側のメリットも意識して、働くという社会人

りません。もちろんアクシデントがあればドラマティック

の視点を持つことを心がけていただければと思います。

に話せるでしょうが、トラブルが起きそうで、それを未然

次に、コミュニケーションや面接が苦手だという学生さん

に防ぐためにこのようなことをしたから円滑に達成できた

についてですが、これについてはコツコツと努力を続けて

というエピソードでも全然問題ないのです。マニュアルに

改善すれば結果は必ずついてきます。例えば「人の倍くら

とらわれ過ぎてしまうと本質が見えなくなってしまうの

い時間をかけないとコツをつかめない」と言っていたある

で、「ここで問われていることは何なのか」を常に意識す

学生さんは、他の人の２倍努力をしたと言います。彼女は

るといいと思います。

企業説明会にたくさん足を運んで、エントリーシートの添

私も新卒採用の面接を担当したことがありました

▼

川人

自己ＰＲの組み立て方は、
新聞の構成を参考に。
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削や面接練習を何回も受けたことで、早い段階で第一希望
の会社から内定を得ました。自分に課題がある場合でも、
どこが改善のポイントなのかを理解して、地道に努力をし
ていけば、内定が得られる可能性が高くなると思います。

▼

川人 では就職活動に向けて、学生生活でできることにつ

をお聞かせ願えますか？

いてお聞かせ願えますか？

新卒の就職活動は幅広い可能性が。
一人ひとりに寄り添ったサポートを。

納得が行く就職活動を行うための一番の方法は、目

▼

山本

義に過ごして、自分の中に語るものができれば、就職活動
も成功する可能性は高まります。これは決して派手な実績

山本

基本的に、保護者の皆様にはお子様が望むサポート

▼

的意識を持って学生生活を送ることです。学生時代を有意

をしていただければと思っています。お子様が何を望むか

や成功体験ばかりである必要はありません。まずは何かに

は性格にもよります。あまり口を挟まないでほしいお子様

チャレンジして、そこで得られたものが大切なのです。

もいらっしゃれば、いろいろ話を聞いて、アドバイスをし

例えばコミュニケーションが苦手だったある学生さんが大

てほしいお子様もいらっしゃいます。例えばすごく調子が

学時代に行ったことの一つが、スーパーで接客のアルバイ

良い時は、何も言わないでほしいと思うかもしれません

トをすることでした。大学生のうちになんとか苦手を克服

し、逆に上手くいかなくて落ち込んでいる場合は、話を聞

したいと、人と話さざるを得ない環境に自分を持っていっ

いてアドバイスをしてほしいと思うかもしれません。お子

て鍛えたのです。最初は難しかったそうですが、１、２年

様の性格や就職活動の状況を見ながら、お子様に寄り添っ

経った頃には人前できちんと話すことができるようになっ

たサポートをしていただければと思います。実家にお住ま

ていたとか。このように、弱点の克服を一つの目標にし

いの学生さんなら、説明会や面接から疲れて帰ってきて、

て、アルバイトなり勉強なりをするのも、一つの方法で

美味しいご飯が待っているというのもありがたい時があり

す。

ます。そして、学生さんにとって一番身近な社会人の先輩

あとは、例えばグループ面接で学生さんがショックを受け

として、自分たちがどんな仕事をしているのか、そこでの

るのは、周りがすごく優秀に思えることです。大学で気の

やりがいは何なのかをお子様に聞かせてあげてください。

合う仲間とだけしか行動していないと、他大学や他学部の

お子様が一人暮らしをされている場合、状況が掴み

学生と初めて接した時に、自分との差を感じて焦ってしま

▼

川人

にくいかもしれませんが、どういうサポートを望んでいる

うことがありますので、インターンシップや課外授業など

のかを知るために、電話やメールでなるべくコミュニケー

で早いうちから様々な学生と交流しておくことをおすすめ

ションをとっていただければと思います。

そしてもう一つ大切なのは、社会人と交流することです。

山本

私は社会人の転職の支援も行っていますが、選択肢

▼

します。

の幅が広いのは何といっても新卒の就職活動です。私が一

学生さんが面接で非常に緊張するのは、社会人と話した経

番やりがいを感じるのは、学生さんが成長するのを見る瞬

験があまりないことも、原因の一つです。ぜひ学生のうち

間です。自分のことをこれだけ深く掘り下げて考える機会

から社会人の方と交流を持ち、コミュニケーションに慣れ

はそうそうあるものではありません。いろいろな業界や企

ていただきたいと思います。そうして知り合った方に、仕

業の話を聞く機会もそうです。最初はやりたいことが分か

事や業界について教えてもらえれば、仕事に対する理解も

らなくても、どんどん進めていくうちに、「自分にはこう

深められるのではないかと思います。

いう良い所があるんだ。ここを活かしていけばいいんだ」

川人

と自信がついたり、ようやく入りたい会社に出会って、お

るシステムだと思います。ただ、企業の中には学生を安価

子様の表情が変わる、成長が見える瞬間がきっとあると思

な労働力として、週５～６日も働かせるところも散見され

います。そういう意味でも就職活動は非常に良い機会です

ますので、本業である学業とのバランスを考えながら取り

ので、ぜひ温かい目で一番近い社会人の先輩として見守

組んで、成長していただきたいと思います。

り、サポートしていただけたらと思います。本日はありが

では最後に、保護者の皆様にできるサポートについてお話

とうございました。

▼

その点では、インターンシップは活用のしがいのあ
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【就職説明会】質問コーナー

先生方に聞く、就職活動の一問一答。
講演会後に寄せられたご父母の皆様からのご質問に対して

株式会社リクルートキャリア 経済学部教授
就職ジャーナル編集長 学生主任

株式会社リクルートキャリア就職ジャーナル編集長 大黒光一様と

大黒 光一 氏

経済学部・学生主任 和田喜彦教授からご回答をいただきました。

息子が体育会系のクラブに入っており、

Q1

インターンシップに参加できません。
出遅れてしまわないか心配です。

和田 喜彦 氏

就職活動生全員が参加するには、

Q5

インターンシップの数が足らないと聞きましたが、
実際のところいかがでしょうか？

体育会系の就職活動は、先輩や監督が就職を指導・斡旋

残念ながら、学生全体の３割ほどしか参加できる枠がな

してくれるなど、独自の採用ネットワークがあります。ま

いのが現状です。しかし、まずはインターンシップの説明

た、クラブ活動に一生懸命に打ち込む体育会系の学生の採

会に参加することが大切。そこに行けば、インターンシッ

用ニーズは、企業間で高まってもいます。どれだけ頑張っ

プで具体的に何をするのかや、どういう人たちが働いてい

たかが企業へのアピールになる体育会系は、発想を転換さ

るのかがわかり、インターンシップに参加するかどうか、

せて、クラブ活動に徹底的に打ち込ませてあげることが、

あるいは就職を志望するか否かの大きな参考になるからで

逆に就職活動には有利に働くのではないかと思います。

す。また、インターンシップの説明会に参加した学生にだ

Q2

３年次生の秋から留学に行く場合、

就職活動では不利になるのでしょうか？

け、その後の採用情報が送られてきたというケースも多く
見られますので、興味のある企業のインターンシップ説明
会には広く参加されることをおすすめします。

目的をもって留学へ行く場合、就職活動で不利になるこ
とはありません。大手企業ほど留学経験を重視していて、
それは単なる語学力だけではなく、異文化に触れてこそ成

Q6

留年していたら、採用では不利になりますか？

留年について企業はそれほどこだわってはいません。ま

長する人間力の方に重きを置いているから。長期の留学は

た、浪人している場合も同様です。ただ、２年続けて留年

大学生のうちにしかできません。留学先でたくさんの経験

となると、「反省をしない人間だ」という印象となり、あ

を積んで、それを語れるものにして帰ってくれば、企業へ

まり良いとはいえません。留年している場合は、「留学に

の強いアピールとなり、いい結果に結びつくと思います。

行っていた」、
「資格取得のために勉強に打ち込んでいた」、

Q3

大学の講義とインターンシップが重なった場合、
出席日数は配慮してもらえますか？

「クラブ活動を頑張っていた」など、きちんとした理由が
必要になりますので、それを語れるようにしておくと試験
官への印象も変わると思います。

これは各担当教員の判断によりますので、事前に相談さ
れてください。インターンシップが正規科目の場合、追試
験を受けることができます。また、正規科目でなくても、
インターンシップが選考に関わるものであると企業が証明
してくれた場合、
追試の対象と認められることがあります。
インターンシップに参加するためには

Q4

難しい選考があると聞きます。

突破するためのアドバイスをお願いします。

よく勘違いされるのが、インターンシップと就職活動の
採用基準は異なるということ。インターンシップはイン

Q7

インターンシップには

どういう服装で参加すればいいのでしょうか。

インターンシップに際しての服装は、業界や業種によっ
て様々です。これについてはキャリアセンターがそれぞれ
の業界にふさわしい服装を把握している場合がありますの
で、お子様がお困りの際には「キャリアセンターに相談に
行ってみたら？」と、背中を押してあげてください。

Q8

Ｕターン就職に関する情報は

キャリアセンターのホームページにありますか？

ターンシップのプログラムに参加するための志望動機です

はい、あります。
「e-career（イーキャリア）」では、県（地方）別・

から、その企業に就職する際の志望動機とは異なります。

業種別など、項目を細かく指定した上で該当する求人情報

ですので、その企業のプログラムの内容をきちんと理解し

を検索することができますので、ぜひご活用ください。た

て、どういう目的で応募したのかをエントリーシートに書

だ、その際は学生さんのユーザー ID が必要になりますの

くようにすれば通りやすくなるのではないかと思います。

で、ご一緒にご覧になられるといいかと思います。
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同志社大学・経済学部における
就職状況・就職支援について
経済学部長

竹廣 良司

今回の父母会では地域ごとの就職状況について各地の経済や採用状況に詳しい方からご説明いただきますが、少
就職状況・就職
支援について

し時間をいただいて、同志社大学ならびに経済学部の状況、就職支援についてお話をさせていただきます。

１．大卒労働市場における求人と求職のバランス（企業規模による違い）
パワーポイントをご覧ください。最初にあげまし

大学生の就職市場の推移

たのは全国の大学生の就職市場の推移です。リクルー
ト・ワークス研究所が毎年実施している「大卒求人

3.50

倍率調査」の数値を使いまして、1987年～2016年の

大卒求人倍率の推移：１９８７－２０１６（各年とも３月卒）
㻌 2014年以降就職市場では改善傾向が顕著であり、
㻌 2016年卒以降も新卒採用枠が増加すると予想される。

3.00

求人倍率の動向を示しています。求人倍率とは学生

2.50

一人あたりに、平均していくつの就職口があるかを

2.00

示しており、数値が高いほど学生にとって有利にな

1.50

ります。バブル時代は景気がよく、売り手市場とい

1.00

われていた時期で、一人あたり２、３個の席があっ

0.50

バブル景気㻌

就職氷河期㻌

就職氷河期㻌

0.00

た時代です。90年代はじめにはバブルが弾け、就職

※求人倍率＝求人総数÷民間企業就職希望者数
㻌 㻌 リクルート・ワークス研究所「大卒求人倍率調査」より作成

氷河期に入っていきます。とはいうものの平均でも
１を下回ってはいませんので、理屈としては選ばな

2

ければどこかに入れるという状況ではありました。
現実にはどこでもいいというわけにいきませんから就職できない学生もおりました。2000年代の後半に少し上向い
てきたあたりでリーマンショックが起こりまして、またガクンと落ちて就職氷河期が訪れました。2013、14年から
上向きになって、2016年（予測）まで、上がってきています。現状として、企業の側も採用枠を広げる傾向が観測
されています。こういう話を聞くと、誰でも大企業にいけるのではないかとの期待が高まり、学生は大企業に殺到
するのですが、なかなか簡単には就職できません。
次の２つのグラフもリクルート・ワークス研究所の調査結果をもとに作成したものですが、一つは民間企業への
就職を希望する大学生の数、もう一つは民間企業の求人数を示しています。縦軸の目盛りサイズは揃えていますの

企業規模ごとの状況（１）

企業規模ごとの状況（２）

民間企業への就職を希望する大学生数

民間企業の求人数

800,000人

800,000人

700,000人

700,000人

600,000人

600,000人

500,000人

500,000人

400,000人

400,000人

300,000人

300,000人

200,000人

200,000人

100,000人

100,000人

0人

0人

2010

300人未満

2011

2012

300～999人

2013

2014

1000～4999人

2015

2016

2010

5000人以上

300人未満

㻌 㻌 リクルート・ワークス研究所「大卒求人倍率調査」より作成
3

2011

2012

300～999人

2013

2014

1000～4999人

2015

2016

5000人以上

㻌 㻌 リクルート・ワークス研究所「大卒求人倍率調査」より作成
4
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で高さの比較が可能です。ご覧の通り、企業の求人はかなりあり、見かけ上は席があるように見えます。しかし、
ご注意いただきたいのは棒グラフに示されている企業規模の内訳です。企業の従業員数で企業規模を示しており、
下層から順に300人未満、300～999人、1000人～4999人、5000人以上となっています。最近は昨今の経済状況を反
映し、どこの大学でも大企業ばかり狙っていては難しいと学生に伝えていますので、学生の側も300人未満の中堅
中小企業にも目が向くようになってきています。しかし、全体としては依然として5000人以上の大企業への人気が
続いています。求人数の側で見ると、300人未満の企業での採用希望が多く、この部分を除けば全体の求人数は大
きく減少します。300人未満の企業ではむしろ人手不足で、この中には優良企業も多数ありますのから目を向けて
みることも大事だと思います。
学生側も企業側も、各棒グラフの最上層は従業員数5000人

企業規模ごとの状況（３）

以上の大企業を示していますが、同じ年どうしで長さを比べ
ると、企業の求人数は希望する学生の数ほどにはなく、受け
皿が小さいことがわかります。確かに2016年は2015年よりも
採用枠が広がってはいますが、志望者を全部吸収できるほど
ではありません。大企業、超大企業では競争がますます激し

求人倍率
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

くなっています。次の折れ線グラフもリクルート・ワークス

3.00

研究所の「大卒求人倍率調査」による数値を用い企業規模ご

1.00

との倍率の推移を示しています。一つだけ上方に位置する折

2.00

0.00

2010

2011

300人未満

れ線は従業員数300人未満の企業ですが、ご覧の通り高い求

2012

300～999人

2013

2014

1000～4999人

㻌 㻌 リクルート・ワークス研究所「大卒求人倍率調査」より作成

2015

2016

5000人以上

5

人倍率があり学生の就職には有利です。その下にある折れ線
は従業員数300～999人の区分で、ぎりぎり１を超える程度です。その下の折れ線は従業員数1000～4999人、最も下
の折れ線は従業員数5000人以上の大企業ですが、いずれも常に１を割っており、希望通りに就職ができない学生も
出てきます。大企業ばかりを狙い、熾烈な競争で疲弊してしまう学生もいます。学生たちはまず大手を狙うのです
が、以前よりは中堅中小も視野に入れながら動く学生が増えてきたように感じます。企業ごとに強みや魅力は異な
りますので、規模だけでなく個々の企業を見て選んでいただきたいと思います。

２．本学ならびに経済学部における就職状況（就職率、スケジュール、Ｕターン、業種・規模）
次にまとめていますのは、経済学部の就職状況（2015年４

年度（年月採用）
経済学部就職状況

月採用）です。今年の春卒業した学生の就職率は96.8％です。
分子は就職者数で、分母は就職を希望している学生、つまり、
卒業時まで諦めずに就職したいという意欲をもち就活を続け
てきた学生です。就職率の計算では、行き詰まり、就職を諦
めてしまうと分母から落ちますので、最後まで諦めなければ、

就職希望者数
就職者数㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
就職率㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
（文科系学部全体㻌

相当程度に就職はできているといえます。本学の文科系学部

男子：550人
男子：533人㻌
男子：96.9％
男子：95.6％

女子：198人
女子：191人㻌
女子：96.5％
女子：97.9％

全体：748人
全体：724人
全体：96.8％
全体：96.6％）

（配付資料）
就職活動のおおよその流れ
就職者数上位２０社推移
Ｕターン就職状況（2011～2014年度累計）

全体でも96.6％で大体同じくらいです。経済学部が毎年良い
わけでもなく、男子、女子の比率も女子がよかった年もあれ
ば、そうでない年もありますが平均してこの程度の値となっ
6

ており、あきらめずに就活を続けることが大切だということ
がわかります。
配付資料「就職活動のおおよその流れ」をご覧ください。４年生の親御さんは毎日お子さんの大変な状況を目の
当たりにされていると思いますが、今までですと年度が替わり、４月の選考期間に入るやいなや内々定が出始め、
本学の場合はゴールデンウィークくらいで一段落し、５月いっぱいあたりで凡そ決着していましたが、従来の４月
の時期が今年は８月に後ろ倒しになりました。多くの企業は８月前に内々定が出しにくい状況ですが、一方で就職
協定を受け入れていない外資企業とか、春頃に内々定を出している企業もあります。活動中の学生もどの程度の段
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就職活動のおおよその流れ
３年次生

４月

４年次生

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１～３月

【企業等の動き】
就職情報サイト登録
エントリー・資料請求
会社説明会（合同・個別）
エントリーシート提出
採用選考（筆記・面接）

筆記

面接

内々定

（内定式）

【大学の支援】
就職状況調査

＜基本セミナー・ガイダンス＞
就職ガイダンス

（プレ[インターンシップガイダンス含む]）
（夏休み前セミナー）

（第１回）

（第２回）

（直前）

Uターン・Iターンセミナー、相談会
企業の見方セミナー、新聞の読み方セミ
ナー
ＳＰＩ・一般常識模擬試験対策セミナー、講座

＜自分を知る・伝える＞
自己分析セミナー、実践編
エントリーシートセミナー、講座

（ブラッシュアップセミナー）

面接講座、グループディスカッション対策講座

＜働くことを知る＞
業界研究、職種研究セミナー

業界・職種に関する俯瞰的視野の醸成

仕事研究セミナー

仕事内容、業界の動向や課題について紹介

就職活動体験談を聞く会
内定者相談コーナー
企業研究セミナー

内定者よる就職活動の報告と個別の相談対応
個別企業による説明

＜公務員・教員関連＞
公務員・教員ガイダンス、業務説明会

公務員志願者のために、２・３年次の春学期から公務員試験のガイダンスが始まり、公務員・
教員希望者のためのセミナーも開催。３年次生を対象に学内「公務員講座」（国家総合職、地
方上級・国家一般職、国税専門官などの各コース）を開設。

＜個別相談（１～４年次生＞
※スケジュールは変更する場合があります。また、経団連非加盟企業などの一部では異なる動きをする場合があります。

階か読めないところも多く、８月前でも水面下で動いていたり、内々定を出すが、口外しないでほしいという企業
もあったりするようで交錯した状況になっています。インターンシップへの学生の参加も増えてきています。１年
中、色々な企業のインターンシップがあり、就職活動中の学生だけでなく、１、２年生からインターンシップに参
加している学生もいます。インターンシップ自体が以前と位置付けが変わり、採用活動の一端になっている場合も
ありますので、昔のように「インターンシップは参加しなくてもいいよ」と言いにくくなってきているのが実情で
す。
実際の就活は３月スタートと言われていましたが、その前に始まるインターンシップも含めると、長期にわたっ
て就職活動が続くということが起こっています。また、就活が夏に及ぶため、世間はクールビズなのにスーツを着
て活動する学生も少なくありません。上着・ネクタイ不要という企業もありますが、そう言われても学生は一応持
参するようで、これまでにない部分での学生のためらいもあるように思います。スケジュール表の下段には本学で
行っている就職支援を示しています。大学でもさまざまな取り組みをいろんな時期にやっておりますので、そちら
もぜひご活用ください。
「就職社数上位20社」をご覧いただくと、本学の学生が多数採用されている就職先がわかります。経済学部は文
科系に含まれますが、上位の多くが大手の金融機関であることがわかります。自治体への就職も多いです。
「Ｕター
ン就職状況」は大学全体の2011年度～2014年度の就職者数の累計を示しています。それぞれの地域ごとに資料（P.21
～ P.27）があり、縦軸に学生の出身地、横軸に就職先の都道府県が示されています。縦・横とも同じ都道府県のク
ロスする箇所を見ることでＵターン就職の状況が読み取れます。Ｕターンの多い都道府県がかなりあるように思い
ますが、程度は異なりますので、該当する地元の数値をご覧ください。
パワーポイントに戻りまして、経済学部生の業種別就職状況を示した円グラフをご覧ください。男子はメーカー
に22.5％、金融に25.5％。二つでほぼ半数です。一方、女子はほぼ半分（42.2％）が金融に就職しています。本学
の社会科学系学部全体に女子は比較的金融が多いのですが、経済学部は特にそれが顕著です。銀行などは一般職と
か総合職が分かれていましたが、地域限定の総合職が増えてきて地域に戻ってきて総合職として働くことを選ぶ女
子学生も増えています。私のゼミ生はメーカーも多く、金融が大好きという学生と、金融以外に行きたいという学
DOSHISHA UNIVERSITY
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就 職 者 数 上 位 ２０ 社 推 移
文科系学部･研究科
２０１４年度
就
1
2
3
4
5
5
7
8
8
8
11
11
13
14
15
15
17
18
19
19

職

２０１３年度
合
計

先

三井住友銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
日本生命保険相互会社
りそなホールディングス
国家公務員（一般職）
日本郵便
みずほフィナンシャルグループ
京都銀行
損害保険ジャパン日本興亜
南都銀行
東京海上日動火災保険
ＳＭＢＣ日興証券
京都中央信用金庫
滋賀銀行
京都市
野村證券
大和証券グループ本社
三井住友海上火災保険
三井住友信託銀行
池田泉州銀行

83
53
52
45
40
40
36
31
31
31
27
27
25
22
21
21
20
19
16
16

文
科
系
男
26
15
9
25
22
12
17
14
3
13
1
18
14
13
12
11
12
3
5
9

文
科
系
女
57
38
43
20
18
28
19
17
28
18
26
9
11
9
9
10
8
16
11
7

就
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
15
15
15
19
19

職

先

三菱東京ＵＦＪ銀行
日本生命保険相互会社
三井住友銀行
国家公務員（一般職）
京都銀行
京都中央信用金庫
みずほフィナンシャルグループ
野村證券
大和証券グループ本社
ニトリ
三井住友海上火災保険
東京海上日動火災保険
京都市
滋賀銀行
南都銀行
ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪ信託銀行
りそなホールディングス
国税専門官
三井住友信託銀行

２０１１年度

２０１２年度
合
計
58
57
51
35
34
30
25
23
22
21
20
18
17
17
16
16
16
16
15
15

文
科
系
男
17
6
20
24
18
19
16
16
10
17
5
2
13
6
8
11
7
10
12
3

文
科
系
女
41
51
31
11
16
11
9
7
12
4
15
16
4
11
8
5
9
6
3
12

就
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
10
12
12
14
14
16
17
17
17
20

職

合
計

先

三井住友銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
日本生命保険相互会社
京都銀行
東京海上日動火災保険
りそなホールディングス
積水ハウス
南都銀行
京都市
みずほフィナンシャルグループ
イオンリテール
京都中央信用金庫
ゆうちょ銀行
滋賀銀行
野村證券
京都府
大和証券グループ本社
ＳＭＢＣ日興証券
富士通
国税専門官

57
43
38
36
33
32
27
27
23
22
22
21
21
19
19
18
17
17
17
16

文
科
系
男
24
16
4
15
3
19
20
13
11
12
8
10
3
11
10
10
9
12
10
7

文
科
系
女
33
27
34
21
30
13
7
14
12
10
14
11
18
8
9
8
8
5
7
9

就
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
14
17
18
18
20
20
20

職

先

三菱東京ＵＦＪ銀行
三井住友銀行
京都銀行
みずほフィナンシャルグループ
りそなホールディングス
野村證券
日本生命保険相互会社
国家公務員Ⅱ種
南都銀行
国税専門官
東京海上日動火災保険
ＳＭＢＣ日興証券
三井住友海上火災保険
京都中央信用金庫
滋賀銀行
三菱電機
全日本空輸
キーエンス
第一生命保険
ニトリ
郵便局
ゆうちょ銀行

文 文
合 科 科
計 系 系
男 女
51 13 38
43 20 23
42 19 23
34 15 19
30 18 12
27 16 11
25 6 19
22 15 7
21 9 12
20 18 2
19 3 16
19 11 8
19 3 16
18 7 11
18 9 9
18 11 7
17 0 17
16 15 1
16 8 8
15 12 3
15 5 10
15 1 14

理工系学部・研究科
２０１４年度
就
1
2
2
4
4
6
6
8
8
8
8
8
13
13
13
16
16
16
16
16
16

職

２０１３年度
理
工
系
18
11
11
10
10
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5

先

パナソニック
日産自動車
三菱電機
ＴＩＳ
トヨタ自動車
ダイキン工業
村田機械
関西電力
川崎重工業
東芝
豊田自動織機
ローム
エヌ・ティ・ティ・データ
京セラ
小松製作所
スズキ
積水化学工業
ダイハツ工業
日立製作所
日立造船
ルネサスエレクトロニクス

就
1
1
3
3
5
5
7
7
7
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12

職

先

トヨタ自動車
三菱電機
スズキ
日立製作所
ダイキン工業
パナソニック
関西電力
ＴＩＳ
野村総合研究所
大塚製薬
三菱自動車工業
エヌ・ティ・ティ・データ
ＮＴＴドコモ
川崎重工業
中部電力
豊田自動織機
東海旅客鉄道
日産自動車
西日本旅客鉄道
三菱東京ＵＦＪ銀行

２０１２年度
理
工
系
10
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

就
1
2
3
3
3
6
6
8
8
8
8
8
13
13
13
13
13
13
13
13
13

職

２０１１年度
理
工
系
13
10
9
9
9
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

先

日立製作所
パナソニック
トヨタ自動車
野村総合研究所
三菱電機
ダイキン工業
三菱重工業
エヌ・ティ・ティ・データ
関西電力
小松製作所
島津製作所
東芝
キヤノン
ＫＤＤＩ
スズキ
ＬＩＸＩＬ
デンソー
日本電気
日産自動車
西日本旅客鉄道
日立システムズ

就
1
2
2
4
5
5
7
7
7
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

職

先

パナソニック
関西電力
三菱電機
ダイキン工業
エヌ・ティ・ティ・データ
本田技研工業
小松製作所
島津製作所
ローム
キヤノン
トヨタ自動車
西日本旅客鉄道
日立製作所
三菱重工業
ヤンマー
エヌ・ティ・ティネオメイト
スズキ
ジェイテクト
ＬＩＸＩＬ
豊田自動織機
デンソー
日本電気
日産自動車
日本ゼオン
ニチコン
ニトリ
三菱自動車工業
村田製作所
ヤフー
レンゴー
ＹＫＫ
（２０１５年３月３１日現在）

業種別就職状況（経済学部）

業種別就職状況（経済学部）

男子
公共・その他,
15.6%

公共・その他,
8.9%
サービス,
9.4%

メーカー,
22.5%

マスコミ・情報,
10.5%
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流通, 4.7%

マスコミ・情報,
7.3%

流通, 9.8%

金融, 25.5%

金融, 49.2%

㻌 㻌 本学キャリアセンターの資料より作成
7

メーカー,
19.4%

教育・学習支
援, 1.1%

サービス,
14.6%
教育・学習支
援, 1.5%

女子

㻌 㻌 本学キャリアセンターの資料より作成
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理
工
系
15
12
12
11
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

生が両方いて面白いです。
「形ある『ものづくり』をしてい
る企業で働きたい」とか、学部で学ぶ中で就職の志望にも特

企業規模別就職状況：文科系学部

徴が出てくるようです。
グラフの最後は文科系学部の「企業規模別就職状況」です。
各棒グラフの左から順に、従業員数で5000人以上の巨大企業、

2011年度

23.9%

2012年度

24.9%

2013年度

23.9%

27.9%

9.2%

29.1%

15.6%

9.0%

14.8%

9.0%

16.5%

5.2%

18.2%

4.2%

18.0%

1000人～4999人の大企業Ａ、500人～999の大企業Ｂ、100人
～499人の中企業、100人未満の小企業、その他、となってい
ます。巨大企業や大企業は確かに多いですが、中堅企業にも

2014年度

26.6%

0%

たくさん就職しています。

29.5%

10%

巨大企業

29.7%

20%

30%

大企業Ａ

40%

8.1%

50%

大企業Ｂ

60%

中企業

14.9%

70%

4.8%

16.3%

4.4%

16.3%

80%

小企業

90%

100%

その他

㻌 㻌 本学キャリアセンターの資料より作成

３．経済学部における学びの重要性

9

長く続く就職活動ですが、就職時期になって慌てないため
に重要なことは何でしょうか。大学は勉強する場所であるこ
とを忘れてほしくありません。就職活動が始まると授業に出
席しない学生も増えますし、就活に励みたいと考える気持ち
もわからないではありません。まずは本格的な就活に向けて
大学の勉強をしっかりしておくことが重要です。そもそも単
位が揃ってないと就職活動に取りかかる余裕がありません。
内定が出ても卒業できないと意味がありません。企業側も卒
業できるかどうかわからない学生に好んで内定を出すことは

就活時期に慌てないために・・・
• 大学の勉強をしっかりしておく
– 学業をおろそかにしない（単位が十分取れていないと
就活もできない）
– 成績表から読み取れる情報は少なくない！！
– 興味や関心のある分野を見つける（ゼミ選びは重要）

• 主体的に学び、問題認識力を高める（自分で考
える）
• 自分の「強み」を見つけて伸ばす
– 経済学部の課外の取組みも利用できる

ありませんので、しっかり学び、就活に臨んでほしいと考え
10

• 「経済学部だからできること。」
• 「経済学部パンフレット」

ています。１年間で登録できる単位数は各学年とも48単位で
す。卒業に必要な単位は124単位ですから３年間で48単位ずつ修得していれば、４年生で安心して就職活動に臨む
ことができます。
大学での成績は就活には無関係だと考える学生が多くいます。本当にそうでしょうか。父母会では個人面談を行
い、学生さんの学業履修についてお話ししています。教員は成績表だけで、面識のない学生の話をなぜできるか。
実は成績表からはいろんなことがわかります。科目ごとの成績だけではなく、どういう履修パターンでとっている
かを見ていくことによって学生の性格まで大体見えてきます。「地道に頑張っているまじめな学生さんですね」と
か「この辺りの時期に少し手を抜かれましたね」とかも見えてきます。成績表を見ることでそうしたことが読み取
れることに気づいている企業もあり、採用時の面接で学生に質問して、真偽のわからない答えに悩むよりも成績表
を見ることで学生の真の姿を判断されることも今後増えてくるかもしれません。
経済学部の学びではゼミでの学びを重視していますので、ゼミ選びも重要になります。経済学部ではゼミは２年
生の秋から始まり、３、４年生と持ち上がりますので、長い時間をかけ、定められたテーマについて学びを深める
機会になります。経済学の領域は広く、学部でも色々なことが学べるのですが、なんでも学べるとなると何を学ん
だらいいか戸惑う学生も少なくありません。関心のある分野に自分の軸足をおいて学ぶことを考えながらゼミを選
ぶことを学生には勧めています。ゼミの中でディスカッションし、知識を深め、就職活動が始まる頃には少なくと
もその分野についてはコメントができるくらいの人物になっていると自信を持って面接にも臨むことができます。
２年生でゼミを選ぶためには、１年生での学びも重要になります。自分のテーマが見つけられないと、「楽勝そう
なゼミを探そう」とか「○○君と同じゼミにでも行くか」と、大学で求められる「主体性」にはほど遠い行動をとっ
てしまうことにもなりかねません。今年は８月４日が第一次選考日で、それまでに説明会やゼミ参観もやっていま
す。学生さんには色々なゼミの活動や取り組み内容を見てもらい、しっかりとゼミ選びをしていただきたいと思い
ます。
先ほど、大学では「主体性」が重要だということに触れました。学生は「主体性」という言葉は聞き飽きるほど
DOSHISHA UNIVERSITY
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聞いているはずですが、本当に伝わっているのかどうか不安に感じることがあります。社会ではよく「問題発見力」
が大事だといいますが、そもそもなぜ「問題」であるのかがわからないと、問題は発見できないわけでありまして、
発見以上に大事なのは問題を認識できる力ということになります。たとえば高校までは「この問題を解きなさい」
というように問題は与えられるものだったかもしれませんが、大学の学びの中では「問題」自体を探しだし、設定
することが求められます。学生に「問題を見つけなさい」というと、見つけようともせず、ネットで検索して問題
らしきものを見つけてきて「問題はこれです」と言う学生がいます。
「なぜ、どのように問題か？」と訊ねると「○
○に問題だと書いてあったから問題だと思います」との答が返ってくる始末です。自分自身が問題だと意識できな
いことには、きちんと解決しようという意欲も起こってきません。問題を認識できるようになるためには、ディス
カッションを通じてさまざまな考えに触れることが重要になります。こうした意味でもゼミで議論を深めることを
おすすめします。
学生の間に自分の「強み」を見つけて伸ばしていくことも重要です。社会に出ると「チーム」で働くことが多く
なります。それぞれ異なる強みをもつ人たちが集まって、目標達成に向け協力し合うことが社会では期待されてい
ますので、
「自分の強みは何か」を把握できていないと就職活動にも不利になります。自らの強みを見出し、そこ
を伸ばしてもらえればと思います。生真面目な学生さんも多く、弱点克服型の人がたくさんいまして、弱点だとわ
かっていて、そこを何とか克服しようとするのですが、強みを見つけ、伸ばしやすいところを伸ばしていくことも
大事だと考えます。他の学生が自分にはない素敵な力をもっていたりすると羨ましくなる、ということもわからな
いではないのですが、「自分ならでは」というものを探してもらえればと思います。
そういうものを見つけてもらう一つのきっかけとして経済学部の課外活動をご活用ください。「経済学部だから
できること」というリーフレットの中にもありますのでご参照ください。「主たる学び」は授業やゼミですが、経
済学部ではそれ以外にも学びの機会を提供しています。「学生プロジェクト活動」はテーマを決めて学生が取り組
むものですが、プロジェクトという仕組みに則り、チームで目的を設定し、効果的に達成するにはどうすればよい
かということを学べる機会です。他にも「ディベート大会」「ビジネスプラン大会」なども設けています。「海外イ
ンターンシップ」は海外で職業体験ができる経済学部独自の機会です。大学には正課授業としての海外インターン
シップもありますが、経済学部のものは課外ですので、単位は与えられません。しかし、同経会（同志社大学経済
学部の卒業生の組織）がほぼ全額費用を負担してくれます。２週間程度、海外の企業で職業体験が可能で、かつ「こ
ういうことが学びたい」という学生の希望にカスタマイズされた体験の機会が提供されるもので、10企業に受け入
れていただいております。学部代表としてふさわしい学生に参加してもらいたいということでそれなりのハードル
はありますが、参加した学生は目標を達成し成長して帰国します。
「経済学部のパンフレット」は今年作成しましたものです。経済学部の学びの特徴がわかる内容ですので是非ご
覧ください。今年は「正課」と「課外」という軸を設けて、学部における正課での学びと、それらを補完する、課
外での学びや活動についてまとめております。正課ではゼミ活動を中心に、課外活動では「学生プロジェクト」
「海
外インターンシップ」「ディベート大会」「ビジネスプラン大会」を取り上げていますが、参加学生の声もあります
ので、お目通しください。
「卒業生からのメッセージ」では、学生時代にどういうことにかかわったかが書かれて
いますので、学生生活の過ごし方の参考になるかもしれません。

４．キャリア・サポート（本学キャリアセンターによる取り組み）とご家族の支え
「キャリア」というと、学生は就職活動だけを考えがちですが、就職することがゴールではなく、長い人生を考
えるという意味でキャリアを考えてほしいと望んでいます。大学のキャリアセンターはさまざまな支援プログラム
を用意しています。学生は民間の就活サービスに頼りがちですので、キャリアセンターをあまり利用していません
が、
進路に関する相談に乗ってもらえますのでもっと利用していただければと思います。
「大学案内」の153～155ペー
ジをご覧いただきますと、就活スケジュールや東京オフィス、大阪サテライトオフィスの紹介があります。着替え
やパソコンでの情報収集も可能ですので、東京で就職活動する際はぜひ東京オフィスを拠点にしてください。キャ
リアセンターのホームページには、１年生から参加できるプログラムが掲載されています。
「e-career」というキャ
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リア支援システムもあり、企業の求人情報、セミナーの説明
情報とか同志社大学に届く就職情報はすべて入っております。
キャリア支援システムはセキュリティが厳しく学生 ID とパ
スワードがないと入れないということになっていますが、そ
の分、学生にとっては有用な情報が掲載されています。
キャリアセンターが実施している支援プログラムについて
ご紹介しておきます。１・２年生を対象としたものでは、正
課として単位もつく「キャリア開発と学生生活」「キャリア
開発の課題と方法」などがあります。後者は以前に私も２年
間担当していましたが、講義だけでなく、社会で活躍されて

就活時期に慌てないために・・・
• 長期的視野でキャリアを考える
– 就職はゴールではなく、就職後の人生は長い

• キャリアセンター支援プログラムを利用
– キャリアセンターを利用する
• 「大学案内」153～155ページ

– １・２年生から参加できるプログラムもある
– e-career（キャリア支援システム）の利用
• 企業・求人情報、セミナー・説明会・インターン㻌 㻌
シップなどの情報

いるゲストの方に来ていただき、長い目で人生についてお話
していただいたりもします。課外では「キャリア発見セミナー」「自己発見セミナー」「キャリア体感セミナー」が
あります。３年生になると、より多くのものが提供されます。12月中旬には「Ｕターンセミナー・相談会」が開催
されます。イベントは多く、ホームページにはその都度掲載されますが、注意して見ていないと気づかないうちに
終わってしまうこともあります。３・４年生向けのものも多様で「企業セミナー」や「人事担当者が語る面接のポ
イントセミナー」
、
「内定者から話を聞こう」というのもあります。その他、公務員・教員就職セミナー」も開催さ
れています。

キャリアセンター支援プログラム
【１～２年生】
【正課】
• キャリア開発と学生生活
• キャリア開発の課題と方法
• プロジェクト科目
【課外】
• キヤリア発見セミナー
• 自己発見セミナー
• キャリア体感セミナー

キャリアセンター支援プログラム
【３年生基本セミナー】
• 夏休み前セミナー
• 就職ガイダンス
• 自己分析セミナー
• エントリーシートセミナー
• 自己発見セミナー
• エントリーシート講座
• 面接講座
• 新聞の読み方セミナー
• 企業の見方セミナー
• SP1模試+対策講義
• Uターンセミナー・相談会（12月中旬開催予定）

キャリアセンター支援プログラム

キャリアセンター支援プログラム

【３・４年生向け企業就職セミナー】
• 業界研究セミナー
• 企業セミナー
• 仕事研究セミナー
• 卒業生との交流会
• 人事担当者が語る面接のポイントセミナー
• 就職活体験談を聞く会
• 内定者から話を聞こう

【 ３・４年生向け公務員・教員就職セミナー】
• 公務セミナー・ガイダンス
• 公務員セミナー
• 教員ガイダンス
• 教員セミナー
• 国家一般職・総合職省庁合同説明会
• 公務員就職活動体験を聞く会
• 卒業生との交流セミナー
• 公務講座

ご父母として、就活の際にサポートいただきたいことですが、先に社会に出ておられる先輩としてのお立場で、
ぜひアドバイスをいただければと思います。文章を書き慣れていない学生のエントリーシートを見ると、ひどい文
章に驚かされることがあります。ご家族が代筆されるのはさすがによくありませんが、提出前に文章をチェックい
ただきアドバイスしていただくと良いのではないかと思います。そのほかにも、ご家族だからできるサポートはた
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くさんあります。励ましたり、慰めたり、といったことも大
切です。また、就職活動にはお金もかかります。バブルの頃
ですと、東京にいくと企業が交通費を支払ってくれたので、
10社くらいまとめて回って荒稼ぎしているような学生もいま
したが、現在は最終面接くらいでようやく出るくらいです。

ご家族の皆様へ
• 先輩社会人としてのアドバイス
• ご家族だからできるサポート・・・

長距離の移動には時間もお金もかかります。就活中はアルバ
イトもなかなかできませんので、サポートいただければと思
います。３年ほど前に父母会の就職説明会を京都でやった時
にパネルディスカッションをし、コーディネーターをつとめ

お子様の就活を見守っていただき、支えとなっ
ていただきますようお願いします。
ご相談がございましたら遠慮なく経済学部事務
室までご連絡ください。

ました。その時に参考になったのが、当時、日経新聞の電子
版で日経ウーマン編集長の麓幸子さんが連載されていたもの
です。現在は、日経プレミアシリーズの新書『就活生の親が今、知っておくべきこと』として発刊されています。
この書籍でも就活費用について平均13万円と言及されています。数年前の状況ですので、今はもっとかかるのでは
ないでしょうか。色々な形で物心両面からサポートをいただければと思います。長くなりました、以上とさせてい
ただきます。ありがとうございました。
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岐阜県

1

33

1

長野県

2

1 22

山梨県

（人数）

帰省先

東北

中国

四国

九州・沖縄

0.3

4

0.3

0.2

0.4 0.4

2

1

2

1

0.1 0.1 0.2

0.2

2

2

1

1

1.0

6

0.3

0.1

0.4 1.2

1

1

1

3

0.1 0.1 0.3

0.3

1

1

1

1

97

41

1971

358

899

246

330

合
計

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

（単位：％）

（単位：人）

外
海
神
和
鹿
国
道 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 奈 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 歌 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 児 沖
森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京
潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良
取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎
縄
川
山
島

就職先 北

（１） Ｕターン就職状況（2011～2014年度累計）

Ｕターン就職資料（中部）

4／7

DOSHISHA UNIVERSITY

25

15

19

15

5

1

63

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

計

1

0.4

0.1

0.4

和歌山県 0.4

0.5

奈良県

地区合計割合

0.1 0.1

0.7

0.1

0.1 0.1

兵庫県

0.1

0.4

0.1

9

1

2

5

大阪府

5

1

1

3

1

0.6

0.1

3

1

1

1

京都府

0.2 0.1

7

1

3

1

1

0.9

1

1

2

滋賀県

（比率）

8

滋賀県

（人数）

帰省先

東北

関東

北陸

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

1

5

0.2 0.7

0.4

0.4 0.7

0.3 0.9

0.2 0.7

0.1 0.2 0.5

0.1 0.8

44.1

43.8

40.4

46.8

45.8

42.5

39.5

5233

112

0.1

1.5 0.1 0.1

0.1

0.4

1.2
1.5 0.1 0.1

0.1 0.1

1.2 0.1

0.1

0.1

1.7 0.1

1.6

0.1

8

2

3

2

1

0.9 0.1

5

8

176 10

1

1

2

1

1

2

5

1

3

9 551 17

6 19 989 33

4 28 79

1

1

5

2220

75

1
2

8

5 11 992 40

7 369

1 10 33

2

1
8 66

4 35

8 53

10

3 11 49

2

1

6

4

1673

0.2 0.1 0.5 3.1 0.3 1.8 9.7

3.9 0.4 0.4 7.0

0.4 0.2 0.8 3.6 0.4 0.1 6.9

0.1 0.1 0.4 2.5 0.2 0.1 5.1

0.6 3.1 0.3 0.1 5.3

27.0

16.4

25.7

4 50

3

1

19.5

0.2

4.4 2.0 0.7

2.3 1.6

2.3

13.4

2.9 0.5 0.6

2.0 0.8

1.2 0.1

521 232 83

6

24.7 13.5

34.5

24.5 18.9

19.1 10.8 17.7

1150 3196

1 18 42

2 94 351 31 183

1

142 25 29

2 107 523 285

7 257

0.1 0.1 0.3 2.8 0.2 1.2

0.2 0.5 0.4 3.8 0.2

0.2

1

4 28 573 442 46 18

2 178 101 165 11

1 27 150 13

2

5

1 22 13 58 363 30 218

5

2

1 10

3

2

2

1

1

5

2

1

4

1

7 10

7

5

1

3

5

3

1

4

2

0.1 0.1

0.1

7 10 11

2

5

2

1

0.2 0.2

0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1

0.4

0.2 0.3 0.1

0.4 0.3 0.5 0.1

0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1

0.3 0.2 0.2

0.6 0.2 0.1

31 37 24

3

8

6 18

8

6

1

1

8

3

1

1

1

0.4 0.1

0.4

0.4 0.1 0.1

0.2

0.4 0.2

0.3 0.1

0.5 0.1

1 43 14

1

6

4

1 20

7

5

2

1

1

1

1

1

1

256

1365

2115

4851

2336

933

合
計

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

（単位：％）

16 11856

2

2

3

7

2

（単位：人）

外
海
神
和
鹿
国
道 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 奈 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 歌 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 児 沖
森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京
潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良
取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎
縄
川
山
島

就職先 北

（１） Ｕターン就職状況（2011～2014年度累計）

Ｕターン就職資料（近畿）

5／7

26

DOSHISHA UNIVERSITY

関東

1

1

地区合計割合

高知県

愛媛県

香川県

0.2

0.6

0.3

地区合計割合

徳島県

40.4

0.7

山口県

1.8

0.2 0.2 0.2 0.6

1.0

0.1 0.7

40.5

0.3 0.3

0.5

広島県

34.8

42.0

35.9

34.3

26.9

39.3

42.2

43.8

1.2

38.7

3 188

岡山県

1

3.1

0.6

1

島根県

0.6

1

42

60

3 58

28

1.3

1

1

1

2
2

1

1

1.3

1.0

1.2

1.2

1.9

1.9 0.2

1.3 0.7

2.7 0.3

1.2

2.7

7

1

2

2

2

6 355 17

鳥取県

（比率）

計

高知県

愛媛県

香川県

徳島県

3

計

1

1

山口県

62

1 145 10

2

広島県

1

3 105

岡山県

3

1 14

島根県

2

1 29

鳥取県

（人数）

帰省先

東北

北陸

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

0.6

0.3

1.3

0.3

1

1

0.2 0.2

1.0

1

1

3

2

1

1

1

1

1

7

1

1

2

2

2.0

0.5 3.8

1.6 0.8

6.3

2 20

2

8

5

2 23

3

2 14

4

2

0.6 1.2 4.2

4.7 0.6

2

7

8

1

7

8

4 25

8.5

0.3 7.0

5.6

1.3 8.0

15.0

14.8

13.5

14.7

13.1

15.4

16.1

13.3

7.0 8.0

0.6 2.4

5.3

5.8

8

3

3

2

1.3

2

1

1

5

1

1

2

1

1

7

1.0
1.5 0.4

1.8

1.8

1.9 1.0

5

1

1

6 30

8 86

58

9.4

2.2

23.3

23.3

2.0

1.3

3

2

1

2

2

1

1

6

1

2

1

1

4 27

2 49

47

1

1

1

1.0

3.4

19.6

33.7

0.3

3.9

0.3

0.4 0.4

5

1

2

2

8

6

1

1

29.3

10.4 10.6

5.6 0.9

27.0

0.6

1.2 0.6 1.2

6.0 4.0

1.2

27.8

1.0 1.9 1.9 1.9

0.1 0.1 0.1 0.9

0.4

1 35 56 57 30

1

35

0.2 0.6 0.2 6.5

1.2

0.6 0.6

11.2

0.7 0.7 3.9

21.9

17.3 14.7

1

1

2.1 0.6 0.1 1.8 2.2 7.6

1.3 0.7

1.9 0.3

3

13 11

1 16 19 67 98 30

1

3.2 0.8 0.4

9.4 3.1

12.0

1 26 72

1

9 25

6 14

2 59 129 18

13 20

1 26 57

0.2 0.2 0.4 3.7 0.2 0.2 4.8

0.6

4.8

3

9

14 40

6

0.2 0.1 0.2 2.6 0.2 0.2 6.7

0.7 0.7

3.1

1

1

2

1

1

1

0.1

0.4

1

1

0.2

1.0

32

75

540

100

167

169

104

878

153

369

249

合
計

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

（単位：％）

1

1

（単位：人）

外
海
神
和
鹿
国
青
岩
宮
秋
山
福
茨
栃
群
埼
千
東
新
富
石
福
山
長
岐
静
愛
三
滋
京
大
兵
奈
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高
福
佐
長
熊
大
宮
沖
道
奈
歌
児
森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京
潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良
取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎
縄
川
山
島

就職先 北

（１） Ｕターン就職状況（2011～2014年度累計）
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2009年度

20.0

21.6 50.0 33.3 23.1 50.0 20.0

100.0

2010年度

0.0

2011年度

2008年度

14

8 14

8

0.9 0.9 2.2 3.2 0.8 1.5 0.5

17.9

8.5 1.7

0.6 0.2 0.2 0.2

9

1

5

3

5.1 2.6

11.9

23.3

1 142

0.1 0.1

1.0

1

1

2

7

1 114

0.0 25.0 33.3 0.0 0.0 9.1 17.6 0.0 4.3 65.8 15.0 33.3 39.5 25.0 18.9 28.6 42.9 21.2 31.6 35.6 28.9 17.5 23.1 34.0 12.9 10.9 19.7 18.2 44.4 22.6 20.5 8.6 26.9 33.3 23.9 26.1 28.9 7.1 30.0 24.1 33.3 10.0 26.3 0.0
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＊この表では、上の都道府県の見出しを「帰省先」と読み替えてご覧ください。
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（２） Ｕターン就職率の推移
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（１） Ｕターン就職状況（2011～2014年度累計）
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講演
Lecture

1

2015. 6. 6 父母会／京都会場

学生の学業履修の状況について
新関 三希代（経済学部教授）

父母会行事
の中から

教務主任を務めております新関と申します。学

に思います。もちろんプレゼンテーション能力は

生の学業履修の状況についてお話をさせていただ

５、６年前の学生に比べて数段レベルが上がって

きます。大学生になって、なんで親が子供の成績

います。プレゼンテーションを上手にしていても、

に関与しなければいけないんだと思われる方もい

実際に何か質問したり、内容について詰めたこと

らっしゃるかと思います。大学１年生の必修科目

を聞くと、答えられません。これはどうしてか。ネッ

である経済学概説を担当していますが、そこで学

トがこれだけ普及しているので何かわからないこ

生に、投資というものがいかに日本経済にとって

とがあれば SNS や知恵袋で検索して答えをすぐ

大事かということを話しております。消費より投

見つけ出してきます。自分の頭で考えることをし

資が大事、大学教育は投資財なんですね。投資と

ません。答えが、そもそも正しいのかどうか考え

は何か、ある資本を増強させるために行うもので

ずにそれをそのままプレゼンします。これでは、

す。何の資本か。お子さまの人間としての質、人

いくら質問しても先に進みません。そういう学生

的資本をよくするために大学教育という投資を行っ

の成績はどうなのか。やはり GPA は低くなって

ていただいております。学生が自分で学費を払っ

います。経済学の専門科目は頭を使わないとＡが

ているという人もいるかと思いますが、ほとんど

とれない科目になっています。頭を使って自分の

のご家庭はご父母のみなさまに教育費、大学の学

言葉でしゃべれる学生は GPA が高い傾向にあり

費を払っていただいていると思いますので、自分

ます。

が払っている、投資をしているところの進捗状況

二つ目の特徴は、面接の受けがいい学生は基本

を把握することはあたりまえのことです。本日、

的に GPA が高いことです。完全に正比例ではな

お子さまがどういう進捗状況か、人的資本がどう

いですが、ある程度、GPA がいい学生は自分の

なっているかを理解していただければと思います。

頭で考えて論理的に自分の言葉を使ってしゃべる

３つの特徴

28

ことができます。就職活動で学業のことなんか聞
かない、成績のことは見ないというのは確かだと

最近の学生の特徴は３つあります。一つは主体

思います。けれども成績の悪い学生、なんとなく

的な学びができないことです。５、６年前の学生

流れに流されて生きている学生は自分で考えて自

に比べてインターンシップにいったり、海外に留

分の言葉で論理的にしゃべる能力がついていませ

学する、ボランティア活動する、サークル活動す

ん。１類科目でＡ、Ｂがとれている学生はおそら

る、これらには積極的に参加するんです。しかし、

く頭を使えている学生ではないかと思います。

主体的に行動しているのかというと、そうではな

３つ目の特徴は、成績と出席は高い相関関係が

いのです。実は中身が希薄なんですね。自分の頭

あることです。ご父母のみなさまや私の大学時代

で考えて何かをしているわけではなく、餌を待っ

は学校にいかなくても適当に試験前に勉強すれば

ている犬のようにその場に参加はするのですが、

単位がとれましたが、今はそうではありません。

上から指示がくるのを待っている学生が多いよう

基本的には学校にきて出席しないと単位がとれな

父母会行事の中から
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いようになっています。一つは大学の教育理念の
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判断してください。

変化であり、
もう一つは学生たちの要領が悪くなっ

１年生のご父母の方はお子さまに成績表の右下

ていることに起因します。ノートを適当に集めて

を見るようにとお伝えください。卒業要件の現状

勉強したら何とかなるという要領を持ち合わせて

が記されています。合計124単位以上。４年間で

いません。基本的に出席をして、それに応じて成

124単位以上とらないと学士・経済学をもらえま

績がよくなっているという気がいたします。

せんと表しています。１年間は48単位登録するこ

成績表と単位取得

とができます。４年間で192単位をとれます。192
単位中124単位とれば経済学の学士がもらえるこ

ということで実際の学生の成績表をごらんいた

とになっています。192分の124、楽勝と思われる

だければと思います。１年生のご父母の方は今、

かもしれませんが、これがなかなかとれない。こ

成績表はないかと思います、９月24日に初めての

の学生は90単位とっています。３年、４年の２年

成績表が配付されます。成績表で見るべきポイン

かけて34単位とればいいということになります。

トは右下のボックス、ここにすべてが要約されて

この学生の場合は就職活動に支障なく卒業できる

います。累積 GPA。高校でいうと評点平均のよ

と思います。

うなものです。５段階通信簿の平均点のようなイ

経済の専門科目でＡがとれている人は、よく頭

メージです。大学の GPA は５段階ではなく、100

を使って勉強している人だと思われます。専門科

点満点で90点以上がＡ、４点がつきます。80点以

目は１類です。この中で導入・基礎・基幹・応用

上はＢで３点になります。70点以上がＣで２点。

と分かれています。小学校の算数、中学、高校の

60点以上がＤで１点。60点未満は単位なし。成績

数学でもレベルが段階を追う内容になっているよ

はＦがつきます。GPA は０点になります。今お

うに、導入が簡単、基礎・基幹・応用と難しくなっ

見 せ し て い る の は、３ 年 生 の 成 績 表 で、平 均

ていきます。基礎科目で18単位以上とっていない

GPA が2.6になっている例です。各学年でどれく

と、いくら124単位満たしても卒業できないこと

らいの平均 GPA か。12ページに全体の統計が出

を表しています。基幹科目も24単位以上とってい

ています。２年生のご父母の方は１年生でとって

ないと卒業できないことになっています。語学を

きた成績が左側に載っています。成績のいい順か

除いて週１回90分授業で２単位になっています。

らならび替えして真ん中の2.1が平均 GPA で中央

基礎・基幹は週２回あるので４単位の科目が中心

値になっています。３年生のご父母の方は２年生

です。語学は１単位のものがあります。教養科目

までの成績をご覧ください。中央値は2.3です。

は２単位の科目になっています。導入科目は登録

４年生で３年までの成績の平均 GPA が2.3になっ

が必須ですが、ここには卒業必要単位の要件はあ

ています。これらの数値とお子さまの累積 GPA

りません。導入科目を落としても卒業できないわ

を比較していただき、成績が普通か上か、下かを

けではないのです。勘違いされる方がありますが、
導入は０単位でも卒業はできます。大事なのは基
礎・基幹、とりわけ基礎科目です。初級ミクロと
か初級マクロとか統計、環境、歴史系の科目があ
ります。限られた科目で18単位以上とる。結構難
しいです。基幹の方が難しい内容なので、基礎科
目の18単位をとってない人は基幹の勉強をするの
は大変だと思われます。
１類科目の演習はゼミのことです。卒業必要要
件ではないのですが、２年秋学期から４年まで継
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続で２年半勉強します。ゼミの内容が自分の専門

この頃から学校にこなくなり、基礎科目の単位が

分野となります。昨年度と異なり、今年度はゼミ

揃いません。１年秋と２年春に基礎科目が設置さ

の選考試験が８月４日に行われます。２年生のご

れていますので、１年秋に手を抜いた学生は就職

父母の方、去年までは９月末だったのですが、今

活動しながらも１年生や２年生と授業を受けない

年は８月だよとお子様にお伝えください。エコノ

といけないという辛い目にあいます。

ミクスワークショップは大教室で一方的に教員が
しゃべるのではなく、小教室で相互に演習を行う

１年で約540万円損をする

形態のクラスです。これは卒業要件ではない。私

３、４年生で成績が悪いという学生は、４月は

のゼミは企業分析のゼミですが、ファイナンスの

じめの成績表配付日に呼び出され、履修相談を受

理論とか行動経済学の理論を知らないとゼミで分

けさせられます。主任の先生と面談して成績を上

析ができないんですね。理論の部分を演習関連科

げるような工夫、アドバイスをしたり、モチベー

目で教えています。演習と演習関連科目はセット

ションを上げる指導をするのですが、そういう学

になっています。卒業必要要件ではないのですが、

生に共通しているのは自分に甘いことです。「何

この学生は６単位とっています。

とかなる」とか「普通にやっていたつもりなんで

落としがちな卒業要件ですが、１類専門科目で

すけど」と考えが甘いのを痛感します。
「適当にやっ

66単位以上とれないと卒業できない。124単位揃え

ていれば単位がとれる」とか「夜のバイトを入れ

たとしても１類で合計66単位以上とっていないと

ても朝の１限は起きられる」とか、へんな自信を

卒業することができません。この学生は50単位とっ

持っています。卒業できない学生に限って「心を

ていますので残り16単位を１類でとってきます。

入れ換えて来年はマックス48単位とります。先生

２類科目。語学を16単位以上。Ａ群、Ｂ群の科

安心してください」と言います。今まで48単位の

目群の中で16単位以上とらないと卒業できません。

うち10単位しかとれていない学生が心を入れ換え

12単位以上、英語が８単位以上、第二外国語で４

た瞬間に48分の48単位がとれるのか「論理的に証

単位以上とらないといけない。就職活動で足を引っ

明してみろ」というと、いえないんです。親御さ

張るのは語学なんです。今の４年生から就職の時

んの方でも「朝、ちゃんと起きろ」「夜遅いバイ

期が変わりました。３年春までは語学の単位を揃

トはするな」「もっと真剣に考えろ」とお伝えく

えておかないと４年生で困ります。語学は出席し

ださい。子どもは「ウザイ」と怒ると思うんです

ないと単位がもらえません。就職活動で休むと厳

が、耳にタコができるくらいいっていただければ

しい状況になります。説明会とか東京でのインター

と思います。大学１年生の経済学概説の授業で「１

ンシップとかがあると語学の授業に出席できませ

年留年するといくらお金がかかるか」を計算させ

ん。夜行バスで帰ってきて翌日朝１講時の授業に

ます。投資額はどれくらいか。授業料は約90万円

間に合わないとか。３年秋、４年春に語学を残し

ですが、大卒初任給で稼ぐ約450万円を逃してい

ていると非常に苦しい思いをすると思います。

ることになります。「１年留年すると約540万を損

３類科目。啓発科目（教養科目）を16単位以上。

していることになるよ。無駄にお金を使っている

この卒業要件に失敗する学生はいらっしゃらない

んだよ」と徹底的に教えるんですが、履修相談に

と思います。気をつけたいのはＡ群12単位以上を

呼ばれる学生はその授業にも出ていないのです。

３年春までにとっておくことです。また、基礎科

１台、外車が買えるくらいの投資額になるという

目を18単位以上とること。１年春学期は必修科目

ことをお子さまに伝えていただければと思います。

が多いので授業に出ていることが多いのですが、

以上で学業履修について終わらせていただきます。

秋からは必須が減りますので野放しになります。
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学生の学業履修の状況について

父母会行事の中から
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2015. 6. 20 父母会／松山会場
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４年間で何を学ぶのか
角井 正幸（経済学部教授）

ご紹介にあずかりました角井と申します。学業

済学部は何ができる学部なのか、何になれる学部

履修についてお話しいたします。お手元に「父母

なのかがわかりにくい学部だと思われていますが、

会報」と「経済学部だからできること」のパンフ

世の中を動かしている経済はどこにでもあるもの

レットをご用意させていただいております。まず、

ですから、何でも勉強できる、何にでもなれると

「経済学部だからできること」の左側のページを

ころが経済学部だと思ってほしいということです。

ご覧いただくと、主たる学びについては専門の授

しかし、何ができるか、何を勉強したいのかをあ

業、語学、ゼミの３つに分けて書かれています。

まり考えずに周りに流されていると、何もしない

学生さんたちは、経済学部の専門的な授業として

まま４年間が過ぎてしまいます。経済学部は目標

経済学を勉強するのだろうと思って経済学部に入

が見えにくい分、自分で目標設定しなければいけ

られたかもしれません。親御さんも経済学部に入っ

ません。それに向かってしっかりと自分の足で歩

たから経済学を勉強しているだろうと思っておら

いていく学生たちがいてはじめて、しっかりと動

れると思います。私は、経済学は専門外ですが、

いていく学部だとご理解いただけたらと思うわけ

統計学を教えています。しかも、専門は統計学で

です。

もなくてアメリカ史です。歴史専門の人間が経済

さて、３、４年生の親御さんにとっては、将来

学部で何を教えているのかと申しますと、高校に

のこと、就職のことが身近に迫って心配だと思わ

説明に行った時には、
「経済学部のイメージを変

れているのではないでしょうか。また、１、２年

えてほしい。経済学部に入ったら経済学を勉強す

生の親御さんは、これから４年間勉強して、どの

ると思ったら大間違い！」とお話しています。で

ような進路に進んでいくのかを心配されているか

は、経済学部では何を勉強するのでしょうか。私

もしれません。大学生になって親元を離れて一人

の感覚からすると、経済学部では「経済」を勉強

暮らしをしていますと、親が「どうなの、ちゃん

するべきだと思っています。ここで言う「経済」

とやっている？」「頑張っているの？」と問いか

とは世の中そのものですから、経済学部で勉強す

けると、大体、
「わかっている」
「できている」
「大

ることは世の中を勉強することだということです。

丈夫」とお子さんは言うかと思います。ですが、

すなわち、どのような目で世の中を見ることがで

お子さんがおっしゃる「わかっている」「できて

きるようになるかを勉強するところが経済学部だ

いる」「大丈夫」が、どういう形でわかっていて、

と説明しております。

できているかを親御さんも把握した上で子どもさ

経済学部での４年間

んとのコミュニケーションをとっていただけたら
と思うわけです。お子さんたちが、目標は何か、

世の中を見る時の方法の一つが、経済学という

今やっていることがどのような意味をもっている

学問であることは間違いありません。しかし、全

かを理解して勉強をし、サークル活動をしている

然違う角度、たとえば歴史からこの世の中を読み

のかを意識した上で「わかっている」
「できている」

取っていくことが経済学部ではできるのです。経

のか、その具体的な中身を把握して親子のコミュ
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４年間で何を学ぶのか

ニケーションが取れれば、親御さんも安心される

ゼミは大学の中でも特に先生に教えてもらう授業

のではないかと思います。今日、お越しいただいた

ではなく、自分たちで勉強する、自分たちが動く

ご父母のみなさまは子どもさんを心配し、教育に

授業だと思っています。ですから、学生たちが自

ご熱心な方だと思いますので、陰日向になってお

分たちで動かないと授業が成り立たなくなります。

子さんたちを支えていただけたらと思うわけです。

学生たちが何もしないと私も何もしない、ゼミが

話は戻りますが、専門の科目は「経済学」だけ

動かなくなります。逆に言えば、ゼミは学生たち

を勉強するのではなく、今の日本の経済は、社会
はどうなっているか、（外国に興味があれば）ア
メリカがどうなっているのか、ドイツがどうなっ
ているのかを勉強することも一つの専門科目です。

が自分たちの力を発揮できる場です。

単位取得とGPA
では次に、成績通知書の見方について説明させ

自分のやりたいゼミに入るなどの目標をしっかり

ていただきます。「父母会報」12ページに成績分

持って学生生活を送っていただけたら、大学の勉

布表が載っています。現在の２、３、４年生の成

強はスムーズに進みます。

績分布が出ています。特に３、４年生の親御さん

特に経済学部では、ゼミの指導をカリキュラム

は卒業が気になるかと思います。経済学部では、

の中心に据えています。すべての教員がゼミを担

卒業必要単位が124単位と決まっています。その

当し、学生は希望するゼミに応募し、教員はそれ

中でこの科目群から何単位以上とらないといけな

を選考してゼミを運営しております。２年生にとっ

いかといった細かいことがありますが、それは学

て今年はゼミ選考の年です。ゼミ選考は今年、ス

生自身がわかっているはずです。

ケジュールの関係で８月に行うことになりました。

一方の GPA は、４点満点での評定平均です。

これからゼミの説明会が順次始まり、学生たちは

全科目Ａをとっている学生がいれば4.0という最

それを見てゼミに応募します。ゼミ選考が８月だ

高点がつきますが、私はそのような学生を見たこ

ということは、１年生の間の成績が効いてきます。

とはありません。経済学部では GPA の平均が例

今のうちに頑張っておかないと、行きたいゼミに

年2.1～2.2となっています。ですから、成績通知

行けないことになるかもしれません。特に１年生

書で２点台の上の方だと平均以上で頑張っている

の親御さんには、
「最初からしっかりとネジを巻

ということになります。２点前後や１点台であれ

いて」とお願いしたいと思います。私も今年、３、

ば平均以下、０点台だと大分さぼっているという

４年生とも20人ちょっとのゼミ生を抱えています。

ことになります。しかし GPA が高い、低いは卒

なかなかゼミの運営は大変なものでして、20人も

業には関係ありません。GPA が低いと落として

いると楽しく積極的に頑張る学生と、何となくさ

いる単位が多いということですから相関はしてい

ぼりがちな学生とがいて、全体をうまく回してい

ますが、GPA そのものは卒業には直接関係あり

くのは大変です。ただ、私のゼミの方針ですが、

ません。ただ、ゼミ選考で GPA があまりに低い
と勉強が足りていないと判断されるかもしれませ
んし、派遣留学を希望する場合、GPA が何点以
上必要という制限があります。
さて、経済学部では留年率が約２割です。その
うち就職活動がうまくいかず、自主的に単位を残
して、来年もう一度就職活動にチャレンジするた
めに自主留年する人や、途中で休学して留学にいっ
た人など、ポジティブに残っている学生も相当数
おられますが、反面、実際に４年間で124単位以
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上を取れなくて卒業できない学生もいます。あわ

で20単位も落としているようでは結構厳しいと思

せて２割弱です。ここで「全科目取得単位」の下

います。ただ、まだ１年生ですから、今、ネジを

２割がどのくらいの単位数かを見ると、
「４年次生」

巻きなおせば挽回できます。

のところ、すなわち３年次を終わった時点で100

成績通知書には細かい数字、科目、先生、単位

単位前後取れていないと下２割に入ってしまいま

数が書かれていますが、今回は、成績通知書の右

す。特に現４年生は今、就職活動中で、春学期の

下の累積 GPA が平均より上か下かをまずチェッ

授業がほとんどできていない状態です。大学とし

クしてください。次に、直近 GPA というのがあ

ても困っていますが、ゼミも４年生は開店休業状

ります。これは前学期の GPA でして、累積 GPA

態が多いです。残り24単位前後を残しているとな

より、直近 GPA が大きく下がっていれば、その

ると、春学期に単位を取る可能性がなければ結構

学期、さぼったということですので要注意です。

大変です。秋学期以降で、24単位以上揃えるのは

学年が進んでいって、就職活動の関係や、今学期

かなりハードです。お手元にある成績通知書を見

は勉強の単位はちょっと置いておいて別のところ

て、100単位を切っていると少しご心配いただい

で頑張っていたという可能性もあるので一概には

た方がいいかなと思います。「３年次生」は70単

言えないのですが、今まで GPA2.1くらいの学生

位前後となります。２年間終わったところの成績

さんの直近 GPA が0.5になっているとすれば、急

ですので、今年頑張れば大丈夫だとは思います。

にさぼるようになっていると考えてよいかと思い

逆に言えば、この１年、頑張れるかどうかがポイ

ます。GPA に関しては、その２点を中心に見て

ントになるということです。「２年次生」は、１

いただければ結構かと思います。そして、科目単

年を終わった段階で35単位前後です。１年間に登

位数の方では下２割に入っていないかどうかを見

録できる単位の上限は48単位ですが、１年次の間

ていただければと思います。

は総じてスムーズに単位を取られていて、そんな
に取りこぼしがありません。８割の人が35単位以

私の方からはこれくらいにさせていただきたい
と思います。ありがとうございました。

上取られています。ということは、最初の１年間
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2015. 6. 27 父母会／東京会場

学生生活と学業履修について
髙井 才明（経済学部教授）

学生の大学生活と学業履修について説明させて
いただきます。

で、活用して欲しいと思います。

春学期も後半に入り、今、12週が終わっている

もちろん、授業で着実に単位をとらないと卒業

ところにきています。あと２、３週間で学生たち

はできません。卒業に必要な単位数は124単位、

は試験に入ります。今の学生たちは大変忙しい毎

１年間で履修登録できる上限が48単位です。単純

日を送っています。経済学部では、授業以外にも

に計算すると学生たちは週におよそ12コマ授業を

学生さんたちの授業外の学習、自主的な活動を支

とることになります。一見少ないように見えます

援しています。たとえばプロジェクト活動では、

が、授業外の活動や予習復習などを入れると、時

学生さんたちが集まってテーマを決めて申請すれ

間が詰まってきます。１年で最大48単位登録でき

ば１チームあたり30万円の補助をする支援があり

るので、３年生までに単位を落さずにとると卒業

ます。秋には学生がビジネスプランを提案する、

要件の単位数を確保できます。しかし、毎年同志

ビジネスプラン大会があります。２年次演習ため

社大学では３割近くが留年しています。これには、

の説明会があります。その間に中間試験、学期末

勉強についていけず単位がとれない学生もいます

試験もあります。昔は８月に入れば夏休みで、あ

が、就職活動の結果に納得いかずもう１年頑張っ

とは試験を頑張ろうという感じでしたが、今は授

て就職のためにあえて留年する学生や留学など社

業以外にいろいろと学べるチャンスが用意されて

会に出る前にいろんなチャレンジをするために留

います。授業以外の活動については参加は任意で

年する学生も多数含まれます。目的や目標があっ

すし全部をやる必要はありませんが、積極的に参

て留年する場合はいいのですが、単位が足りずに

加すると夏休みの間もいろんな活動をすることに

卒業できないのでは困ります。早めに気づいてい

なります。夏休みが終わると春から準備したこと

ただき、単位を着実にとって卒業していただきた

の集大成として秋にまとめていきます。そして学

い。

園祭、冬休みを挟んで期末試験で１年を終えます。
秋学期は10月から始まるのですが、プロジェクト
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以外にも大学を活用できるようになっていますの

学業面のチェックポイント

活動、
ディベート大会、ビジネスプラン大会に参加

お子さんの学業面について、成績表の見方や

する学生は夏休みも削って活動をしないといけな

チェックポイントをお話しします。単位をとるの

いので、
かなり忙しく活動しているということです。

が厳しくて卒業できない学生は、大体１年生で躓

同志社大学では学生が自主的、主体的に勉強す

くことが多いです。大学に入学して大学の生活や

ることを支援しています。やる気のある学生はこ

勉強にうまく馴染めず、１年生の段階で単位をと

れもやりたい、あれもやりたいと活動しており、

りこぼすと、それを４年生まで引きずる形で卒業

いろんなサポートを受けることができます。学内

できないということになります。

だけでなく学外でのフィールドワークなど、自分

１年の段階で乗り遅れないようにするために、

からテーマを見つけてチャンジしています。授業

とくに今年入学した１年生の親御さんに夏休みに

父母会行事の中から
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ちゃんと確認していただきたいことは「大学にいっ
ているか？」ということです。入学直後は真面目
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全体の成績については、成績表の右下に取得単
位数や GPA がまとめられています。

に授業に出ていても、途中から先輩に誘われて遊

卒業要件の単位数124単位中、今何単位取得し

びにいったりして、だんだんサボることを覚えま

ているかが分かります。１年間で登録できる単位

す。
先輩に誘われて少々サボっていても勉強をちゃ

数が48単位ですから、半年で20～30単位なら順調

んとしていればいいのですが、下宿をして一人暮

に単位をとっていると言えます。１年間では、48

らしだとついサボることが常習化しがちです。ま

単位全部とれなくても30台後半だとまあまあ頑張っ

た、大学で友だちづくりに失敗して大学にいけな

ているでしょう。半分くらいの20単位くらいしか

くなっている学生もおります。何とか救ってあげ

とれていないとなるとちょっと心配な状況だとい

たいと大学でもサポートしていますが、１人ひと

うことになります。単位を落とす場合は、勉強を

りを隈なくチェックすることはできませんので、

頑張ったがとれなかった場合、つまり勉強につい

夏休みに帰省された際にご家庭でも様子を伺って

ていけてない場合と、勉強をサボってとれなかっ

いただきたいと思います。

た場合があります。それぞれで対策は違いますの

９月終わりには成績表がご父母宛に送られます。

で、大学では成績不振な学生さんには、なぜとれ

２年生以上の方はご存じだと思いますが、成績表

ていないか学生さんと直接面談して個別の事情を

を見ていただく目安をご紹介します。１つは「基

聞いて指導しています。

礎演習」
、これは１年生すべての学生が受けます。
少人数でクラス分けをして先生についてレポート
の書き方、勉強の仕方など学修する導入ゼミです。

GPA 制度
最近、多くの大学で GPA 制度を導入しています。

この演習科目というは、真面目に出席していない

お手元の父母会報の10ページに GPA の計算の仕

と単位が出ません。逆に、真面目に頑張っていれ

方が載っています。90点以上はＡ、80点以上はＢ、

ばそんなに悪い成績がつかないという科目でもあ

70点以上はＣ、60点以上はＤ、ここまでが合格で

ります。ここで単位が出ていない、成績がよくな

不合格にはＦがつきます。それぞれ４点、３点、

い、ＣとかＤがついているなどの学生は授業に出

２点、１点、０点と換算して１科目あたりの平均

ていない可能性があります。あと、語学も出席し

点を出したものが GPA です。ですから、すべてが

て試験を受けないと点数がとれない科目です。語

Ａ評価だと GPA は４となります。たとえば、入学

学が苦手という学生さんもいますが、出席が足り

してからの累積 GPA が1.59だと半分より下とい

てなくて点数が低いということも多いです。成績

うことになります。我々が成績表を見る際に目安

表が届いた時、こういうところをチェックしてい

にしているのは全体の平均である2.0～2.5以上あ

ただくと、お子さんが大学に行って授業に出てい

るかどうかです。3.0以上あれば、上位の成績と

るかどうかの目安になります。

いうことになります。12ページに各学年の GPA
の分布と取得単位数が載っていますので参照して
ください。ですから、
「単位をとっているか？」
「と
れたよ、大丈夫だよ」という場合でも、この GPA
を確認するとギリギリの成績だということが分か
ります。GPA が低くても卒業はできますし、就
職の内定をとるのに直接関係することはほとんど
ありませんが、企業からは成績表の提出が求めら
れて人事資料として提出することになります。Ａ
の数が多い学生とＤの数が多い学生を会社がどう
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評価するかは明らかです。

なヒントとなったりします。今年はとくに採用の

すでに卒業単位をそろえた４年生についても、

スケジュールが変わって就職活動のために学生さ

大学に来ているかどうかは大事です。今の４年生

んが大学に来ないという状況が続いています。そ

は就職活動で忙しく、大学から足が遠のくのです

のへんの事情は後ほど、就職活動の話で聴いてい

が、大学へ来て友達と情報交換したり、キャリア

ただければと思います。

センターなどでいろんなサポートを受けたりする
ことで、就職活動の不安が取り除けたり、いろん
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簡単ではございますが、学業履修についてと成
績表の見方をご紹介させていただきました。
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2015. 7. 11 父母会／名古屋会場
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学生生活を推し量る
谷村 智輝（経済学部教授）

ご父母の皆様には、平素より経済学部の教育・
研究に多大なご支援をいただき厚く御礼を申し上

経済学部生の特徴

げます。学生諸君とくに親元を離れて京都で暮ら

一方、昨今の経済学部生にはどのような特徴が

している方々のご家庭では、学業履修を始めとし

見いだせるでしょうか。「キャンパスライフに関

たご子息の日常生活に対して、ご心配も少なくな

するアンケート調査」に基づいてまず指摘できる

いことと存じます。以下では、新学期の始めにお

のは、経済学部生の６割が、同志社大学経済学部

手元に届く「成績通知書」を用いて、個々の学生

を第一志望としていなかったということです（ち

生活を推し量るポイントをご説明したいと思いま

なみに同志社大学生全体では５割）。しかし、大

す。それによって、ご父母が彼らの学生生活を理

学生活への順応も早いのが経済学部生の特徴です。

解する一助となれば幸甚です。

第二に、大学生活に対する学生諸君の期待につい

今日的な４つの特徴

て、「楽しい学生生活を送りたい」「専門的な知識
を得たい」「就職活動に有利な形で卒業したい」

まず、学生を取り巻く社会環境について今日的

が上位を占めています。第三に、授業態度は真面

特徴を整理しておきたいと思います。第一に、
「学

目である一方、学びの内容が自分にどう役立つか

力の質的な向上の要請」が挙げられます。卒業ま

を強く意識しています。最後に、親・家族との関

での４年間で身につけた学力が問われるというこ

係が緊密であることも近年の大きな特徴と言えま

とですが、それは経済学部の教育の中身が問われ

す。

ているということにほかなりません。第二の特徴

さて、皆様のお手元にある成績通知書からどの

は、
「グローバル人材の育成」、第三に「コミュニ

ようなことが読み取れるでしょうか。基本的なこ

ケーション能力の強化」です。グローバル人材や

とを整理しておくことから始めましょう。まず、

コミュニケーション能力の具体的意味、内容は必

卒業に必要な単位数（124単位）、１年間で登録可

ずしも明確ではありませんが、前者は国境を越え

能な単位数の上限（2012年度以降48単位）、修業

て活躍できる人物が求められているということで

年限（教育・学習期間。４年間）、在学年限（最

しょうし、後者は相互理解のための基礎的な力が
益々重要性を増しているということでしょう。第
四は、
「就職活動スケジュールの大幅な変更」です。
就職活動が長期化したりインターンシップへの参
加が求められたりするなど、学生生活の全体的な
リズムに影響が出ているほか、卒業研究の遂行な
ど日常的な学習にも多大の問題が生じています。
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学生生活を推し量る

長８年間）
、休学期間（通算で最長４年間。修業

業に必要な単位数を取得している、しかも約半数

年限および在学年限に含まれない）といった基本

の者が３年次終了時点でほぼ卒業に必要な単位数

的な仕組みを押さえておいていただきたいと思い

を取得しているのです。第二に、GPA の水準に

ます。経済学部の留年率は近年低下傾向にありま

注目してください。上記『父母会会報』にあるよ

す。とはいえ、休学して留学する場合や自己研鑽、

うに経済学部の平均は2.2前後です。個人的なと

進路再考のためなど、卒業に要する時間は学生個々

らえ方ですが、学生の GPA のスコアを見ての印

人によって差があります。大学での学びの多様化

象として、3.0以上ならば「非常に優秀」、2.0あ

が進んでいるということです。つぎに、各科目の

たりで「平均的」、1.5付近で「やや注意」、1.0を

成績は基本的に５段階（Ａ～ＤおよびＦ。Ｆは不

切ると「学生生活の抜本的見直しが必要」といっ

合格）で評価されます。中にはＢ評価を低いと思

たところでしょうか。第三に、各科目群の状況、

う学生がいるようですが、Ｂはいわば80点。「優」

とくに各科目群に設定されている卒業に必要な単

の部類に入ることをお忘れなく。そして、こうし

位数の要件をご確認ください。「成績通知書」右

た各科目の成績評価を数値化したものが GPA に

下の「単位修得表」に記載されている「卒業必要

ほかなりません。成績通知書には、３種類の GPA

単位数」がそれです。経済学部のカリキュラムの

が記載されています（累積・直近学期・１類科目

特徴は、
「導入科目」から「基礎科目」、さらに「基

平均＝経済学の専門科目の平均）。この数値が、

幹科目」・「演習」へといった具合に、段階的系統

留学や奨学金などの評価でも参照資料となります。

的履修を重視して設定されていることです。そこ

学業履修の５つのポイント
以下、学生生活を推し量るさいのポイントを５

で、例えば「基礎科目」については少なくとも18
単位以上の単位取得を求めているわけです。こう
した要件は「経済学の専門科目」にとどまらず「外

点にわたってお伝えしたいと思います。第一に、

国語科目」や「啓発科目」にも設定されています。

取得単位数の状況を把握することです。そして、
『父

そこで、学生諸君がこうした要件をどの程度満た

母会会報』
（12頁）の資料にもとづいて個々人の

しているかご確認ください。そうすることで、履

状況を経済学部全体の分布と見比べてみてくださ

修の遅れはないか、経済学のなかでもどのような

い。上述のように、経済学部の留年率は、近年低

領域に関心があるかなどを推し量ることができま

下傾向にあります（2014年度で17％程度）
。その

す。また、「外国語科目」や「啓発科目」など、

背景には、企業の採用行動が比較的活発であるこ

出席をしてこつこつ学ぶことが評価の土台となる

とや、現行のカリキュラムが、１・２年生での科

ような科目の履修状況は、基本的な生活習慣のあ

目履修に重点を置き段階的に組み立てられている

り方を見直す必要があるかどうかを検討するさい

ことから単位履修が円滑にすすんでいることなど

に重要な情報ともなるのです。つぎに、
「基幹科目」

があります。こうして、多くの学生が４年間で卒

の状況を把握することが第四のポイントになりま
す。「基幹科目」は文字通り経済学の基幹となる
科目ですが、その選択・履修状況は、個々人が経
済学のどのような領域に興味関心を示しているか
を照らしてくれます。第五に、「演習」の登録・
履修状況をご覧ください。経済学部の学びの特徴
の一つは、演習科目にとくに力を入れていること
です。演習が大学での学びの一つの核になり、教
員と学生、学生同士が緊密な関係を形成しながら
個々の学びを実践・深化させる役割を担っていま
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す。１・２年生の学生諸君には、演習の選択を慎

や定期的に実施されている「個別履修指導」の場

重にすすめていただければと思います。

を利用していただきたいと思います。さらに、
「海

以上のごく簡単な５つのポイントで、学生諸君

外インターンシップ」「ディベート大会・ビジネ

が経済学部の学びに順応できているかをある程度

スプラン大会」や「経済学部学生プロジェクト」

推し量ることができます。学業履修がうまくいっ

「検定試験料受験料補助」など、経済学部が用意

ていない場合やより一層の充実をはかろうとする

している主体的学びのための様々な仕掛けを利用

場合、上述のように、経済学部の学びは段階的系

して自らの学びをより活性化していただければと

統的履修によって組み立てられていることを顧慮

期待します（詳細はパンフレット『経済学部だか

していただきたいと思います。私自身、学生の履

らできること。』を参照）。そうした主体的学びの

修指導のさいは、とくに「基礎科目」と「外国語

中で成功・失敗体験を積み重ねるとともに、諸活

科目」の履修状況に着目し、何はともあれそれら

動を通じた多様な出会いによって自分の進むべき

の科目に重点を置いて学ぶよう助言しています。

道が定まっていくことが期待できます。

ところで、科目履修で躓いたときどうするか、

以上、成績通知書を通じて学生生活を推し量る

これは段階的履修を基本としているが故に重要な

ポイントを述べて参りました。成績表が学生生活

問題となります。たとえば数学力に自信の無い学

のすべてを表現しているわけではないことは無論

生の悩みは時に切実です。経済学部では、夏休み

です。重要なことは、学生諸君の学生生活がより

の終わりに「数学補習講座」を開設しています。

充実したものになることであり、そのために本当

また、現在、e-learning による数学補習プログラム

に必要とされる支援は何かということです。また、

の制作をすすめているところです。ともあれ、履

何らかの支援が必要な場合、学部とご家庭のあい

修を円滑にする基本的な工夫として、授業との向

だで適切な距離・良好な関係が構築されているこ

き合い方を見直し、教員とコミュニケーションを

とが望まれることは言うまでもありません。ひき

取ってみることが重要であると言えるでしょう。

つづき経済学部の教育研究にご支援を賜りますよ

そこで、日常的に開かれている「オフィスアワー」

う、心より御願い申し上げます。
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学業履修について「経済学部だからできること」
北川 雅章（経済学部教授）

ご紹介に預かりました北川です。学業履修につ

ないといけません。２年春から基幹科目が始まり、

いてお話をさせていただきます。サブタイトルは

24単位以上とらないといけません。基幹科目は科

「経済学部だからできること」となっていますが、

目がたくさんありまして、その中から履修します。

お手元にもパンフレットがあるかと思います。
「主

応用展開科目は４年生からです。さらに１年秋と

たる学び」
「実践的な学び」「学生の支援」が大項

２年春はエコノミーワークショップという小さな

目で、その中に「主たる学び」にはカリキュラム

クラスがあります。基礎演習が１年春、２年秋か

としての科目、語学履修、ゼミ等があります。
「実

ら演習と演習関連科目が始まります。内訳として

践的な学び」
には学生プロジェクト活動、ディベー

１類の専門科目から66単位以上、124単位の半分

ト大会、
ビジネスプランコンテスト、海外インター

以上をとらないといけないことになっています。

ンシップがあります。そして「学生の支援」は学

２類の語学履修と３類の啓発科目です。２類は

生支援、学生指導、数学補習講座、検定試験受験

言語・コミュニケーション科目です。語学の単位

料補助に分かれています。最後に最近の大学の様

は４年間でとれば良いのですが、標準では１、２

子として写真をお見せしたいと思っています。

年で16単位以上をとるカリキュラムです。16単位

主たる学び

がＡ群とＢ群に分かれていて英語は８単位以上が
必修です。それ以外の８単位は英語以外の語学か

２年生以上の方は成績通知表が送られてきてい

ら４単位が必修で、残り４単位をＢ群の英語の会

ると思いますが、卒業要件は右下にまとめられて

話クラスや上級クラスに参加する形でも良いし、

いまして、卒業するには全体で124単位以上を取

英語以外の語学を合計８単位とることも可能で、

得することが必要になります。ただし内訳を満た

合計16単位をとることになっています。３類の啓

す必要があります。１類の専門科目は66単位以上

発科目は昔の一般教育科目です。全学共通教養科

で、導入科目、基礎科目、基幹科目、応用展開科

目を４年間で16単位以上とらないといけません。

目と積み重ね方式のカリキュラムの形をとってい

ゼミ活動と演習関連科目です。演習は小クラス

ます。導入科目は１年春、基礎科目は１年秋、２

の双方向授業で１年春に基礎演習があります。今、

年春を中心に８科目26単位中、18単位以上をとら

14週が終わるところですが、１年春では大学生活
に慣れるために高校のような30人クラスで資料の
収集方法、ディベートなど大学生活への導入を図っ
ています。２年秋に２年次演習が始まります。説
明会を６月中旬から２週間かけてやりまして、今
年度は８月に選考があります。今は申込みが終わっ
ていますが、各ゼミの申込み状況をみて変更も可
能です。申込みを忘れた方は追加申込みをして第
一次選考が８月４日、第二次選考も夏休み前にあ
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ります。各ゼミの情報を集めて、いきたいゼミに

ションがあって表彰式があります。今はエントリー

いってもらいたいと思います。演習は２年次演習

期間ですので、まだまだ間に合います。これは昨

から始まり、３年次演習、４年の卒業研究まで持

年の結果です。今年とほぼ同じ日程で12月13日に

ち上がりが基本です。途中から参加することは難

プレゼンテーションと表彰式が行われました。優

しいので、２年次演習の選択を慎重に行っていた

勝賞金10万円です。優勝、準優勝、３位、審査員

だきたいと思います。演習関連科目は２年次演習、

特別賞もあります。優勝は「～Tra-cra～トラ・

３年次演習、卒業研究それぞれ１科目が設置され

クラ（traditional-craft）の略」。どのようなプラン

ていて、設置されている先生は１科目ずつを設置

か分かりませんが、小林ゼミ生と聞いています。

する形になっています。

審査員特別賞「ADOCHARI」は私のゼミ生でして、

実践的な学び

レンタサイクルに広告を乗せ、借りた人に走って
もらって同時に広告してもらうというプランです。

学生プロジェクト活動を学部としても奨励して

小林ゼミ生、和田美憲ゼミ生がたくさん出場した

います。キャリア関係で受入れ企業を回って話を

と聞いています。こういう活動は課外活動、単位

聞くなどの活動をするようなプロジェクトも可能

には結びつかない活動です。ゼミで参加している

です。４月と10月に募集し、１プロジェクトあた

ところもありますが、ゼミの単位とは別です。こ

り30万円補助するという形で支援しています。成

ういった課外活動にしっかり取り組むこともアク

果は「学生ケーザイレポート」として経済学部の

ティブラーニングとして重要だと思います。もち

ホームページに出ています。
2014年度は32プロジェ

ろん体育会等のクラブ活動に参加することも重要

クトが成果を出しています。

だと思います。

ディベート大会は2009年から始まり、今年で７

海外インターンシップです。同経会という経済

年目になります。今年度は10月に予選があり、11

学部の卒業生の会から渡航費を補助していただい

月に本選です。論題が「日本の消費税の軽減税率

て原則３年生の夏休みに２週間、海外にインター

は導入すべきか」と決まっていまして、スキルアッ

ンシップに行きます。2015年度はベルギー、ドイ

プ講座を６月中旬から４回にわたって学生が受講

ツ、アメリカ、香港、中国、シンガポール、イン

し、参加登録を７月24日に締め切り、参加チーム

ドネシア、ベトナムに８社10名を派遣します。

数を確定します。去年は32チーム、180名が参加

2014年度の実績よりも今年度は会社数、派遣人数

しました。３年生が主に参加します。私のゼミは

とも増えています。原則３年生が対象ですので、

常連で全員参加させていますが、１学年約900名

２年生以下は参加を検討されたらどうかと思いま

のうち２割はディベート大会に参加するという大

す。語学の要件はありますが、要件を満たしてい

きな規模になっています。昨年は32チーム中、８

て意欲のある人たちを面接で選んでいますので、

チームが本選に進みました。サッカーのワールド

ぜひおすすめください。夏休みに実施した後、帰っ

カップは32チームが参加して決勝トーナメントは

てから報告会が10月か11月にあります。

16チームですからワールドカップより激戦になり
ます。11月の本選、決勝戦は参観可能ですので見
に来ていただければと思います。
ビジネスプランコンテストは2013年から始まり、

学生の支援
いろんな形で学生支援をしております。大学生
は自己責任が原則ですが、何らかの理由で学業履

今年のテーマは「京都の未来」です。「新しい経

修がうまくいかない状況になった場合、成績不良

済価値創造グランプリ」がサブタイトルで、今年

者への面接、精神的に少し問題を抱えている場合

は「京都の未来」を考えてもらうビジネスプラン

はカウンセリングセンターや保健センターで対応

を募集しています。
12月12日に最後のプレゼンテー

し、教員に相談したい場合にはオフィスアワーを
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提供しています。さらに学部事務室の方が教員よ

と並んでいます。昼休みの良心館地下１階の食堂

りも話しやすいということであれば係員が相談に

ですが、非常に混み合っています。明徳館地下食

のってくれます。クエストルームは、プロジェク

堂は、昼休みだけ営業していて、こちらもかなり

ト的な活動の場として利用してもらっています。

混み合っています。食堂だけではなく教室を昼休

父母会、同経会の協力を得て大分使いやすくなっ

みに開放しています。もう一つの教室です。トレー

てきていると思います。パンフレットに紹介が載っ

ごと持ってきている人もいます。

ていますが、ユニークな形のマッフルなど、この

これは2013年度の終わりに父母会から額を寄付

写真は去年、私が撮ったものです。ぜひ積極的に

していただいて教員ラウンジに飾ってある絵です。

ご利用ください。

かなり大きいものです。額を寄付していただいて

大学生基礎力調査です。１年生と３年生の２回、

ありがとうございました。これはハリス理化学館

実施していまして、基礎学力調査と自己の強み、

の前です。ベンチが置かれています。以前、ここ

弱みを発見するようなパートに分かれていて、１

は自転車がずらっと停めてあったのですが、禁止

年次は「なりたい自分」に向けて自己を発見し、

になりました。重要文化財の前ということで、自

３年次では２年間たって学生生活を振り返っても

転車置き場だったところがベンチに整備されまし

らいます。フィードバックもあります。経済学部

た。チャペルの横も今は駐輪禁止になっています。

独自のプログラムです。

これは経済学部の教員ラウンジから見た南東方向

数学補習講座です。１年生の９月頃、数学補習

の写真でチャペルとハリス理化学館です。こちら

講座があります。秋に「初級ミクロ経済学」、「経

は南西方向でサンクタスコートという芝生広場で

済数学」という基礎科目が開講されるのですが、

す。彰栄館という重要文化財の前がサンクタスコー

こういう科目を受けるための数学に不安がある人

トになっています。これが容保桜、会津藩主の松

は補習講座を受けられます。でも数学の苦手な人

平容保に因んだ山桜を京都府庁から分けてもらっ

がなかなか受けてくれなくて、わかっている人が

て移植したものです。夜のチャペルとハリス理化

再確認の形で受けるケースが多いです。もう少し

学館です。夜の彰栄館と高い木です。この木は11

何とかならないか、数学に不安のある人に受けて

月下旬から12月いっぱいクリスマスツリーになり

もらいたいと思っています。
「初級ミクロ数学」

ます。上から、教員ラウンジから見たツリーです。

と「経済数学」は８科目26単位中、18単位以上を

ぜひ11月、12月あたりに来ていただければと思い

とらないといけない選択必修の基礎科目ですので

ます。ということで、ご静聴ありがとうございま

受けてもらいたいと思います。

した。

検定試験の受験料を補助しています。年間一人
2000円の補助です。英検の検定試験を受けた場合
や、英語だけではなく他の言語でも、情報処理技
術者試験や経済学検定試験を受けても補助があり
ます。これもなかなか受けてくれないところが悩
みです。

最近の大学の様子
最後に大学の様子の写真を見ていただければと
思います。こちらは自転車置き場です。良心館東
側にある最大の自転車置き場です。バイク通学が
禁止になっていまして、自転車がこのように整然
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大学生の就職活動～沖縄県の現状～
安座間 なつみ（沖縄県キャリアセンターチーフキャリアコーチ／
２級キャリア・コンサルティング技能士）

す。この数字の分母は全卒業生ではなく、就職を

キャリアコーチとして支援させていただいており

希望する学生となります。全卒業生では内定率

ます。若年層の就職支援ということで、高校生、

32.3％、まだ12月の時点では３割程度しか内定が

大学生、一般の方に就職の支援をしていますが、

出ていないという状況です。さらに今年卒業する

ご父母の方々にお話をさせていただくのは経験が

大学生が約4400名。そのうち就職を希望するのが

ございません。試行錯誤しながら資料をつくらせ

約3000名くらい。約1000名が進路未決定で卒業す

ていただきました。皆さま方も情報をキャッチさ

ることになり、毎年、同じような状況がここ10年

れていると思いますので、確認していきながらお

続いています。この中には進学するとか公務員を

子さま方が今後どのような就職活動を行っていく

めざして勉強する学生も含まれています。

地方父母会
での就職講演

沖縄県キャリアセンターで若年者の就職支援の

ます。お話しあいをしながらと進めていきたいと
思います。

▼

か、事例を交えながらご紹介できればと思ってい

全国の状況との比較

12月１日現在の全国の内定率が80.3％。前年度

本日は、沖縄県内の新卒採用の状況とＵターン

より４ポイントほど上昇しています。就職を希望

就職について、県外就職のメリットとデメリット

する学生が分母で、全卒業生でみた場合、62.4％

について、現在の大学生の就職活動がどのように

の内定率となります。大学生の就職事情が厳しい

進められているか、企業がどういう人物を求めて

ことがおわかりいただけるかと思います。

いるかなどについてご紹介できればと思っており
ます。

県内に戻りますが、県内の学生の県内、県外志
向について、ある調査によりますと県内就職を希

▼

望する沖縄県内の学生は約64％で、県内で就職す

沖縄県の新卒採用の現状

る理由として「金銭的理由」が20％と大きく、
「一

労働局職業安定課の資料によりますと今年度３

人暮らしが不安」だったり、「県外は厳しそう」

月に卒業する県内大学生の12月１日現在の内定率

という理由があがります。県外就職を希望する学

は47％、去年に比べると10％くらい上昇していま

生に理由を聞いたところ「視野を広げたい」51％、
「高度な技術や知識を身につけたい」「志望企業
が県外にある」が理由になっております。視野が
広がる、経験を豊富にできる、高度な技術や知識
が広がるというのは県内より県外に出た方がいい
と思っている学生が多数いることがわかります。
皆さまのお子さまはすでに県外で親元を離れて生
活されていて県内の学生に比べると幅広い経験、
視野を持っており、沖縄での就職を考えた場合に
は有利に働くのではないかと考えられるかと思い
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ます。採用の現場から、いくつかの企業が「県外

学生時代に勉強も大事ですが、それ以外の活動、

で生活したことがある」
「県外で働いた経験がある」

サークル、アルバイト、ボランティア、ゼミ、ク

人を優先して採用したいと考えていることも事実

ラブ等、幅広い活動をしている学生は行動が早い。

です。

就職活動を始める時期も早くてアグレッシブに動

仮に皆さまのお子さまがＵターン就職をする、

いている印象があります。複数内定をとる学生も

県内で就職する場合、どういう企業にアタックす

こういう傾向にあります。学生時代から意識的に

るか。県内の学生に調査した就職するなら、とい

幅広く活動をして、なるべく早く就職を意識して

う人気企業のランキングです。お勤めの企業が入っ

考えていくことが大事なのだろうなと現場にいて

ている可能性もあるかと思いますが、１位は前年

感じます。

が続いています。沖縄県が２ヶ月に１回発行して

▼

度に引き続き株式会社サンエー。あとは金融関係

大学新卒採用の現状について

いる「Job Navi」から金融業界の人事担当者のコ

全国の状況ですが、大学を卒業して正社員の就

メントを紹介します。採用のポイントは３つ。
「芯

職率は66.9％。進学者が12.1％。進学も就職もし

のある元気な学生」「知識を生む力」「自己向上力

ていない層が6.5％。また、大学を卒業しても６％

のある前向きな学生、勇気のある学生」というこ

の学生が正社員での採用が難しい現状があります。

とです。

正社員がすべてではなく、今の時代は多様化して

▼

いますので、自分のやりたいことを叶えていくこ

全国の状況

とも選択肢の一つでもあるかと思いますから、そ

全国を対象とした人気企業ランキングです。１

こから正社員につながっていくこともあると思い

位から10位までの文系男子。商事会社や金融関係

ます。

で並んでいますが、文系女子は６、８、10位に旅

質問

行関係の企業が入ってきているのが特徴的だと思

すか？

います。同志社大学の資料にもこういう企業に数

安座間

多くの学生を送り出していることがホームページ

ます。卒業後３年以内は「第二新卒」と呼ばれて

からも見ることができます。

います。３年以内は新卒の求人に応募できる次の

県内の学生の状況をまとめてみますと新規採用

新卒というのは今年度卒業した学生だけで
新卒というのは今の４年生が対象になり

括りになってきます。ただし全部の企業が第二新

の現状。上位に上がってくる企業に多くの学生が

卒の方も新卒採用するかといえば、そうではなく、

トライする傾向があることと、公務員志向が強い。

１年目、２年目、３年目になるにしたがって応募

県内で働きたいという「県内志向」が特徴です。

できる数が着実に減ってきます。企業によって違

沖縄の気質もあるかと思いますが、沖縄の学生は

いまして新卒募集は「卒業後何年以内まで応募で

のんびりしているなとよく耳にします。今年から

きる」という案内になってきます。今年度思うよ

就職の採用スケジュールが変わりましたので行動

うな就職活動ができなかったので留年して次の新

を早くしていかないと３年以内の離職に結びつく

卒枠に備えて体制を整えるという学生もいます。

ことが高いのではないかと思います。ご父母の皆

選択肢は多様化しているかと思います。

に辞める割合が中卒が７割、高卒が５割、大卒が

Ｕターン就職や県外就職について

３割というものです。大卒で正社員就職しても３

地元を離れて進学した学生を対象にしたデータ

年以内の離職が３割あるというのが現状になって

です。「男子、女子」「地元就職を希望する」「ど

います。

ちらかといえば地元就職を希望する」。進学時と

大学生を支援していますが、私の実感値ですが、
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きたかという調査ですが、進学時であっても５割

収入の面や雇用面のリスクも考えられるかと思い

以上が「卒業後は地元に帰りたい」という希望で、

ます。

就活が進むにしたがって少しずつ、その割合が増

沖縄県の状況、Ｕターンについてお伝えしまし

えてきます。女子の場合はかなり増えてきていま

たが、ここまで何かございますか。

す。意識の変化もある。全国を見ても大手志向は

質問

あるかと思いますので、県外で就職活動を闘うの

すが、沖縄の情報が遅くて、何の手がかりもない。

は過酷だと思います。県外の場合、「200社くらい

沖縄の遅さが学生だけではなく、行政も企業も意

企業訪問しました」とかもあります。大変な時期

識を高くしないと優秀な人材がとれない。面接の

を学生は過ごすことになる。そういう中で意識が

体験ができない、大手の大学にはオファーがある。

少しずつ変わっていくのかなと思います。

本人も焦ったようで沖縄に帰ってきても何もない。

キャリアセンターで情報を得ているようで

それを裏付けるデータ。
「Ｕターン就職を希望

どこに就職するか、やっと決めたようですが、大

する理由は何ですか？」
「両親や祖父母の近くで

学にも沖縄のデータがない。早く動けといっても

就職したい」
「地元での生活に慣れている」「地元

動きようがない。東京とかにいっている友だちの

の風土が好き」
「地元に安心感をもっている」。逆

様子をみて相談して学生同士でやっているようで

に地元就職を希望しない理由は何ですか？「都会

す。県でも企業でも沖縄に人材が戻ってきてほし

の方が便利」
36.1％、
「地域にとらわれず働きたい」

いなら「いつ、どこにいったら企業訪問できるか」

32.3％。両方のデータを見ても働く環境、自分の

など情報を早く提供してほしいと思います。

住む地域に価値観をおいて考えているのかなと感

安座間

じました。

さがあるかと思います。キャリアセンターのサイ

情報がなかなかとれないところは歯がゆ

▼

トも毎日、情報をお伝えできるようにしていきま

Ｕターン就職のメリット・デメリットについて

す。貴重なご意見ありがとうございます。なおＵ

「幅広い社会経験ができるという強み」
「大学

ターン就職について県内求人の状況は８割が正社

での高度な知識や技術で貢献する」
「安心できる

員を希望。ところが７、８割が非正規求人という

就活環境」というところも強みになる。もともと

状況もあります。

います。
「どういうところに滞在して就活したら

▼

県外の方で沖縄で就職したいという方もいらっしゃ

就職活動の流れについて

いいか、どこから情報をとったらいいかというの

去年までは３年生12月から説明会実施、４月か

が迷う。どうにかなりませんか」という学生に比

ら試験や面接の採用活動が始まる状況だったのが、

べると地元に帰って安心して就活できるのも皆さ

今年から３月説明会などが始まり、８月から採用

まのお子さまの強みになるところだと思います。

活動ができるようになる。ところが内定決定時期

新卒採用についてはそれほどマイナス面はないか

は10月で変わらない。学生の就職活動の濃密な時

と思いますが、このまま県外で就職した場合、あ

期が２ヶ月しかない。企業説明会など会社の広報

る沖縄県の調査によりますとＵターンする場合、

活動が始まる時期からしっかり８月に備えておく

約６割の方が30歳未満で地元に戻ってくる。22、

ことが必要となります。これはあくまでも経団連

23歳で４、５年働いて地元に戻ってくる。Ｕター

に加盟する企業のスケジュールで、外資系や加盟

ン転職となりますが、その場合のリスクは沖縄の

していない会社は独自のスケジュールで動くこと

場合、職業、職種が県外に比べると偏りがあるの

になります。

で選択肢が絞られてしまうことはあります。県外

もう一つはインターンシップです。企業は学生

で華々しい活躍をしていても、それを沖縄で生か

に早い時期から会えないので、インターンシップ

せる環境がない場合もあるかなと思います。また、

を活用しようとしています。大学からも紹介があ
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るかと思いますので、今の２年生、３年生は、イ

定をえて得意な英語を使って働いています。視野

ンターンシップの活用をおすすめしたいと思いま

を広げたり、考え方を変えたりして学生たちは頑

す。

張って就職活動をしています。

は準備期間が長くありましたので、活動の早い県
外の企業を先に活動を始めて、その後、県内の企

▼

Ｕターン就職で少し懸念されるのは、これまで

参考として企業が求める人材像について

2010年と2012年。１位は変わらず「熱意・意欲」。

業にアプローチするという二段構えでできたのが、

２位は「行動力・実行力」。2008年、2010年も３

これが難しくなるのではないかと考えられます。

位は「協調性」ですが、2012年は「チームワーク、

時期が重なることと、短くなることで県外と県内

コミュニケーション力」が入ります。４位に「誠

の就職活動が同時進行するか、どっちかに決めて

実さ・明るさ・素直さ」と性格的な面が特徴にな

アプローチするかの見極めが難しくなってきてい

ります。10数年前は大卒は「専門性」とか「資格」

ます。もう一つは官公庁の訪問、採用活動とも重

が重視されていた、ここ数年、「熱意・意欲」と

なります。民間と官公庁が同時並行するのかなど、

いうふうに変わってきています。

思います。
就職活動をとおして、仕事の研究をする、企業

▼

企業も学生も状況をしっかりみているところだと

最後にまとめを

現代は多様な働き方になっていますので、正規

訪問して職種について研究する。自分について知

職員だけではなく、フリーランスや起業するとか、

り、自分の特性をこれまでの経験をもとに棚卸を

自分の目標に向かって今は非正規の仕事でもあり

して、どういう自分なのか、どこが強みでそれを

など、選択肢が豊かになっているなと感じます。
「認

アピールできるか。どういう会社に勤めたいかな

められている安心感」「自己肯定感」が、「変化に

ど考えていくことになります。ストレートにいけ

対応する強い心、志向」につながり、自立した意

る学生はいいのですが、そうでない学生もいると

思決定ができるようになると思います。

思います。いきたい会社があって応募したが、採

本日はどうもありがとうございました。

用されないケースもある。マスコミにいきたい。
県内ではマスコミの求人はほんとに少ないですか
らタイミングよく求人が出てこない。今年は採用



沖縄県キャリアセンターおもろまち

ありませんということもある。そこで迷い、苦し

H.P

www.career-ce.jp

む学生もたくさんいます。そういう中で、どのよ

TEL

098-869-1034

うにしていくか。何とか自分を切り換えたり、視

FAX

098-869-1040

野を広げて就職活動をする。就活は大変ですが学
生たちは諦めずに成長する力を、ここで学んでい
くのかなと思っています。
一つ例をあげますと、ある学生が報道関係にい
きたいと報道一本で就職活動をしていました。最
終面接で残念な結果でした。しばらく無気力状態
になって就活ができない時期が続きましたが何と
か諦めずに活動を続けていき、今は貿易事務の内
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社会が求める人材になるために今すぐできること。家庭からできる就職活動
鳴石 しのぶ（キャリアコンサルタント）

キャリアコンサルタントの鳴石と申します。よ

就職能力が低いと判断された人は採用されていま

ろしくお願いします。私はキャリアコンサルタン

せん。スキル的に高い学生が多くの内定をとって

トという仕事で学生の方の就職支援をさせていた

いるという現状です。就職解禁時期が４年生にな

だいております。また一方で採用コンサルタント

りまして、３年生の３月から応募が始まり、採用

という形で企業側に入り、どのような学生を採用

試験８月といわれていますが、この時期（６月）

したいか悩んでおられる企業さんにアドバイスや

は会社説明会がある時期だと思われていますが、

面接の仕方などを指導したり、実際に面接官とし

すでにもう内定をとっている学生もいます。反対

て立ち会い、学生に質問をしながら、すごく鎧を

に金融業界や大手関連の就職協定を守っていると

着てくる学生を１枚ずつ剥がしながら、素を見さ

ころは真面目に説明会を、今やっている状況です。

せていただく仕事をしていただいております。広

すごく時期的な差がある状態です。学生の中には

島生まれの広島育ちですので、全身お好み焼きで

「周りでは内定をとれているけど、私は金融だか

できているような者ですが、西日本を中心に就職

ら、まだ内定はとれていないし、説明会という状

のコンサルタントをしております。広島や中国地

況で、ちょっと不安」と思っていらっしゃる方が

方、西日本の状況を説明させていただきます。

大手や金融業界志望の方は多いのが現状です。就

▼

職解禁時期に参加している企業は半分くらいとい

就職について

われています。中小企業は３月の公募とか８月の

今年、就職活動のスケジュールが変わりました。

解禁とは、ほとんど守ってないのです。実際、３

都市伝説のように、「こうじゃないか」という噂

月ですでに内々内定をもらっている学生もいます。

が流れています。実際に違うものもたくさんあり

そういう状況に今はなっています。

ます。好景気になりつつあって採用人数が増加し

採用選考期間が短くなっていて、選考回数も短

ているといわれていますが、実際にそんなに人数

時間で採用を決定することが多くなっています。

は増えていません。内定をとっている学生一人当

保護者の方は、何次選考まであると考えておられ

たりが３つ、４つと内定をとっていることが多く、

ますか？近頃は５次選考、６次選考まであります。
「５次選考まであります」といいながら６回目で
「面談です」という企業もあります。内定が８、
９月、お盆をすぎることも実際にはあり得ます。
就職活動のスケジュールが３月頃からエントリー
シートの提出があるといわれています。インター
ンシップを２年生、もっというと１年生からやっ
ている学生もいます。そういう就職活動の状況に
なっています。ただインターンシップという位置
付けがすごく変わってきていて、インターンシッ
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プにいくと会社の説明会が行われます。今までは

ます。ただこれは自由参加です。「大学って不親

「職業を体験してみましょう、企画書をつくって

切ではないか」と思われるかもしれませんが、社

みましょう」という、ゆるい感じのものでしたが、

会人予備群としての能力を養おうしてといます。

ゼロ選考といわれていまして、会社の人事の人が

高校では授業を欠席すると先生がアプローチをし

「模擬面接をやってみましょう」と笑顔が語りか

てくださいます。でも大学は教室が変わったのも、

けます。ほぼ選考です。ある出版社はインターン

メールや掲示板で確認したり、学生が自ら見てい

シップで半分の学生たちに内内定を出している状

かないと、行動していかないとわからない状態で

況です。インターンシップを軽く考えて学生がい

す。そういうことが社会に出る前段階の準備にな

くと「企業：なぜうちのインターンシップにきた

る。そういうことを大学では考えてやっています。

のですか？」「学生：ちょっと興味あったんで」

応募や説明会、面接設定も自分でやっていかな

と正直にいうと選考で落ちてしまう。実際にイン

いといけない。特に強調したいのが学業と社会経

ターンシップに参加するのにインターンシップ志

験のプラスを、ぜひご家庭でも考えていただきた

望書を書いて提出するのが、ほとんどの大手企業

いと思います。私も皆さんと同年代で47歳になり

のインターンシップにあります。申込みをしたら

ますが、アルバイトやサークルを一生懸命にやる

皆、インターンシップにいけるというわけではな

大学生活を送ってきました。今、そういう状態で

いのです。

はないのです。学業をしっかりやってなおかつ社

実際にインターンシップの山場といわれるのは

会経験を積む。採用コンサルタントとして面接の

12月、１月、２月。ワンデー・インターンシップ

場にいて成績証明書を見ると、どういう性格なの

といいながら実際は選考になります。12月からほ

か、どういう生活態度なのかがよくわかります。

とんど始まっています。大手企業は６月頃から就

ちゃんと授業に出ていないと単位がとれない。科

活サイトでプレオープンをして、そこからインター

目を落としていないか。単位数が少ないとか１年

ンシップの申込みをします。夏休みに子供さんが

生の時にあまり単位をとっていないとか、その学

帰ってきて「広島でバイトをする」と言われるか

生の能力が見られています。特に大手企業になる

もしれませんが、ぜひ夏、インターンシップを受

と学業の成績は重要視されています。しかし学生

けるチャンスだと思って勧めてみてください。

はそんなに重要視していないのです。学業成績は

▼

ギリギリとれればいいかなと考えています。そこ

高卒と違う大卒の就活

大学ではいろいろなプログラムがあります。キャ

48

を見られていることを実は気づいていないのです。
「大学生活ではどのようなことをやっていますか」

リア関連の授業もたくさん組まれていると思いま

「どのような授業が得意ですか？」「ゼミではどの

す。なおかつ授業の中で社会人的要素を育てよう

ようなことをやっていますか？」と聞かれます。

とするプレゼンテーション、ディベート、コミュ

よく質問される自己 PR も聞きますが、ほとんど

ニケーション等々があります。また単なる飲み会

の学生がすごく鎧を着てきます。完璧に準備して

ではなく、コミュニケーションをとることがすご

アピールしています。正直にいうと「作り上げた

く重要です。日本の学生は個を大切にするあまり

んだね」で終わりです。反対に「大学でどういう

に他者との協力体制を組むことがすごく苦手になっ

勉強に取り組みましたか、ゼミでどんな役割をし

ています。ゼミとなると仲のいい友だちとだけ話

ましたか？」という質問に答えられる学生と答え

をする。グループを組んでその中で意見を闘わせ

られない学生がいます。それはゼミの中でリーダー

たりすることが重要で、それが大学生と高校生と

シップをとっていない、積極的にゼミに取り組ん

の大きな違いになります。なおかつ大学では就職

でいないことの現れです。ゼミって小さな社会、

ガイダンス、就職試験コースなど多く組まれてい

会社だと思うのです。その中で活動ができていな
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い＝社会や会社で活動ができないという評価にな

す。学生の時からよく人前で話をしたりするのが

ることもあります。学業と社会経験は重要なので、

得意でした。したいこと＝若い人たちの支援、若

ゼミでの活動にぜひ耳を傾けてあげてください。

い人たちが育っていくことが好きでした。自分の

2015年３月卒業生の内定率は96.7％と高い水準

時間を削ってでも若い人たち、新人のために力を

です。ここをぜひ見ていただきたいと思います。

入れていました。すべきこと＝雇用条件は広島で

10月１日現在、就職のスケジュールが変わります

働きたい。私は長女で一人っ子。母が年配で83歳

ので今年は変わってきますが、68％、約70％の学

になります。広島を離れるわけにいかない。この

生たちは第一、第二志望の企業を受かっている。

３つの円が交わるところが、キャリアコンサルタ

でもあと３割の学生は落ちています。10月だと就

ントという仕事でした。じっとしていられない、

職活動の終盤です。６月の時点では本当にいきた

性格上、広島を拠点としていろんなところにいく

い企業に受かっている学生たちは50％を切る状態

という今の仕事が自分の適職だと思っています。

です。自分がいきたいところに受かっているかど

この３つの部分を学生は自分ではなかなか見つ

うかが重要だと思います。その意味で早くから就

けきれないのです。いっしょに話をしながら「で

職活動をする、１、２年生からスタートするのが

きることは何かな、こんな仕事ができるんじゃな

就職活動だと思います。学生にもいうのですが、
「３

いか？」と話し合ってください。学生が「東京に

年生になって就職活動をしようと思っても、もう

いきたい、大阪にいきたい」「なんで？」と聞く

勝負は決まっている。１、２、３年とどういう生

と「コンサートがあるから」「それ理由？」。単純

活をしてきたか、どういう授業をとってきたかが

な理由で仕事を決めていたりします。私の支援し

大切なので日々の生活を自分で正す、３、４年だっ

ている学生で、愛媛の田舎にいる学生が「どうし

たら、１、２年の時、どのように取り組んできた

ても大阪で就職したい」。何か熱い思いがあるん

かをしっかりと受け止めるように」といいます。
「常

だと思ったら「地元には居酒屋がない」と言って

に４年間で社会人になる準備をしていると考えな

いました。ほんとにそういう単純な理由で「大阪

さい」という話をします。

に」という。それは一つのきっかけだと思います。

「社会人基礎力」が経済産業省から出ています

ただそれがすべてではないよと話をしながら。学

が、こういう能力が必要になってくるよというこ

生は単純な理由で仕事を選んだりします。時間が

とです。
「前に踏み出す力」「考えぬく力」「チー

ある時にぜひ話をしてあげてください。

ムで働く力」への取り組みが随所に授業の中で組

学生生活を充実させるためには「できること」

まれています。その中で学生は知らず知らずのう

を増やして「したいこと」を見つけて、それを明

ちにその力を養っています。
「ぜひこの内容を明

確にすることは大切です。いろんなことにチャレ

確にしなさい」という話をします。ご家庭でもこ

ンジしたり、自主的に取り組んだり、積極的に取

の内容を一緒に考えてください。自己分析の中の

り組んで失敗を恐れない。大学生と高校生の新卒

一つのツールですが、
「できること」
「したいこと」
「すべきこと」を明確にする。「自分でなかなか
わからないなら家族に聞いてみるといいよ」と他
己分析についても話をします。「できること」と
いうのは能力、資質です。短所の克服。
「したい
こと」というのは興味、スキル、やりたいこと。
マストという「すべき」のところは雇用条件です。
この３つの円が重なる仕事が適職といわれるもの
です。私の例でいうと、できること＝話すことで
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の差というのは「研究する」という部分が違いま

します。「なんで？」というと「両親がすすめた

す。自分なりにしっかりと研究させてください。

ので」という答えです。金融であればまだ良いで

自分自身の研究も必要ですし、学問的な研究も大

す。いきなり４年生の４月くらいに「公務員にな

切な要素だと思います。学生にいいます。「有形

りたいです」と言い出します。全く勉強をしてい

のものに投資をするのではなく無形のものに投資

ない状況でちょっと難しいと思います。２ヶ月で

をしなさい。特に20代はそれが大切だよ」と。
「車

なれるには難しいです。「公務員がこの子の仕事

がほしい、ブランドのバッグがほしい、それは有

として向いているのではないか」ということであ

形だよね。いつかは嫌になるし、それに大金をは

れば、２年生の時から少しずつ話をしてみる。３、

たいたといっても自分に身につくわけじゃない。

４年生になって公務員というのではなく、早くか

それよりも自分に価値あるもの、無形なものに投

らかかわり方をもってほしいと思います。お子さ

資をしなさい」。なおかつ「お金や時間は空費、

んの性格、能力をしっかり見ながら仕事に関して

消費、
投資として考えるように」
「授業に出なくちゃ

して話をしていくことが大切です。いざという時

いけない。でもバイトをやりたいな、今日、眠い

の安心感を、ぜひもたせてください。学生の中に

な。授業を休む。それは空費だよね。授業に出る

はお金がないので東京への就職を断念する学生も

だけは消費。保護者はお金を払っています。プラ

います。京都から広島は、そんなに遠くはない。

スマイナス０です。授業をどう活かすかを考えて

でも新幹線代がかかる。そうなると学生は結構、

やっと投資になるんだよ。１時間が投資になって

遠慮して、なかなか帰らない。就職活動を広島で

いるかどうかをよく考えなさい」と話をしていき

したいけど、なかなかいいだせないところがあり

ます。ぜひ家でも話をしてみてください。１年生

ます。就職にはお金がかかります。その部分で「出

の大学生に話をすると結構、響く学生もいます。

すよ」ではなく「貸してあげるよ」と投資をして

自分の時間を空費かな、消費かな、投資かなと考

ください。

えさせるようにします。それを家でごろごろして

もう少し具体的に広島や中国地方の話をします。

いる時、叱るだけではなく、今の時間が空費なの

よく聞かれる質問が「広島の地元の大学生と比べ

か、消費なのか、投資なのかを自分で考えさせる

て県外の大学生の採用率はどうですか？」正直に

ようにしなください。少しずつ行動が変わってき

いいます。地元の企業からすると「ぜひＵターン

ます。

就職をしてほしい、ぜひうちの受けてください」

▼

と言われています。「Ｕターンで優秀な学生がき

50

コミュニケーションを円滑にすること

てくれるということはないです」と地元の企業は

ご家庭でできること、答え＋説明はコミュニケー

嘆いています。今年４月に就職した静岡大学の学

ションの基本です。皆さんがつい答えしかいって

生がいました。「地元の企業に就職活動をしたい」

ないことはありませんか？「就職どうなった？」

と、うちの会社がボランティアでやっている就職

「やってるよ」「やってるじゃわからない」。答え

塾に来ました。パッと見、コミュニケーション能

だけですね。やってるじゃわからないから「こう

力が高いわけではない。しかし基礎的な学力はあ

いう形でこう思っているから説明してほしい」と、

ります。エントリーシートを提出して添削します。

しっかり説明してください。お子さんも保護者も、

１回添削すると２回目にはほぼ完璧な状態で戻っ

つい意思疎通を簡略化して説明をしないことが多

てくる。いっていることが理解できている。なお

いです。またかかわりすぎ、かかわらなさすぎに

かつ面接指導の時に２、３回指導すると次には完

も注意してください。微妙な部分ですが、よくあ

璧にできている。そんなに口数が多い学生ではな

るのが、夏休みなどに実家に帰って、大学に復帰

いのですが、大手地元企業に採用されました。他

して来ると「金融にいきたいです」と突然言い出

のキャリアコンサルタントとも話をしたのですが、
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「地元の企業は県外の優秀な学生をほしいんだよ

本社がある大きい会社というのは全国に支店があ

ね」と。コミュニケーション能力を学生は勘違い

ることもあります。地元に帰らせるつもりで広島

していて、話をすればいいと思っていますが、そ

の会社に就職したが、結局は東京の支社に赴任し

れは違います。ちゃんと相手のことを理解できて

たということもありますので、保護者会で相談を

いるかどうか。ちゃんと自分がいいたいことが伝

受けて「どういうところがいいですか？」と聞い

えられているかどうか。口数が多くなくてもかま

てください。広島信用金庫とか広島市信用組合は

わない。地元には多くの企業があります。マツダ

広島地区にしか支店がないので、そういうところ

もありますし、地元の中小企業でいい企業がたく

を選ぶこともできます。地銀でも今年からもみじ

さんあります。山口では製造業が多い。徳山、調

銀行と山口銀行が共同の採用を始めました。去年

布製作所、長州産業など製造業が多いです。しか

までは山口は山口、広島は広島という採用でした

し東京や関西地区、関東圏の製造業より「アナロ

が、今年からいっしょの採用になり、そこで採用

グな部分が多いので、それは覚悟して入りなさい

された場合、山口にいくか、広島になるか、わか

よ。
先進的な感じではない。
地元でゆっくりと、
しっ

らない状況です。「一応考慮する」といわれてい

かりと働きたいというのなら、いい会社はたくさ

ますが、山口にいくかもしれない可能性はありま

んあるので、そういうところを狙いなさい」と。

す。銀行ならどこでもいいというわけではない。

同志社大学でもＵターン就職の場合は金融志向

地域限定採用の仕方もあります。地域限定採用は

の学生が多いと伺っています。金融志望は確かに

いろんな部分で給料が低くなったり、役職がある

多いです。都銀なら地域限定採用の形で都銀の広

一定止まりとかのリスクはあります。ちゃんとお

島県、山口県内、岡山県内という形の採用もあり

子さまと話をしながら就職活動を闘っていくつも

ます。うちの塾の生徒が今年、広島県の都銀に受

りでやっていただければと思います。どうもあり

かりました。偏差値的には同志社と同じくらいの

がとうございました。

偏差値ですが、そんなに志望が高かったわけでは
ない。
「受かったら考えます」程度の感じでしたが、

お問い合わせ先



受かりました。
それというのは基本的なことがしっ

キャリア支援、採用コンサルタント

かりとできている。広島の地元の学生と違うのは

株式会社ファーストボイス

関西、関東圏はいろんな他の大学の学生と交流を

H.P

http://www.firstvoice.jp/

もっています。それが大きな強みになります。残

住所

〒734-0014

念なことに、広島の大学はそれほど交流がない。

広島県広島市南区宇品西五丁目11-1-1401

やっていることを見ていると「もっと社会人に近

電話

いことをやらなくちゃ、高校生レベルだね」とい

メールアドレス

うところがあります。なかなか成長しないという

090-7778-6076
鳴石しのぶ

FAX

082-299-7511

naruishi＠firstvoice.jp

か、難しいなと感じます。関西圏、関東圏からの
Ｕターンの人たちに負けてしまうことになります。
学生たちが帰ってきて就職活動をするのに一番
何がリスクか。時間とお金です。それから家族の
人との話し合いが大切だと思います。ただ「地元
に帰りなさい」といっても子どもは反発したり、
理解できない部分もあるので、なぜ地元に帰った
らいいのか、地元がどういう状況かをしっかりと
把握していただければと思います。一つは広島に
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就職活動の今と昔、そしてこれからの働くについて
板井 恒理（株式会社 Credo Ship.

52

代表取締役）

ご紹介頂きました板井と申します。

しました。その後、社内企業や転職、独立などの

本日は「就活活動の今と昔」ということで、今

選択肢に迷いながらただなんとなく働いているな

年度の就職活動の状況、とりわけどういった流れ

かで、外資系の保険会社であるプルデンシャル生

で就活が進められていくのかということについて

命保険株式会社にヘッドハンティングされ、転職

お話をさせて頂きます。

致しました。「完全歩合の営業職」ということで、

最初に自己紹介から。
現在、
株式会社 Credo Ship.

私が勤めていたリクルートと全く違う世界だなと

という会社を経営し、大学生の企業へのインター

単純に興味を持ち、短期間で独立するための創業

ンシップのコーディネーターや、小中高生向けの

資金を稼ぎたいと思って入社をしました。プルデ

キャリア教育プログラムの開発や実践を行ってお

ンシャル生命に勤めている２年間の間に生命保険

ります。略歴をご紹介致します。2005年に神戸大

の仕事の傍らでキャリア教育系の NPO 法人の経

学の発達科学部を卒業後、新卒で株式会社リクルー

営企画をやったり、任意資格であるキャリア教育

トジョブス
（旧株式会社リクルート HR マーケティ

コーディネーター認定資格を取得したりと、大学

ング関西）に入社をしました。同社は、中途求人

時代からやりたいと思っていた仕事も着々と進め

メディアである「とらばーゆ」や「はたらいく」、

ておりました。２年間の研修期間が終了した後、

アルバイト求人メディアである「タウンワーク」

より自由に仕事ができる環境を作りたいと思い、

というフリーペーパーを発行しており、企画営業

同社を退職して生命保険の乗合代理店として独立

から事業部の営業戦略立案まで、幅広い仕事を経

をし、現在に至ります。

験させて頂きました。もともと私は大学４年生の

リクルート時代は、会社として年間２億件を越

頃、就職活動をするつもりはなく、卒業後は学校

える求人広告が世の中にリリースされていました

の先生になろうと教員採用試験の勉強をしており

が、私は営業の仕事を通じて実際に採用活動を行っ

ました。ですが、当日就職活動をしながら「特に

ている非常に多くの企業や人事担当者・経営者の

やりたいことはない」と言いながら「なんとなく」

方とお話をし、また一方で実際に企業に採用され

就職先を見つけている同級生や、入社３年以内に

たたくさんの求職者の方々のお話を聞くという機

３割が離職するという当時の雇用事情を目の当た

会に恵まれておりました。例えば私の知っている

りにする中で、学校の先生になる前に社会人を５

学生のなかには「フリーター・ニート」という言

年ほど経験したいと思い、就職活動をしたのがきっ

葉や「既卒者」「第二新卒」という言葉に過剰に

かけです。
「５年で辞めて先生になります」そう言っ

反応を示す方も少なくはありません。そのような

て面接を受けていく中で、入社をさせてくれた会

状態に一度でもなってしまうと、それがレッテル

社が同社でした。

となってその後の人生において何もかもが不利に

同社で５年働いた後、私は宣言通り教員採用試

なるような、そんな悲壮なイメージを持っていま

験を受験しました。ですが、５年間社会人をする

す。ですが実際に採用をしている企業は、そこま

中で公教育の外側からビジネスを通じて子供達の

で既卒であることやフリーター経験があること自

キャリアや進路に貢献したいという気持ちも芽生

体を過度に気にしてはいないというケースも多々

え始めており、結果的に教員採用試験には失敗致

あります。就労の現場をリアルに知るほどに、働
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き手が思っている「就職」へのイメージと、雇う

企業に落ちてしまうと、それによってまるで自分

側が思っている人材の理想像というものには、意

の人生終わってしまったかのような絶望感に苛ま

外と大きな解離があり、そしてずれていると感じ

れ、そしてそこから本当にフリーター化してしま

ることが多々ありました。そしてそういったシー

うという学生もたくさん見てきました。学生や若

ンを目の当たりにするほどに、
「学生は就職活動

い力を求めている企業は想像を絶するほどにたく

において一体何をそんなに盲目的に追いかけてい

さんあり、その出会いを良い形で支援していきた

るんだろう」と感じたものです。例えば、昨今の

いという思いで今の事業をやっております。就職

学生が就職を前に意欲的に頑張ることに英語（語

活動をどのようにやっていくかももちろん大事で

学）があります。英語は確かに大切ですが、採用

すが、就職活動の時期に至るまでに、どのような

される段階で英語が絶対必要だという企業は学生

ことをして学んでいくかが大事だなという思いを

が思っているより意外に少ないと感じます（もち

もっております。

ろん絶対に必要な企業がないわけではありません）。

現在弊社では、キャリア教育事業と研修事業を

口々に TOEIC をとらないといけないとか、実際

行っており、とりわけキャリア教育事業において

は「なぜとらないといけないか、あるいはなぜ取

は大学生といろんな取り組みをさせて頂いており

りたいか」の方が大事で、そういった目的やキャ

ます。今回私からは、こういった事業を通じて「今

リア的視点を考える機会もなく学生の期間を過ご

の学生たち」や「若手社会人」に近しい距離にい

されている人たちが多いように感じます。

るからこそ見えてくることと、これまでのキャリ

またリクルート時代に、リーマンショックに伴

アの中で見聞きしてきたリアリティのある就活事

う大量の退職干渉（リストラ）という非常にシビ

情をありのままに皆さまにお伝えすることができ

アな現実を目の当たりにし、改めて働くことの厳

ると思っています。

まさかこんな規模の会社でリストラが起こり得る

▼

しさを痛感したりしました。リクルートに入って、

弊社の事業について

などとは思っておらず、ある日突然リーマンショッ

弊社の事業についてご紹介致します。
Credo Ship.

クが起こり、その数ヶ月後には希望退職制度の発

では現在「アウターン」という名前のインターン

表がされる。ほんの数ヶ月で驚くほどに状況が変

シップコーディネーターを事業の一つとして行っ

化することに企業というものの恐ろしさを感じ、

ています。私は実は元々、インターンシップとい

盲目的に信じていた大手安定という漠然とした価

う機会って大学生にはあまり必要がないんじゃな

値観が瓦解したと同時に、
「働く本人が強くなけ

いかと思っていました。わざわざ大学時代に、どの

ればならない」という強い意識を持つに至りまし

みち社会人１年目になってから猛スピードで実践

た。それをきっかけに現在の会社を創業したとい

するようなことを前倒しにして、大学生が本来や

う背景があります。

るべき勉強を蔑ろにしてインターンシップに行き

今、新卒の就活サイトである、リクナビやマイ

まくるのはもったいないだろうと。ですが一方で、

ナビに載っている企業は、日本企業全体の何％く

私は大学生の時間が長い人生の中でも一番創造的

らいだと思われますか？概ね0.2％くらいだと思

で柔軟な脳を持っているのではないかと思ってお

われます。残りの数百万の企業に関しては昔の就

り、社会人になる前にその創造性を発揮して自分

職活動と同様、情報を調べて自分から電話をしな

で何か事業を生み出すという成功体験があっても

い限りは、
なかなか出会いの機会はない。そういっ

いいんじゃないかなということから「アウターン」

た状況のもとで、学生たちはそのたった0.2％の

というインターンシッププログラムを始めてみま

中に盲目的にトライしていていきます。当然企業

した。アウターンとは「Outsourcing×Internship」

によって合う、合わないもありますし、あるいは

の略称で、大学生と経営者の方を１対１でマッチ

タイミングもありますから、希望通りに内定が出

ングする業務委託契約型のインターンシップです。

ないということも当然あります。それでも希望の

普通のインターンシップは企業の組織に大学生を
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雇用という形で参加させるのですが、一般的に行

した。「京都の建築業界の採用課題（若手人材の

われているインターンシップは、いわゆるオペレー

採用難）を解決して欲しい」という大きなテーマ

ティブな、作業的な仕事をさせるものか、あるい

で、２ヶ月間プログラムを実施し、結果的には２

は採用活動の前行程として、グループで企画を検

回プレゼンテーションをし、最終的に作った企画

討してプレゼンさせ、それを採用活動に生かすよ

書を社長に買い取ってもらうことができました。

うなインターンシップが主だったものです。前者

私自身リクルートで企画の仕事をやっておりまし

で行くと、電話対応、営業、事務とかをすること

たが、社会人でもなかなかできないレベルのもの

になりますし、前者の場合プレゼンまではしても

を出してきて、やはり大学生にはすごい能力があ

実際にそれを実行に移すことはほぼありません。

るとその時感じました。そういった学生が社会人

アウターンでは経営者と大学生を１対１でマッチ

でも自分の能力や可能性を持て余すことなく発揮

ングし、いい意味で逃げることができない機会を

していくためには、やはりいかに自分自身のため

提供しています。大学生はこのマッチングの中で、

になる就職活動を納得いくまで行えるかというこ

経営者が普段から思っている「あったらいい」
「や

とが、一つ重要になると思います。

ろうと思っていた」そんなビジネスアイデアや志

本日は「就職活動の今と昔」について、２つの

をお伺いし、マーケティング調査等を通じて事業

テーマでお話をさせていただきます。まず一つは

計画書を作成。その出来をプレゼンを通じて評価

就職活動の今と昔の実態比較、次に、その実態の

してもらい、評価に応じた業務委託料を報酬とし

中で保護者のみなさまがどうお子様や就職活動に

て受け取るという体裁をとっています。完全成報

向き合っていくかについてです。

酬型の企画業務ですね。先日もこのプログラムに

就職活動の今と昔の実態について、６つのポイ

同志社大学経済学部１年生の方が参加してくれま

ントに関して「就活、今と昔」の配布したシート

02：大卒求人倍率

２．３４倍

03 ：就活スケジュール

４回生の１０月解禁

１．６１倍
ハイテク景気やバブル景気の
1980年代に比べると、大学生
一人あたりの求人数は少なく、
大学生にとっては比較的向か
い風。一方でリーマンショッ
ク以後、求人倍率は改善し、
内定率も96.7%と改善。

01：大学進学率

２６．５％
４８．１％
１８歳人口は１５５万人から
１２０万人に減少する一方で、
大学進学率は上昇し続けてい
る。４月入社者にかつてのよ
うな高卒者の比率は少なく、
「大卒は特別な存在」から、
「ごく当たり前」の時代へ

就活
今と昔
今と
１９８５年と
２０１５年の比較
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地方父母会での就職講演

３回生の３月解禁
かつては「就職協定」により４回生の１０
月に会社訪問が解禁されていたが、最近ま
で３回生の１２月に解禁された採用広報活
動がこの度３回生の３月に後倒し。選考は
４ヶ月遅れの８月からと変わった。

就活の「アングラ化」
協定に参画する企業においても、インター
ンシップやリクルーターによる勧誘、アル
バイトなどの機会を用いた青田刈りが活性
化し「アンダーグラウンド化」がより加速
04：
すると予測されている。

就活の「マルチルート化」
一方で経団連に属さない外資系企業やベン
チャーなどは依然３回生の１２月中に内定
を出して早期囲い込みをするなど、「マル
チルート化」が生じ、「よーいドン」の就
活から、就活生個々人の主体的なアクショ
ンが求められるようになってきている。

サマリ
現在の大学生にとって就職環境は改善しつ
つある一方で、制度の変更やテクノロジー
の進化に伴い、多様な価値観をもって、多
様な手法を用い、早ければ大学の１回生よ
り水面下で就職活動をする事ができるよう
になってきている。周囲に合わせ、通り一
遍等の“正解”を求める就職活動は通用しな
くなり、個人の主体的な活動が求められる。

04：就職活動の仕方

企業へハガキを送り電話をかけ、訪問
就活サイト、ソー活、新卒斡旋等
リクルートの「企業への招待」を使ったり、自分から企業に
電話をかけて説明会の日程を問い合わせるアナログな就職活
動の方法から、「リクナビ」や「マイナビ」に代表される就
活サイトを通じた一斉エントリー、TwitterやFacebookを活
用した「ソー活」と呼ばれるものや、企業が直接web上で大
学生にアプローチをかけるダイレクトリクルーティングなど
のデジタルな手法。更に、就職フェアや大学内での業界研究
会など、対マスの場を活用した企業による採用活動、エー
ジェントを介した新卒斡旋、リクルーターを通じたリアルな
アプローチ、２～３回生より積極的に行われるインターン
シップからの就職など、多様な選択肢がより広範な時期に行
われるように変化してきている。

05：就業観

05：就活費用

出世、バリバリ

１３～１４万

自分サイズ
一概に言えるものではないが、
「より大きな企業に入社し、出世
して高額な給与をもらう。人より
多く長く働き、周囲を出し抜いて
のし上がっていく」といった、イ
ケイケドンドンの就業観とはうっ
て変わり、自己実現やワークライ
フバランス、出世よりは自分の
ペースで自分らしく働く事や、仕
事を通じた社会課題の解決や社会
貢献に関心が強いといった傾向。
この価値観の違いが、就職活動期
に親子のコミュニケーションの不
和をもたらす事態が散見される

リクルートスーツやバッ
グ、交通費・電話代等で
平均１３～１４万程度の
費用がかかる。一方テレ
ビ局志望で全国へ面接に
行ったり、海外でのイン
ターンに参加したりする
と、１００万を超えると
いったケースも…
インターンシップ・キャリ
ア教育と研修の会社
株式会社Credo Ship.
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Lecture

にサマリーを書いています。まず大学進学率と就

り、「余裕のある自分らしい働き方」を学生は求

活。現在ではほとんどの高校生が大学にいく時代

めています。企業における新卒採用のメリットと

となっています。グラフでは、大学進学者数・短

して昔から言われている「ポテンシャル（潜在能

期大学進学者数・専門学校進学者数、この３つを

力）」が求められにくくなってきています。

あわせて全体の72％が高校から大学、専門学校に

ここが重要になるかと思いますが、今年度の就

進学しています。18歳の総人口は減っていますが、

職活動のスケジュールを別紙にまとめました。例

大学への進学率が高いので結果的に昔より企業は

年に比べ、今年度はとにかくインターンシップの

大卒の方と就活で会う機会は多くなっています。

機会が増えています。１、２年生でも学内、学外

就活活動に向けて、以前は大卒の方と高卒の方が

を問わず、勉強以外で企業と接触する機会が増え

半分くらいの割合で就職試験を受けられていまし

ています。就職活動は倫理憲章によって後ろ倒し

たが、現在は大学生だけの就職活動、面接も大卒

になったといわれますが、リクナビ、マイナビと

のみがあたりまえの時代になっています。そういっ

いう就活サイトは６月にはプレオープンします。

た状況下では、もはや就職活動において大学を出

まさにこの講演を行っている今がこの時期です。

たということ自体は大きなメリットにならなくなっ

この時期にはインターンシップの募集等が大量に

てきています。

告示され、実はこのインターンが企業の青田買い

▼

の機会となっていたりします。その後、３月に本

大卒有効求人倍率

サイトがオープンとなります。以前は12月にオー

次に大卒の有効求人倍率です。1987年の求人倍

プンしていたものが後ろ倒しになっています。

率は2.34倍。一人に対して求人数が2.34件ある、

３月に就活がスタートして４、５、６、７月の

所謂取り合いの時代です。保護者のみなさまが就

期間に多くの説明会に足を運びます。昔の新卒の

職活動されていた時代はバブル崩壊前で比較的就

就職活動では、自分から企業を探して電話をかけ

職活動もしやすい時代だったと思いますが、2014

るといったアプローチだったため、どんなに多く

年現在では1.28倍。2015年で1.6倍くらいになる

ても数百社の単位で問い合わせをしていた方など

といわれていますが、一人にあたり1.6件と、昔

はほとんどいなかったと思います。ですが、最近

に比べ求人数が少なくはなってきております。景

は新卒サイトに載っている企業にエントリーを

気が上向いてくると求人数は増えてきますので今

1000社、2000社と簡単に出すことができ、それだ

後就職活動はしやすくなってくると予想されます

け多くの企業と出会う機会が用意されています。

が、新卒の採用数を減らし中途の採用を増やして

なおかつ、エントリーシートもこれまで手書きで

いるというところも水面下では増えていると思わ

提出するのがほとんどだったのが、今はフォーマッ

れます。企業にとって新卒採用が難しくなってく

トで統一化しているような企業も増えていますの

ると、その人員を中途採用で賄ったり、あるいは

で、エントリーシートまでは学生は安易に企業に

アルバイト、派遣で採用したりするようにもなり

出せるようになってきています。倫理協定におい

ますので、単純に景気が上向くと求人が増えて就

ては、４、５、６、７月で選考をしてはいけない

職がしやすくなるとは一概に言えません。この先

のですが、実際はウェブテストや説明会を通して

も大学生にとって就職活動は必ずしも楽ではない

いろんな形で選考が行われています。企業がエン

だろうと思います。

トリーシートやウェブテスト等で振るいにかけて

最近よくいわれるのが雇用のミスマッチという

いるのは周知の事実ですので、このタイミングで

話ですが、学生の働く目的は、保護者の方が就職

の就活の早い、遅いが就活の結果にもかなり影響

活動されていた頃と違ってきています。企業はグ

してきます。そして８月、本選考開始で内定が出

ローバル化など競争が激化する中で、よりいい人

るのが、一般的にいわれている就活の倫理協定の

材を採用したい。条件や採用に対する見方が厳し

枠組みでの就活です。倫理協定は守ろうが守るま

くなっている一方で学生の意識は真逆に動いてお

いが法的に責任を問われるものではないので経団
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就活スケジュールと
保護者様の関わり

就活時の保護者様とお子様の関わりは非常に重要です。大手就活サイト運営会社の調査によると、
「子供が親に求めるサポート」として上位に①資金的な援助、②相談・話し相手、③精神的な支え、
などが上がってきます。“昨今の就活状況“を理解しつつ、お子様の価値観や考え方を受け入れ、
「押し付け」「極端な否定」などの過干渉を避けつつ、見守ってあげる姿勢が求められています。
過干渉を嫌いますが、無関心も悪影響と最も関わりがデリケートで難しい時期になることでしょう。

３回生

１～２回生
4

全
体
の
動
き

5

インターン
シップ、ア
ルバイト
就職ガイダ
ンス、就活
塾等

学
生
の
動
き

保
護
者
様
の
関
わ
り
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一部の企業では、
３回生の１２月に
内定を出す企業も
リチ一
ーャ部
受ー外
付で資
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始ンベ
トン

インターンシップ
への参加や、早い
学生では数十社に
エントリー

積極的な会話を！
学生は自分自身が属している団体やコミュニ
ティの周囲の動きに合わせがちですが、
「よーいどん」の就活ができなくなった今の
就活環境においては、早期に親子で、就職や
進路に対する考え方や価値観などをすり合わ
せるように会話し、自分から情報収集する素
地を養っていくことが重要です。

説
明
会
や
本
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考

1
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・
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1
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1
1

1
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1
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内定者研修

内
定
式

入社準備等

インターンシップの受け入れ

業界研究
エントリーシートの書
き方講座
自己分析など

各地の説明会に回り
ながら、ひたすらエ
ントリーシート提出、
webテスト受講

面接、内定辞退など
卒論等

労働人口の減少やグローバル化、IT化等の影響を受け、今後の労働市場はより流動的で
多様になり、また企業の平均寿命も一部短くなってくることでしょう。かつてのような
「終身雇用」「安定」といったキーワードが安易に語りにくくなり、不透明な先の未来
に向けては、これまでの固定観念を脇に置き、ニュートラルな状態でお子様と接するこ
とが重要になります。お子様への愛情がマイナスに転じて、見守る立場から干渉する立
場になると、今の学生は（態度には出さない子も多いですが）難色を示し、一方で親に
気を使うがあまり個を没してしまい、選考において悪影響となりがちです。過干渉を避
け、子供世代の就業観や価値観に寄り添い、そして見守り、
過干渉を避ける
精神的な支えになってあげることが最も肝要です。

連に参加している企業は1700社くらいしかないう

う学生もいて、その学生を見て「そうなの？」と

えに、それを必ずしも守るとはいえないというの

焦る大学生が何人もいるということが、ここ数年

が実際ではないでしょうか。この倫理協定によっ

間で起こっています。以前のように、就活サイト

て、採用活動をする企業サイドにどういう動きの

のオープンで始まる就活がヨーイドンでなくなっ

変化は生じています。プレサイトがオープンして

てきている。就活のアンダーグラウンド化、長期

いる時期にすでに説明会をやる会社もたくさんあ

化という動きが加速しています。

ります。そもそも経団連は関係ないという外資企

今の時期に外資系に内定をもらっている学生も

業やベンチャーは６、７月からエントリーの受付

いれば、全く就活をしていない学生もいる。この

を開始している会社も多くあり、また一般的な倫

情報の差はどこで出てくるか。大学生の場合、ど

理憲章に則った企業もこの時期にインターンシッ

んな友だちとつきあっているかによるのではない

プを実施しています。企業によりますが、内定者

かと思います。友人の話を聞いて就活活動を始め

の半分くらいがこの時期のインターンシップで決

る。たまたま友だちの中で外資の就職活動をして

まっているというところもたくさんあります。そ

いるという場合その友人も同じように動きますが、

う考えると、後ろ倒しになったから今、何もしな

逆にそういった学生が周りに全くいない状況、例

くていいかというとそうではないとしかいいよう

えば体育会系とかそういったコミュニティでは、

がない。
また、この時期には各社の「リクルーター」

ありがちな事態ではないかと思います。この時期

が多数大学生に会いにきます。昔は先輩が学生に

にすでに就職活動が頭にあるか、ないかは普段つ

会いにきて「うちにきてくれ」という話をされた

きあっている友だちとのコミュニケーションに影

りしていましたが、それと同じような動きです。

響されているように私は感じています。親御さん

年内に外資系の内定は４、５件決まっているとい

におかれましては、早い時期から「就職をするか

地方父母会での就職講演

3

就職活動の今と昔、そしてこれからの働くについて

講演
Lecture

しないか」ではなく、お子さまが「就職に対して

ている学生に対して直接アプローチをし、口説く

どう思っているか」の話し合いをしていただく必

といった「ダイレクト・リクルーティング」といっ

要があるかなと思っています。

た手法が出てきています。あるいは新卒斡旋とい

アンダーグラウンド化している就職活動の環境

う人材業者もたくさんできています。こういった

下では、できる限り主体的に情報をとりにいかな

多くのルートが存在する中で、いかにして自ら機

いといけません。今からの時期、学生はインター

会を掴んでいくかが重要になってくるでしょう。

ンシップにたくさん参加されます。数十社にエン

マルチルートといいましたが、ハガキや郵送でやっ

トリーし、インターンシップが決まった、落ちた

ていた就活が今となってはウェブサイト中心に圧

といった話題も出てきている時期です。その後、

倒的多数の情報をすぐに手に入れられるようになっ

大学内でも業界研究やエントリーシートの書き方

ています。例えばフェイスブックの採用ページ、

講座などが始まります。また、就職活動のお金の

企業の情報の発信の仕方もホームページとかウェ

話になりますが、以前より就活で東京にいく回数

ブサイトだけではなく、独自に SNS を活用する

が増えていると感じられます。11月頃、内定が出

など、学生の周りにはいろんな情報が飛びかって

始めた時期からよく聞かれる悩みとして、たくさ

います。ニトリはフェイスブックの活用で有名で

ん内定をもらっていてどこにいけばいいかわから

すが、こういった SNS を活用した就職活動をは

ないということとか、その時に親に相談して困っ

「ソー活」と呼ばれます。グッドファインドとい

たという話がちらほら耳に入ってきます。例えば

うサイトがあります。今、京都の学生で就活して

学生本人の意思や気持ちとしてはこの会社に行き

いる人たちは大体皆知っていますが、お聞きにな

たいけども、親御さんには「こっちの方が会社規

られたことはありますか？ベンチャー企業への新

模は大きいし、いい会社ではないか」と助言をさ

卒斡旋を扱う会社で、いろんな大学にいって学生

れて悩むといったケースです。学生の意向と親御

向けに講演をしたりしています。講演には学生同

さんの意向が必ずしも合致しないことは多々あり、

士の口コミで人が集まってきます。学生でない限

自分が「行きたい」と思っていた会社を泣く泣く

り知り得ない情報が渦巻いていて、知らない就活

断って、行きたくない会社にいったという学生や、

の情報がたくさん点在していますので、親御さん

あるいは結局就活事態を全部やめてしまったとい

にとっては「なんだろう、その会社は」という事

う学生もいます。

態が多々出てくると思います。従って、普段から

また、この就活の後倒しにより就職活動の「マ

いかにお子さんと頻繁にコミュニケーションをと

ルチルート化」が進んでいるともいわれています。

り、情報差を埋めていくかということが、先ほど

新卒サイトを見てエントリーして、ある時期になっ

の親子の意識の差を埋める上でも重要になってき

たらリクナビ、マイナビに登録してという、これ

ていることかと思います。

までの一本化された就職活動だけではもうだめな

また、就職に対する学生の考え方も変わってき

時代になっていると思います。例えば、企業が

ています。2013年に新卒で企業に入社した方が会

SNS に登録している学生や、新卒サイトに登録し

社を選ぶ際に重視していることを順番に並べたグ
ラフです（別紙）。その中で２番目に重視されて
いるのが「企業の社会貢献度」です。
「ほんとか？」
と思ってしまうのですが、ほんとなんですね。そ
の事業が社会に役に立つかどうかをすごく気にし
ている学生が多いと感じます。以前は社会に役に
立つかどうかよりも、立身出世ができるか、稼げ
るか、安定しているかが重要視されたと思います。
今の学生はモノや情報、お金がある程度満ち足り
ているかと思います。そこで、誰かの役に立ちた
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いと紛れもなく思っていますし、思っているなと

いと感じています。このシートでは、あえて就職

いう感じさせられることが多々あります。また、

活動が始まるタイミングで、いかに時代背景、価

３年生の時に選んでいた企業に対して重視する項

値観が違ってあたりまえなのかということを、む

目と、４回生の時に選択した項目で乖離が出るの

しろお子さん自身に気づいていただくために用意

は「将来性」
「給与・待遇がいい」とか「福利厚

しました。やりにくいとは思いますが、このワー

生の充実」とか「財務状況がいい」とか企業のハー

クシートを使って、お互いに自己分析をして見て

ド情報、安定につながるキーワードです。就活を

いただきたいと思います。コミュニケーションは

始める前はこういったパラメータを強く求めてい

親子で就職活動を円滑に進めていくために、お互

ますが、４年生になるとこれらのパラメータが低

いにテレたり、冷めたりすることをせずにニュー

下するわけです。３年生のこの時期までは親御さ

トラルな気持ちでコミュニケーションをしてくだ

んとのコミュニケーションの影響も大きいかなと

さい。最初に親御さんからお子さんに４つの質問

思います。学生自身、就職が厳しい、リストラが

をしていただき、なるべく背伸びをしないように

あるなど、ネガティブなイメージをもちがちなの

等身大で何を思っているかを聞いてあげていただ

で、就活を始める前は「安定を求める」といった

きたいなと思います。時間をとってやる時に会話

傾向が強いです。ですが、いざ就活が始まって説

のルールとして「この話には全く正解はない、否

明会などにいくと「そんな（条件面の）質問ばか

定はない」とか。一つの話について「なんでそう

りするやつはくるな」となってしまったりで、だ

思うのか？」と感情について聞いてみる。自分の

んだん
「何を大事に企業を探しにいけばいいのか」

意見をいわない、逆に違和感や気になったことを

が必然的に絞られてくる。仕事内容や社会貢献度

必ず声に出してみることをお互いにルールとして、

に寄っていくということになります。この時期に

ぜひ一度話をしてみていただきたいと思います。

親御さんと会話すると
「そんな会社ってあるのか？」

おそらくそういうことを積み重ねていくと、いざ

「ベンチャー？聞いたことがない会社」というこ

就活が始まった時に親御さんに求めている安心感

とにもなりますし、学生のもっている価値観を包

や、話し相手という存在感などを満たせることと

みきれない話も多々あると思います。

を思います。子供にとって親御さんは一番最後に

最後に親御さんとして就職にどう向き合ってい

頼りにしている存在なので、そのためにも価値観

くかのお話です。
「親と子でこれからの就活の話

というと曖昧な言葉ですが、互いにどういう考え

をしようという」シートをお配りしました。お子

方をもっているかをすり合わせていただく時間を

さまと自分がこれまで最高に自分を発揮できたと

とることがいいのではないかと思います。それに

思う具体的な経験、これから就活で自己分析をや

よって就活への意識を早めに向けていただく時間

る時に、たとえば親御さん自身が昔、どうだった

をもっていただければなと感じております。私の

かを話されることはあまりないと思います。私も

方からお話したかったのは以上でございます。就

自分の子どもに時間をとってそんなことをしよう

活のお話とお子さまのご成長を期待して。ありが

とは思いませんが、お子さまはやはり最も身近な

とうございました。

親御さんに強く影響を受けて育っています。以前
NPO をやっていた際に親の期待に応えたくて今
日まできたという学生にたくさん出会いました。



株式会社 Credo Ship.

皆さん普段から感じられるかわかりませんが、親

電話番号：075-777-2598

御さんの期待に応えたくて大学まできている学生

メ ー ル：captain＠credo-ship.com

がたくさんいます。期待に応えられない自分が嫌

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.facebook.com/credoship

だからと親御さんに何も言わない学生も非常に多
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昨今の就職・採用戦線について～Ｕターン就職とは～
中村 愛美（株式会社シーズ学生支援チーム）

皆さん、こんにちは。ご紹介に預かりました株

な企業があって、その中でどんな仕事をしている

式会社シーズ学生支援チームの中村愛美と申しま

かを研究する機会があります。昨今話題になって

す。就職について、Ｕターン就職について。２点、

いるインターンシップ、就業体験も企業研究の１

資料をお渡ししています。

つです。その後、企業へのエントリー。つまり応

自己紹介を少し。株式会社シーズという会社は

募です。あなたの会社にいきたいと学生から意思

学生からの知名度は高いのですが、保護者の方に

表示することです。エントリーの作業は３月１日

はこれからということで。何をしている会社かと

から。現在大学３年生の学生は来年３月１日から

申しますと、
「オカジョブ」という就職情報サイ

エントリーができます。これまでのスタイルでは、

トをしております。オカジョブは岡山の、ヒロジョ

企業の情報がカタログになっていて応募したいと

ブは広島の地元企業、中小企業の就職情報を学生

ころにハガキで自分の情報を書いて応募意思を伝

に発信している就職情報サイトです。私も岡山出

えていましたが、昨今のエントリーは就職情報サ

身で京都女子大学出身、Ｕターン就職をした人間

イト上でボタン一つでできます。応募が終わると

です。業務内容としては企業と学生のベストマッ

単独会社説明会があります。エントリーするだけ

チを実現するための企画や広報・宣伝を担当して

ではなく、その後、説明会に参加して企業研究を

います。主な内容は学校でのガイダンス講師、学

深める。そして選考に入っていくといった流れで

生向けに就職活動の流れ、面接、グループディス

す。複数回選考を準備している企業がほとんどで

カッションなど、選考のノウハウセミナーもして

す。弊社も４回選考機会を設けています。去年は

います。合わせて私自身も株式会社シーズの採用

グループディスカッションを一次にして面接を３

担当をしております。１年目から採用担当をして

回。最終的に内定をもらった後、４月１日に入社。

おり、５年目の今は、実務責任者をやっておりま

全体的なスケジュールはこのような形です。大学

す。日経新聞の記事（中国・四国地区、就職希望

３年生用の就職情報サイトは６月にプレオープン

企業ランキング）2012年のものですが、お配りし

しています。この期間は企業へ応募はできません。

ております。実は32位に弊社がランクインしてい

３月１日に就職情報サイトがグランドオープンし

まして地元の学生には知名度のあるということで

▼

知っていただければ幸いです。

就職活動全体の流れについて

一般的な就職活動のフローとしては自己分析、
自分がどんなことが向いていて、どんな仕事につ
きたいのかを考える時間をもっていただきます。
企業研究、業界研究、自分はこういう仕事につき
たい。実際に世の中にはどんな業界があり、どん
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てエントリーはそこからとなります。その後、会

かといえば、そうではありません。守らない企業

社説明会が開催され、８月１日から選考スタート

もあります。法的拘束力や罰則規程がありません

です。

ので遵守しない企業も多いという現実を知ってい

2016年卒、現在の大学４年生から就職活動の時

ただきたいと思います。

期が変更になっています。安倍内閣の要望で経団

そういう状況下で岡山の地元企業へ「単独会社

連がそのように指針を出したのですが、企業にお

説明会の時期、筆記試験、面接の開始の時期はい

ける採用広報活動は３月１日からとそれまでに比

つですか？」という設問のアンケートをとりまし

べ３ヶ月後ろ倒しになりました。広報活動は採用

た。「単独会社説明会の実施は３月から始める」

を目的として情報活動を企業が学生に発信する行

というのが６割以上。筆記試験の実施は３、４、

為です。つまり「このような職種で募集をします」

５月がほとんどです。筆記試験の準備は３月から

ということを学生に開示するのが３月１日からと

始めればいいかというと、そうではありません。

いうことです。大学３年生の３月１日に広報活動

勝ち残るためにはもっと早めの準備が必要となり

が解禁され、４年生になった後の８月１日から選

ます。注目すべきは面接ですが、８月から面接ス

考がスタートする。図解をするとこのような形で、

タートという指針がありましたが、実際には８月

今春、社会人になられた2015年卒の学生は広報活

より前に面接を開始する地元企業は７割以上。８

動解禁が12月でした。今年の大学４年生から３月

月から面接が始まるというルールではありますが、

１日になり、８月１日に選考開始となります。

それより早いところがあるので気をつけてくださ

▼

いねという話です。

60

就活スケジュール変更のポイントと求人倍率

続いて求人倍率。就活生１名につき何件の求人

就職情報サイトのグランドオープンの時期が変

があるのかを算出しています。2016年卒、今の４

わりました。そして選考は８月１日から。しかし

年生は1.73倍。一人につき1.73件の求人がある。

それ以前に行ってもよい選考もあります。それは

理論上一人一社内定はとれる計算です。企業の求

書類選考やウェブテスト、テストセンターなどで

人数が71.9万人分。実際に民間企業に就職したい

す。これらは８月１日以前に実施して OK です。

と思っている学生は41.6万人ということで1.73倍

弊社でも現在大学４年生向けに採用活動していま

になっています。去年は1.61倍。去年に比べてよ

すが、エントリーシートの選考はすでに行い、面

くなっています。内訳は民間企業の求人総数68.3

接は８月から実施予定です。学生によっては勘違

万人分で民間企業に就職したい方が42.3万人でし

いをしていて８月１日からすべての選考が始まる

た。民間企業の求人総数が増えています。一方で

と思っている方もいますので注意が必要かと思い

就職を希望する学生数はやや減っています。企業

ます。８月１日に選考開始ということで、今まで

が出す求人数は増えているのに学生の就職希望者

のスケジュールより後ろ倒しになっていますが、

が減っている、あるいは変わらない状況なので売

内定式は例年どおり10月１日に実施する企業が殆

り手市場。学生側が選べる市場だといわれていま

どです。採用担当者は内定式に内定者をきちんと

す。参考までに2014年卒の求人倍率はどうだった

選んでおく必要があります。８月から選考開始、

か。2014年卒は1.26倍でした。年々増えています。

以降２ヶ月程で内定式を迎えるのは大変厳しいス

2014年卒に関しては、2015年卒の民間企業求人総

ケジュールになってきます。経団連はこれらを採

数68.3万人分よりもっと少なく、54.3万人分。

用選考に関する指針として加盟企業や団体に守っ

54.3万人分しかなかったのが、１年たって68.3万

てくださいと呼びかけをしています。経団連の加

人に増えて４年生に至ってはもっと増えている状

盟企業は約1300社、加盟していない企業もたくさ

況です。企業の「人を採用したい意欲」は高くなっ

んあります。この呼びかけに全ての企業が応じる

ています。
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私が学生によく話をするのは「求人倍率は従業
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0.3％しかなく、残りの99.7％は中小企業です。

員数、企業規模によって結構変わる」ということ

中小企業は人数が少ないから安定していないとか、

です。従業員数が5000名以上の会社の大手企業、

潰れるかもしれないとか、先入観をもたずに、選

誰もが社名を知っているような企業では全体では

ぶ時は広い視野をもって就職活動に取り組んでい

1.73倍だったのが、0.70倍。一人に１社ない状況

ただくのがいいのかなと思います。

です。従業員数を1000～4999名の会社では1.06倍。

地元企業の傾向。地元企業でも厳選採用します。

注目すべきは中小企業と呼ばれる従業員数300人

「質のいい学生がほしい」という意見をよく聞き

未満の求人倍率は3.59倍です。一人の就活生につ

ます。質のいい学生とは複数の企業から内定をも

き３社以上の求人がある。３社から内定をもらっ

らうことができる学生を指します。そういう学生

て相思相愛になると学生も就職先を選ぶことがで

と１社からも内定をもらえない学生が二分される

きます。Ａ、Ｂ、Ｃ社があってその中でＡ社がベ

のではないかと懸念しています。複数内定をもら

ストだと選んで就職先を決めることができますが、

う学生の身も一つなので４社内定をもらっても１

5000名以上の会社だけに就職活動をしていると計

社に絞らなければなりません。残り３社は辞退せ

算上一人１社ありませんので決まった１社にいか

ざるを得ない。なかでも中小企業は内定辞退され

ざるを得ない状況になります。求人倍率は規模に

やすい傾向があって困っているという状況です。

よって変化することと、学生が大手企業に集中し

また、採用のアングラ化、マルチルート化が顕

ているので中小企業の求人倍率が高くなる。こち

著になってきています。アングラ化とは地下活動、

らにスポットをあてて就職活動をすると新しい発

マルチルート化とは、多様な手段。非公式かつ多

見、出会いがあるのではないかという想いでオカ

様な採用ルートを考える企業もあります。８月１

ジョブというサイトを通じて中小企業の情報発信

日から採用活動をスタートしないといけないルー

を学生たちにしています。

ルを守っている企業でも早めから学生と接点をもっ

▼

てうちの会社を選んでほしいという思いがあるの

新卒求人状況から見えてくること

で、本来なら採用活動と捉えてはいけないことを

企業の就職希望者全員分は理論上あります。一

採用活動の一つと数えるケースがあります。たと

方で厳選採用、求人件数を満たすことにこだわり

えばインターンシップ。インターンシップが採用

をもたない企業があります。具体的には今年10人

活動の前哨戦になっていて就業体験しにきている

採用したいと思って採用活動していたが、内定に

学生を評価の目でみる企業も増えています。某岡

達する学生が５人しかいない。合格のレベルを下

山の有名な金融機関もインターンシップ生からの

げて５人追加して10人揃えるのではなく、今年は

内定が多いと聞きます。しかし、ある程度はしょ

５人で結構ですということで採用活動を終了する

うがないのかなと個人的には思っています。接点

企業があるということです。理論上は一人１社あ

があればよく見てしまうのは当たり前のことかと。

りますが、企業が学生を厳選して採用するので、
就活は厳しいと巷で言われます。また、先程も挙
げた通り、大手企業に学生の希望が集中していま
す。学生のアンケートをみると「大手企業の方が
安定しているから」
「福利厚生面が充実している
から」
「両親を喜ばせたい」と思って大手企業に
スポットをあてて就職活動をする方もいます。し
かし求人倍率では中小企業をしっかりみた方が倍
率的には高まりますし、全国をみても大手企業は
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このように一般的には採用とは直結しないインター

望が増えています。メリットがあるからですね。

ンシップが選考の一つになっている現象がありま

まず１つ目のメリットは両親の近くにいれること。

す。今年は特にインターンシップも数が増えてい

最近の学生さんの多くにはご両親の近くにいたい、

ます。インターンシップを募集する企業も増えて、

ご両親を安心させたいという気持ちが強いようで

参加する学生も増えています。県内学生にアンケー

す。オカジョブでも学生へ「就職活動を進める上

トをとるとインターンシップにいったことがある

で何に影響を受けますか？」といったアンケート

学生は１社だけではなく「２社以上のインターン

をとりました。回答数１位は「大学のキャリアセ

シップに参加している」のが50％以上です。複数

ンター」、２位は「就職情報サイト」、３位は「ご

社いって社会人になるための準備をしたり、志望

両親の意見」という結果になりました。あと、２

している企業であればしっかり自分を伝えておい

つ目のメリットはやはり生活コストが安いことで

た方がよいのかなと思います。インターンシップ

すね。私も京都で４年間生活していましたが、びっ

は夏の間にする企業が多いです。大学主導のイン

くりしました、卵の価格！200円くらいした覚え

ターンシップもあれば、マイナビやリクナビとい

があります。岡山だったら曜日によっては70円と

う就職情報サイトから申込みを自分でするインター

か。生活コストが安くてすむのもＵターン就職の

ンシップもあります。夏の間にしておくのがよい

魅力かなと。親元だったら貯金がしやすいですよ

と学校側も指導しています。インターンシップは

ね。３つ目は豊かな自然環境とありますが、岡山

就業体験ですが、インターンシップに参加するた

も最近、都会になってきたのかなと。このような

めに選考を設けるという企業もあります。インター

メリットがある一方で企業もＵターンを希望する

ンシップへの参加を希望する学生が多いので「選

学生を活用したいという意欲が高いです。それを

考させてください」ということです。「自己 PR

表すのが県外の大学に対する企業側のアプローチ。

をしてください」とか「なぜうちのインターンシッ

先ほどの日経新聞の記事でも人気企業ランキング

プに参加したいですか？」と志望動機に似た設問

でも６位だったザグザグ様も結構 CM が流れてい

を設けてエントリーシートのような書類を出させ

て身近な企業ということもあり、学生の人気も高

る企業もあります。これを聞いてももはや就業体

いです。ザグザグ様は岡山県内の大学で行われる

験とはいえない状況ですね。

学内合説にももちろん出展されますが、大阪、京

▼

都など県外の大学の学内合説にも積極的に出展さ
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れています。そのような県外のイベントに興味の

Ｕターン就職というのは地元に帰って就職をす

ある企業は増えている印象をうけます。５月に大

る。保護者のみなさま、お子さまにＵターンして

阪で開催された岡山へのＵターン就職者向け合説

ほしいという方はいらっしゃいますか。やはり結

にも岡山から多くの企業が参加してらっしゃいま

構多いですね。うちの母もＵターン就職してくれ

した。皆様の馴染み深いトマト銀行様なんかも出

との要望もあり、私も関西の就職を考えていたの

展していました。

ですが、結果的に岡山に就職しています。Ｕター

企業の皆さんがＵターン学生になぜ関心が高い

ン就職は地方で生まれた方が都会の学校に進んで

のか、なぜ評価されているのかと申しますと、４

地元に戻って就職すること。Ｉターン就職やＪター

つ挙げています。まずは親元から離れて自身で自

ン就職などもあります。Ｉターンは地元の学校に

立した生活を行っているがポイントが高い。小学

進学して就職の時に都会にいくこと。Ｊターンは、

校から中学、高校まである程度形成されたコミュ

例えば岡山出身の学生が東京の大学にいって就職

ニティの中でしか生活していない学生よりも自分

は実家と東京の間の大阪でするというような就職

の知らない土地にいって０から自身で友人関係を

形態です。最近は学生もＵターンしたいという希

築いたり、アルバイトを始めたり、社会人になっ
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た後も、その経験を生かせるのではないかという

づらいとか、地元の就活をするにあたって必要な

考えがあります。次に都会に揉まれた経験。私は

情報をサポートするものもたくさんあります。弊

関西で就職活動を始めて、大学４年生の後半から

社のオカジョブもその一つですが、そのようなツー

岡山エリアでの活動も始めたんですが、関西の就

ルをうまく活用して早めに就活の準備を進めてお

職活動はスピードが速いです。早めに学生は動き

く必要があります。

初めて、説明会も選考も意欲的な学生が多いなと

続いて就職情報サイトについて。３つパターン

いう印象でした。その経験を踏まえて岡山で地元

があります。一つ目が全国版の就職情報サイト、

企業の選考を受けてみると周りの学生がのんびり

リクナビ、マイナビなど。北海道から沖縄まで全

しているという印象を受けました。たとえば選考

国の就職情報を閲覧することができるツールです。

が始まる時間ぎりぎりにくる学生が多い。関西で

それとは別にエリアに特化したもの。オカジョブ

は20分、30分前には皆さん揃っています。岡山の

は岡山県内の企業が載っていると冒頭にもお伝え

企業に集団面接を受けにいくと時間どおりに学生

しました。最後に専門職バージョンの就職情報サ

が集まらずに個人面接になったという企業なども

イトもあります。理工系学生のため、広告ネット

ありましたね。集団面接だと思っていったんです

業界に進みたい学生のための就職情報サイトなど。

が、
「あと３人がこないので一人ですが、面接を

どれが正しいとか、どれを使っていれば絶対内定

始めましょう」と。

ということはないので、ご希望の勤務地、ご希望

Ｕターン学生は就職活動に関して意欲的な印象

の職種から選んでいただき、複数のサイトを使い

を企業がもっているので、Ｕターンの学生を欲し

分けされた方がいいと思います。私も学生時代、

いと思う地元企業は多い。その点で岡山県内に通

オカジョブも使っていましたし、マイナビも使っ

う学生よりは一歩進んでいるのかなということで

ていました。サイトによって掲載している企業も

す。

違います。リクナビには載っているがオカジョブ

次にＵターン就職のデメリット。企業の数が都

にはない企業もありますし、逆もあります。幅広

会に比べて少ないので、それに伴い情報量は少な

い情報を得るためには複数サイトを使うのがよい

い。ここは工夫次第でどうにかなるかなと思いま

のではないでしょうか。

すが、地元のニュースはキャッチしづらい。山陽

宣伝になりますが、オカジョブについて改めて

新聞もインターネットで検索しないと読めません

少し紹介します。地元企業の掲載数がナンバー１

よね。次に移動が不便ですね。岡山は車がないと。

です。全国就職情報サイトで本社所在地を岡山と

あとは就職活動中の交通費などの負担が大きい。

選択すると190～200社ほどの企業が出てきます。

私は両親に就活費用をもらっていませんでしたが、

オカジョブは240社ほど岡山の企業を掲載してい

就活用に15万、アルバイトをして貯金していまし

ます。そのうちの多くが岡山本社の企業です。オ

た。しかし私も岡山と京都の往復を何度もしまし

カジョブを通じて多く岡山の企業を知ることがで

て、すっからかんになりました。安い交通手段で

きます。合同会社説明会という企業が複数集まっ

ある高速バスも往復すると6000円、7000円になり

て行うイベントも開催しています。また、合同会

ますし、１回岡山に帰省するだけで１万円くらい

社説明会だけではなく地元企業の社会人の方と交

なくなるかなと。結構負担が大きいので、ご両親

流できるイベント、職学校 Live も開催しています。

にはここのカバーをしていただきたいと切に願っ

姉妹サイトとしてヒロジョブ、カガワジョブもあ

ています。あとは給与水準が都会に比べて低い。

りますので岡山のみならず広島・香川での就職を

物価が安いこともあり、初任給、ボーナスの額は

考えている方にも使っていただけるサイトになっ

都会の方が高いと思います。

ています。職学校 Live は、他の学校の学生とも

情報量と企業数、地元のニュースをキャッチし

交流できるイベントです。遠方の学校に通ってい
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ると地元大学の就職支援の形態とか学生の動きが

のです。ある企業の採用担当者の方から伺ったの

ピンとこない部分があると思いますので、このよ

ですが、その会社は社内では皆さんスリッパとの

うな場で情報収集していただけるといいのかなと

ことで、面接に参加する学生にもスリッパに履き

思います。

替えていただくそうです。その際に脱いだ靴をき

オカジョブ以外の岡山Ｕターン就職を支援する

ちんと揃えられるかをチェックしているそうです。

ツールもあります。岡山若者就職支援センター、

しつけの部分が整っているかどうかで学生の優劣

おかやま就活応援サイトなど岡山県がやっている

が決まってしまいます。こういうことはすぐ意識

もの。岡山県 IJU ターン合同会社説明会、今年は

を変えればできることだと思いますので、こうい

５月、大阪と東京でやっています。こういう機会

う学生が求められているということをぜひ知って

に地元企業も出ていますので活用していただけた

いただきたいと思います。私達も「うちの会社の

らと思います。新卒応援ハローワーク。ハローワー

新入社員ですと自信をもって取引先に紹介できる

クはおじさん、おばさんが行くものという印象を

ような人材をとりたいよね」という話を、いつも

学生はもっていますが、最近は若年層の就職支援

しています。自信をもって取引先に紹介するには

に力を入れておりますので、顔を見せるのもよい

きちんと挨拶ができる、お礼がいえることに注目

のかなと思います。

して学生を評価しておりますので、みなさまにも

最後に「社会人基礎力」について。Ｕターン学
生は企業から求められているといいましたが、一

そのことを知っていただきたいと思って本日はお
話をさせていただきました。

般的にどんな学生が企業に入った時に活躍できる

以上で私の話は終了です。オカジョブではみな

か。
「社会人基礎力」は経済産業省が提唱してい

さまのお子さまの就職活動をしっかりサポートし

るものですが、基礎学力やその仕事をする上で必

たいと思っております。地元就職をしてほしいと

要な専門知識だけではなく、それをうまく活用し

思っていらっしゃるなら、ぜひ私たちにも協力さ

て多様な人たちと交流しながら仕事をしていく。

せてください。今後ともぜひオカジョブをよろし

今までは同年代の学生同士で交流していたのを社

くお願いいたします。ご静聴いただきありがとう

会人になると年配の方とか、若い方とか様々な立

ございました。

場の方と円滑に仕事運びができる能力、その能力
を社会人基礎力と言いますが、それをもっている
学生が望まれています。社会人基礎力の中身には



株式会社シーズ

「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く

電

力」があって、それぞれに付随する小項目の能力

Ｆ Ａ Ｘ：086-214-3740

も提唱されています。インターネットでチェック

会社ＨＰ：http://www.seedsjp.com/

リストがありますので検索してみてください。ま

運営サイト：http://www.okajob.com/

た、社会人基礎力だけではなく、人間性など、基
本的生活習慣が整っている学生がほしいという企
業が非常に多いです。人間性、基本的生活習慣の
ことを私は「あたりまえのことをあたりまえにで
きる力」と呼んでいます。ちゃんと挨拶ができる
か。時間どおりに行動できるか。きちんと後片付
けができるか。これはしつけの部分になりますが、
そこが整っている学生は企業にとっても魅力的な
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愛媛県の就職状況について
熊谷 環（ジョブカフェ愛 work）

みなさま、こんにちは。ジョブカフェ愛 work
の熊谷と申します。

の離職率が高い現状があります。離職自体が悪い
わけではないのですが、離職の理由として、「他

ジョブカフェ愛 work は平成16年に設置された

にしたいことがあった」「労働条件への不満」「人

愛媛県の若年者就職支援センターです。本日は、

間関係がよくなかった」等という自己都合による

若者の就職支援を継続する中で感じることをデー

退職が４割を占めています。入社する前に企業研

タと共にご紹介いたします。

究をしたり、「自分が本当にしたいことが何か」

大きく４点です。１．愛媛県の若者を取り巻く
雇用の現状、２．ジョブカフェ愛 work について、
３．県外在住の方が利用できるメニュー、４．効
果的なＵターン就職のポイント

１．愛媛県における若年者の雇用状況

自己分析をしたりするなど、しっかり準備をする
ことで防げることもあるかもしれません。
同じく、愛媛労働局の資料に、「新規学校卒業
者の就職決定率の推移」を表しているものがあり
ます。これは、４年生のいつ頃、就職決定してい
るかを示したものです。10月末時点で就職が決まっ

平成17年と22年の国勢調査の結果から、
「年齢

ているのは例年５割程度です。10月は内定式をす

区分別の完全失業率」を愛媛県と全国とで比較し

る企業も多いことから、内定を得ていないことを

たところ、15～24歳、25歳～34歳いずれの年齢区

焦ったり、少しでも早く内定を得たいと考えたり

分も愛媛県の若年者の失業率は全国平均より高い

するようですが、焦らず粘り強く就職活動を続け

状況です。平成17年以前の調査時も同様に愛媛県

ることが大切です。12月末では７割が決まってお

の失業率が高い状況でした。

り、卒業時では約95％程度が就職決定しています。

愛媛労働局の資料によると、
「新規学卒者の就

今後、もし、就職活動がうまくいかずお子様が悩

職決定状況」は、高卒、短大卒、大卒いずれも全

むことがあれば「卒業までに自分が納得できる仕

国的に年々高くなっています。ただ、全国値と比

事先を見つけるといい」と温かく受け止め支持し

較すると愛媛県は就職決定率は若干低い状況です。

てあげてほしいと思います。

愛媛県の大学生は「愛媛県に残りたい」と地元志

教育機関を出て初めて就く職「初職」について

向がかなり強く、関西圏や関東圏の大学生よりも

ですが、近年、初職における非正規雇用の割合が

実家から通うことを希望する学生が多いことも影

増加しています。これまでは、大学を出てほとん

響しているかもしれません。その結果、限られた

どの方が正社員として就業していました。総務省

県内企業の新卒枠をとりあう形になってしまい決

統計局就業構造基本調査によると、平成元年前後

定しづらいことがあるかもしれません。

では、男性約92％、女性約80％が正規職員として

「就職後３年以内の離職率」の状況です。就職

採用されていました。これが年々低下していて、

後、自ら掴んだポストを３年以内に手放してしま

平成20年前後では、男性約75％、女性約50％となっ

う若者は愛媛県内の大卒者で25.8％、高卒者で

ています。正社員として働くことが、昔ほどあた

36.8％、中卒者で76.2％となっています（愛媛労

りまえではないこと、親世代の就職した時代と子

働局資料）
。愛媛県と全国とを比較すると愛媛県

どもが就職する時代は、就職環境が異なることを
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知っていただきたいと思います。

４年生で就職活動をする段階になりＵターン希望

２．ジョブカフェ愛 work について

がはっきりしたら、
『ふるさと愛媛Ｕターンセンター
登録』をホームページからエントリーしてくださ
い。一定期間ページがオープンされますので、見

●対象
15～39歳の若者および、ご本人が支援を希望さ

逃さないようＵターン希望の登録を行う必要があ

れる40～44歳の方、その保護者の方

ります。（参考：現４年生対象のオープン期間は
昨年12月～今年５月）ジョブカフェ愛 work のス

●開設時間（利用無料）
日

８：30～19：00

タッフが希望者の一覧をとりまとめ、個人が特定

土曜日

10：00～18：00

できない形（大学名、自己 PR、取得資格等のみ

（休日：日曜・祝日・年末年始）

掲載）で県内求人企業に発送します。それを見た

平

企業が面接をしたいと思う学生の候補をリストアッ

●主なサービス
①個別相談
（予約制） ②セミナー

③職業紹介

プし、愛 work に連絡くださいます。エントリー
している学生の皆さんへは、愛 work から個別に

●相談受付体制
・相談員がシフト制で対応（若者・保護者）

メールや電話で企業からの問い合わせ内容につい

・受付時間９：00～18：00

てお知らせします。面接リクエストを受け取るチャ

１時間単位で予約

●ブランチ相談
宇和島（毎週火曜）、西条（毎週木曜）

ンスです。WEB 上でエントリーしておくだけな
ので、親御さんから登録を勧めてあげてください。
愛 work では、遠隔地からでも閲覧可能な WEB

保護者相談では、Ｕターン就職のご相談や、
「親

サイトを３つ作っています。１点目は、「愛 work

としてどんなサポートができるか？」とお問い合

ナビ」という愛 work 独自の求人情報です。ハロー

わせいただくこともあります。就職や内定はゴー

ワーク求人に比べると数は少なめですが、地元の

ルではなく、まさに職業人生のスタートです。長

正社員求人のみを掲載しており、どなたでも検索

ければ65歳くらいまで40年以上働くことを考える

できるのでぜひご覧ください。

と、内定獲得を目標にするのではなく、「どんな

２点目は、「まるわかり web」という愛媛県の

人生を生きたいか」
「どういう人になりたいか」

企業情報を紹介しているサイトです。企業取材と

など、自分の生き方や人生観を大切に、職業選択

記事作成を行っているのは地元の大学生ですので、

をしてほしいと思います。

学生が感じた企業の魅力が率直に表現されている

３．県外在住の方が利用できるジョブカフェ
愛 work メニュー

取るのにお役立てください。また、インターンシッ
プ生受け入れが可能な場合は企業名の横にアイコ

ジョブカフェ愛 work に「ふるさと愛媛Ｕター

ンが掲載されていますので、帰省中に県内でイン

ンセンター」があり、企業とＵターン希望者に対

ターンシップ体験をしたい場合にはこのサイトを

して情報提供を行っています。求職者側の支援と

活用ください。

しては、県外で就業経験のあるＵターン希望者、

３点目は、職種理解のための「お仕事まるごと

就業経験のない県外大学生、ともにサポートを行っ

研究所」です。就業経験のない学生にとって、事

ています。お子様が在学中で、まだ就職活動を行

務職や営業職など、企業内の仕事について具体的

う年齢でなく、Ｕターンするかしないか未定の段

内容が理解しづらいのは当然です。そこでイメー

階であれば、ジョブカフェ愛 work の『県外登録』

ジを広げ具体化するために動画や写真を多数用い

をお勧めします。１、２年生の段階から読んでも

て職種を紹介したものが本サイトです。

面白いと感じられるような愛媛の地域情報や就職
情報をメールマガジンにて配信しています。３、
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４．効果的なＵターン就職活動を進めるた
めのポイント
◆大学のキャリアセンター活用
（応募書類、面接対策、個別面談）
◆交通費のかからない大学近辺での就職活動
（興味のある業界・職種については関西圏にお
いても情報収集を）
◆計画的な就学と就職活動
（１年生からの単位取得計画、授業・卒業論文
作成など就職活動との日程調整）
◆愛媛県内企業でのインターンシップ
（マルワカリ web を活用して直接興味のある
会社に自らアプローチ）
◆県外大学進学をアピールポイントに
（自己管理能力の高さ）

講演
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ひ聞いてみて、本人がそれを自覚し、きちんと他
者に話せるようにすることも親としてできるサポー
トの一つです。
就職活動は職業人生をスタートするための『我
が子の自立に向けての第一歩』です。お子様のよ
き理解者、よき応援者でいてください。企業は、
自ら動いて自ら考えることができる若者を求めて
いますので、まずは、みなさま自身がお子様との
会話の中に、『問いかける』ことを取り入れてみ
てください。「しなさい」「やりなさい」という指
示より、
「何々についてどう思う？」
「どうしたい？」
「どうしてだと思う？」等考え方を聞いてみる。
人は質問を投げかけられると自分の中に答えを探
しに行きます。『自分の思いや考えを話す経験』
を積ませてください。
さらに、県外の大学に進学して一人で生活する
ようになったお子様のよさが、改めて見えたので

昨年、愛 work が企業向けに採用についてのア

はないかと思います。お子様の「よさ」を10個あ

ンケート調査を実施したところ、愛媛県の中小企

げて、それをぜひお子様に伝えてあげてください。

業の皆さんはＵターン学生にかなり期待をしてい

「優しさ」や「思いやり」、「一人暮らしをしてか

ることがわかりました。合同説明会等でも「県外

らの成長（洗濯はしなかったけどできるようになっ

の学生と接点を持ちたい」と話される人事担当者

た）」など。親御さんだからこそわかるお子様の

は多いです。県内の企業がＵターン学生との出会

よいところを伝えましょう。つい「こうしなさい」

いを希望し期待している理由はなぜでしょうか？

と親心として指示してしまうかもしれませんが、

それは「自立心」や「自己管理能力の高さ」を評

就活では自分のいいところを客観的に面接官に伝

価しているからです。一人暮らしでは、自分の身

えなければなりません。まずは、第一ステップと

の回りのこと、食べること、お金のこと、全て自

して、いいところをまず本人が知ることが大切で

分で行わなければいけません。やらないこともやっ

す。そのためにも身近な親御さんから10個、10個

たことも、全て自分に返ってくることを知ってい

すぐに見つからなければ、１つからでも大丈夫で

ます。企業は、県外で過ごした学生を「自立して

す。「小さい頃よく笑っていた」など幼少期から

いる」と認識しています。四国を出て生活してい

のことをじっくり思いだして、お子様に自信をつ

る経験は社会人になってからのフットワークの軽

けさせてあげてください。いいところを見つけ、

さにも通じます。親御さんとしては、お子様に、
「一

肯定的な言葉が家の中でも飛び交うような、そん

人で生活することでどんな学びがあったか」をぜ

な４年間の学生生活のサポートをしてあげてほし
いと思います。ありがとうございました。
お問い合わせ先



ジョブカフェ愛 work
（愛媛県若年者就職支援センター）
Tel 089-913-8686
Fax 089-913-8685
H .P http://www.ai-work.jp/
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2015. 6. 27 父母会／東京会場

よりよい就職支援のポイント～就職に向けての親からのメッセージ
山砥 敏宏（日経就職ナビ元学生広報グループ長・株式会社ディスコ）

皆さん、こんにちは。ただいま紹介に預かりま

いかと思います。

した山砥と申します。「日経就職ナビ」は、この

今、息子が大学４年で就職活動をしています。

７月から「キャリタス就活」という名前で新しく

今年の就職協定で３月、８月に後ろ倒しになった

なります。４年生が使っているものが最後になり

ということですが、これはあくまでマスコミが流

ます。私は昨年まで学生広報グループで責任者を

している内容です。早くから企業は動いています。

しておりました。その関係もあって全国の大学、

３月から開始といいながら去年まで12月開始が３

学校の就職ガイダンスや授業、先生方に向けての

月に遅くなったのですが、その段階で外資系をは

情報提供、親御さんへのお話など様々な活動をし

じめ経団連に関係ない会社は守る必要がないとい

てきております。私は、昭和38年生まれで51歳で

うのはよくないのですが、強制がない状況なので

す。息子が大学４年、娘が専門学校１年です。２

早くから動きがあるのですね。息子が金融業界を

年前まで７年間単身赴任でしたので親子の間で話

回っていたら４月から信用金庫の面接が始まりま

ができる時間がなかなかとれない。しかし会えな

した。「今日は何？」「面接だよ」「もうやってい

いなりにいろんな会話はできるのですね。今日の

るのか」と。世の中は３月→８月の通り守って動

親御さんもお子さんたちが京都にいっている、遠

いているのではなく、経団連大手400社ぐらいは

いからなかなか話ができないという気持ちもある

守っている。しかし２万社以上、大半の企業は早

かもしれませんが、会った時にはお互いに歩みよ

めに動いていたり、逆に大手が終わってから動く

れる時間になるだろうと思います。ずっといっしょ

という、さまざまな動きもあるというのが現状で

にいると、その時間が逆にありません。会うチャ

す。１年生、２年生はまだこれから、３年生なら

ンスをつくることができると良いと思います。今

意識をもって始めていかないといけない。４年生

はケータイでも簡単なメールとかできると思いま

はまっただなかということです。そういう現状で

すし、電話で直接話すこともできる。「用事がな

お話を聴いていただければと思います。

いから話ができない」ではなく、互いに考えるテー

地方から出てきているケースで、よくあります

マをつくっておくと会話の機会が増えるのではな

が、東京の方が就職市場が大きいので。お子さま
たちは東京をめざすケースが多いのではないかと
思います。京都の大学にいって「京都で働きたい」
というお子さんもいらっしゃるかもしれません。
じっくり話してみてください。頭ごなしに「だめ」
ということでやってしまうと次になかなか話せな
くなります。「京都はいいと思うよ」というとこ
ろから入っていくといいと思います。地方でよく
あるケースで「帰ってきてくれ」というのを前提
で話す親御さんがいるので、東京の場合は別です
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が、お子さんの意見をしっかり聞いてあげるとこ

りしたものになっていく。まず調べてみてからお

ろから始めて、後から「お母さんはこう思うのだ

子さんと話すようにするのがいいのではないかと

けど、どうかな？」と話していくと冷静に物事を

思います。そういう中でもいい会社はこれからた

判断できるのではないかと思います。
「戻ってき

くさん生まれてくると思うので白紙から考えてい

てほしい」という気持ちをもっているケースがだ

くということです。

特に女性は「家に近いところに帰ってきたらどう

▼

んだん増えてきていると聞いています。地元志向、

就職活動はいつから始まるか

だい？」という意見から始めるケースもあるよう

エントリーが始まるのが３年生の３月です。そ

なので、まず、しっかり希望を聞いてみる、なぜ

こから企業への申込みができる。「御社に興味が

そう思っているのかを聞いてあげる、聞く立場か

あります、受けます」と。それを待っていても、

ら入っていくといいかと思います。

それまでで3.8％の学生がすでに内定をもらって

市場が変わってきていて私たちの若い頃、有名

いる。例えば１年生からインターンシップにいけ

だった会社が今も残っている会社も多いですが、

るんですね。興味がある会社にインターンシップ

全く名前を聞かなかった会社が大手になっている

にいくことで社員と面識ができたり、メール等で

ケースもあります。昔、中小企業で小さい会社だっ

会話を続けている学生もいます。インターンシッ

たのが大手になっているところもあります。任天

プにいってしっかりと会話をすることで評価され

堂もファミコンでいきなり有名になった企業です

ると先輩などメールで相談してもらう仲間になる

よね。いろいろ考えた上で企業を選ぶ。「そんな

ケースもあります。インターンシップは、ただい

会社は知らない」と頭ごなしに「だめな会社だ」

けばいいものではなく、しっかりと就労経験をす

ということだけはしないようにしていただきたい。

る気持ちでいっていただくと、いい結果につなが

価値観の差で、そういってしまうことがあるよう

るのではないかと思います。逆に企業側が就職活

ですが、お子さんが「この会社に興味があるんだ、

動の開始が遅いので２日間の短期で会社をわかっ

ここで働いてみたい」といったら、その場で、良

てもらうインターンシップも増えてきています。

い悪いは言わないようにしてください。先ずはイ

１週間、２週間かけてやらないインターンシップ

ンターネットでもいいですから自分で調べてみて

もたくさんあるということです。１日、２日では

ください、その会社を。そうすると良いか悪いか

仕事内容はわかりづらいと思いますが、会社のよ

が見えてくると思います。頭ごなしにいうのでは

さはわかって帰ってくる。会社の報告や PR、「う

なく、
「この会社は何をやっているところで、ど

ちの会社に興味をもってください、会社で活躍し

ういう成長ぶりか、今後どのように展開していく

てください」ということを広めているインターン

か」を理解した上で、お子さんと話をすると多分、

シップもあるので「どういう内容でやるインター

同じ視点で会話ができると思うので会話がしっか

ンシップか、こだわりをもって調べてみるといい」

▼

と話をしてあげてください。

最近はフリーターが増えている

フリーターの道も昔ほど肩身が狭いということ
ではないようです。好きなことをやるという考え
方から美化されている、実はフリーターを選んで
しまうと社会の中で生きていく上で厳しい状況に
なると思います。「フリーターをしながら好きな
仕事を見つけようよ」というのは逆効果で、一回
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フリーターをやると正社員になれる確率は下がり

い。会話をしてないケースは内定が親子とも不満

ます。企業側と話をすると「一回逃げた人を採る

であるケースが多い。親として支援する部分と、

よりは新卒を採った方がいい」
。これは企業の採

先輩としてアドバイスする部分をうまく分けてい

用理論です。
「１年か２年ゆっくりすれば？」と

ただくといいと思います。

こと、
「やるべきことは今やっていこう」といっしょ

▼

いう言葉はお子さんをだめにしてしまう。今やる

今の社会状況

に悩んだり、考えていく。１、２年で改善できる

今、伝統的企業制度が消えてきています。年功

と思って「フリーターでもやってみれば？」とい

序列制や終身雇用制が企業によっては残っている

うのは最悪で、そのうち親御さんは「いつまでフ

とは思いますが、それがあたりまえの採用ではな

リーターをやっているの？」となります。一生懸

くなってきている。成績を上げる人がお金をもら

命、正社員になろうとしてもなかなか受からなく

えますよとか、年間契約で年俸制の会社とか、い

て、お子さんが困る状況になるケースが少なくあ

ろんな雇用の仕方が出てきています。昔は会社に

りません。安易に「フリーターで１、２年考えて

入れば先輩が仕事を教えてくれました。成果主義

みてから就職すれば？」というのはお子さんをだ

の会社では先輩は仕事を教えてくれません。ライ

めにする原因になるので注意してください。

バルです。成績を上げられたら自分が抜かれてし

弊社の調査では８割以上の学生が、親御さんの

まうからです。自分から考えて動ける力がないと

サポートを求めています。一番のサポートは何か。

会社の中で仕事を前向きにできないところもある

多分、お金だと思います。アルバイトをしてもそ

のですね。成績を残す人がどんどんお金がもらえ

んなにお金はもっていませんので、東京に帰って

る会社は、自分で力をもっていないといけない。

くる時、東京の企業を受けるのであれば旅費代の

人は助けてくれないということです。そのために

サポートをしてあげる。中には親御さんがお子さ

どうするかという話を先輩として伝えてあげると

んにお金を貸してあげるケースもあります。「社

いいと思います。お子さんに先輩としてアドバイ

会に出て働いたら返しなさい。あなたを信じて必

スできる環境をつくっておいてあげるとお子さん

要なお金は用意するよ。借金だよ」という家庭も

も安心して活動ができるのではないかと思います。

あります。しっかりした気持ちで活動させるとい

昔の制度がなくなったことによって若い人が喜ん

う意味で。安易にお金を提供するだけではなく、

でいるケースもある。頑張ればお金がもらえるか

どれくらい必要なのか、
「お前を信じて提供する

らです。しかし手とり足とり教えてもらえるもの

けど、少しずつ返さないかい？」と聞いてみたら

ではなく、自分で力をつけていかないといけない

いいと思います。保護者は就職に関する知識が無

という流れに変わってきていること、私たちの時

関心であるというケースもあります。知りたいの

代でも自分から力をつけていこうとしましたが、

だけど、情報がわからないと遠のいてしまう。
「お

周りのあたたかいサポートもあったと思います。

母さんは就職のことはよくわからないから自分で

そのへんが変わってきているかなと思います。

ますが、お子さんが社会で活躍できるように育て
てきているはずなので「知らないから」ではなく、
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▼

調べてみれば」と突き放してしまうケースもあり

会社寿命は今や５年へ

昔は30年といわれていました。今は５年と変わ

いっしょの目線でインターネット、携帯電話など

り、社会の変化が速くなってきています。どんど

で気になるところがあったら皆さんも調べて知識

ん新しいものができてくる。私の大学時代、ケー

をつけていただくといいのではないかと思います。

タイはなかったですけど、今の学生は皆もってい

親子がちゃんと会話をしているケースが、親も子

ます。社会が速く動いている時代の中で働くこと

も両方納得できる就職先に内定できるケースが高

を理解してあげるといいと思います。日本だけで
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なく、
世界で仕事をしていく。グローバル化によっ

りました。８、９月だけです。企業は「２ヶ月で

て変わっていくもの、その中で選ぶ会社、どのよ

は人が採れない」と不安の声をあげています。大

うに社会の中で活動していくかをいっしょに考え

手でも４月からテストを開始しているはずです。
「テ

てあげるとベストだと思います。

ストはやっていい」という裏の声が上がっている。

▼

テスト選考で４月か３月頃から大手も、合否は出

公務員は安泰でない時代へ

さないにしても合否は決めておく。そして８月１

日本の人口がどんどん減っていきます。将来、

日の段階で、ある程度通過している人たちを集め

公務員もリストラにあう可能性が高い。人を採ら

る。優秀な学生は８月１日に呼ばれる。そうでな

なくなるのではなく、時代にあわせて人がいなく

い人たちは呼ばれない。後者の学生はそれから活

なれば、ちゃんと仕事をしていない人はリストラ

動しないといけないとなるとリスクが高い。選考

にあう時代。公務員を選ぶなら、いわれた通りに

する人、ポイントは「自分自身で社会でしっかり

やるのではなく、自分で仕事をしっかり考えてよ

働いていこう」という気持ちをもっているかどう

りよくしていくことができれば公務員でも安泰で

か。「いい子になって採ってもらおう」という考

はないかと思います。公務員の中でもいろんな仕

え方はアウトで「これからの社会で、ちゃんと考

事があります。
人が減っていくことで公務員も減っ

えをもって働いていくことができる人かどうか」

ていくという時代の中でお子さんたちが働いてい

を企業は見ている。人数が揃えばいい、大学名で

くと考えてください。

東大生をいっぱい採ればいいという採用はなくなっ

▼

ています。会って「どういう考えをもっているか、

「個」としての力をつける
自分から力をつけていく。先を見越して何が必

この人は会社で活躍してくれるかどうか」をしっ
かり見ていきます。そのポイントが抜けていると、

要かを考え、力をつけていくという考えをもって

最終面接で落ちてしまう。「働く意志や自分の考

いると社会の中でも働きやすいのではないかと思

えができていない人」と考えた方がいいかもしれ

います。時代が変わっていくので、「かつてはこ

ない。そういうことをいっしょに会話をしながら

うだった」という価値観を、一旦、白紙に戻して

引き出してあげるとベストではないかと思います。

考えてみてください。

エントリーシートを一生懸命書くとか筆記テス

▼

トとか、その対策は何回も練習すれば対応できる

就職活動スケジュール

と思います。それよりも社会に一歩を踏み出して

スタートが３年生の３月。今後また変わるかも

いくチャレンジ精神がないといけない。OB、OG

しれない。毎年違うスケジュールが出たとしても、

もそうですが、お父さん、お母さんも社会人の先

例年、変わらない時期に採用が行われるというこ

輩ですので、色々会話をしていただくと社会に一

ともご理解いただけるといいと思います。就職協

歩を踏み出すきっかけにもなると思います。私の

定通りにあわせるのではなく、大手は守るが、準

会社はインターネットで就職情報を出しています

大手、中堅はどのように動いていくか。外資系は

が、会社のデータだけを見て、そこにエントリー

関係なくどう動くか。一般的には３年生の３月の

をして、会って会話をして内定をもらえるか、そ

スタート期から本格期へ。そして選考・内定へと

れはちょっと難しいと思います。もし入れたとし

流れていくわけですが、選考期が今年は４年生の

ても３年以内に辞めてしまう就職活動になってし

８月になります。今、問題になっているのは企業

まうのではないか。データとか流れだけで動くの

が内定を出していいというのが10月１日。去年ま

ではなく、自分自身の目線をお子さんにもたせて

では12月からスタートして４月が選考期で内定ピー

いただくと、社会に出てからもしっかりと働くこ

ク時まで６ヶ月あった。今回は２ヶ月に短縮にな

とができるのではないかと思います。そこにポイ
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親のサポートと就職活動

2016卒採用見込みについて

金援助」50.4％。「相談に乗ってもらった」40.4

確かに環境はよくなってきた、採用数は増加し

％。「アドバイスをくれた」35.8％。相談に乗っ

ています。
「増減なし」もちょっと増えていますが、

てもらったというのが大きなポイントになる。一

全体の数値は上がってきている。企業の採用活動

人の大人として接する、いつでも相談に乗る、ア

のスタンスとして採用数は増えていますが、学生

ドバイスできることがあればそれを早めに伝えて

の「質」を優先しています。これだけは企業側も

あげるとお子さんも相談しやすいのではないかと

変えられない。誰でもいいというわけではない。

思います。メールでも結構ですから「困ったこと

83.6％の企業が「質を優先」して採用する。「人

があったら、お父さん、お母さんにも友だちいっ

数の確保」を大前提にしている企業も16.4％ある。

ぱいいるから情報聞いてあげるよ」とかでもいい

いずれにしてもしっかりとした考えをもって活動

ですし、「いつでも電話しておいで」というのも

することが大事になります。

いいかもしれません。

▼

▼

▼

就職活動で親にしてもらってよかったこと。
「資

就職戦線の見方

フリーターの職業観

学生が考える今の４年生のアンケートです。４

「定職につきたい」という人が78.8％と多いの

年生は「今年は就職活動が厳しくなる」という考

ですが、フリーターに、いきなりならないように

え方で就職に臨んでいます。枠は増えているが、

支援してください。
「アルバイト・パート」のフリー

厳しくなる。
「やや厳しくなる」が64％もあった。
「楽

ターの生涯賃金は5190万円しかもらえない。正社

になる」は減っています。３月、８月に変わった

員の生涯賃金は２億2553万円とありますが、もっ

ことによる不安ですね。
「ゆっくりしていたら負

と伸びていると思います。正社員として社会で働

けちゃうんじゃないか」という不安、「採用選考

くことを支援していくことが社会の中ではポイン

が２ヶ月間だから何社受けられるだろう？」と真

トになるのではないかと思います。

面目な学生は、そう思います。実際は早くから面

うかつな言葉は子どもを悩ますとありますが、
「営

接するという環境が現れていますが、始まる段階

業って大変だよ」とか、よく言ってしまいますが、

では不安に感じているということになります。

いわない方がいいですよ。「営業は大変だ」とこ

▼

ぼした瞬間に「営業職には絶対ならない」と思っ

実際の企業の動き

てしまいます。営業っていろんな営業がある。と

３月に就活がスタートする。セミナーの開始、

てもやりがいのある営業もあり、やりがいのない

エントリーシート受付開始。８月選考開始を守っ

営業も中にはあります。一般家庭を回る営業もあ

ている会社で「筆記試験、適正テストの開始」が

り、企業を回る営業、入ってくるお客に対する営

8.6％、
「面接・内定開始」が14.9％。経団連に関

業とか電話でする営業などたくさんあります。一

係する大手は必ず守るといっている。しかし「３

概に営業は辛いとか、もし営業の経験がある親御

月～５月に筆記試験開始」が70％、「面接開始」

さんであれば営業の楽しさを伝えてあげたらいい

が60.5％と、８月を待たずに選考が開始されてい

と思います。営業をやるとどう楽しいのか、目標

るというのが現状です。３月１日時点ですでに3.8

達成した時の楽しさ、「お父さんは、お母さんは

％の学生が内定をえている。一部の情報収集です

こうだった、こう思う」ということで伝えてあげ

が、実際はもっと多いだろうという予測もありま

るといいと思います。「一般論はこうだよ」とい

す。

うよりは「こういう経験ができたよ」ということ
を。時代も違い、会社も違うと思いますけど、
「基
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有効なサポート

挨拶と会話は大事になってきます。別に敬語を
つかわなくてもいい。学生は真面目に一生懸命敬

▼

語を勉強している。どこの会社でも敬語で会話を

適切な援助は最大の応援歌に

するところはない。ちゃんと先輩を敬う言葉「で

無関心はよくないですね。
「うちの子は大丈夫だ、

す、ます」を使って会話ができれば、採用する側

ほっといても」
。ほっときすぎると、どこかでせっ

は問題なく評価してくれると思います。学生口調

かくのチャンスを逃してしまう。
「今の生活はど

があるようだったらアドバイスを。「一般の人た

うなんだい？」とか「この時期、就職活動で大変

ちはそういう話し方をすると誤解するかもしれな

だろう、お金は大丈夫か？」といってみてもいい

いよ。気をつけた方がいいかもしれない、こう直

かもしれないですね。経済状況を把握できるよう

してみるといいかもしれない」と伝えてあげると

であれば、その上で援助してあげたらいいのでは

いいと思います。挨拶は「おはようございます」

ないかと思います。子どもは保護者からの声を求

「いただきます」「いってきます」、いろいろあり

めているということです。

ますが、しっかりできている人は間違いなく評価

▼

されるので、今後もそのへんは機会があったら話

企業が求める人材

をしていただけるといいのではないかと思います。

いろんなケースがあります。会社が求めるもの

親の体験談、「一般論はこうだよ」ではなく、「お

を考えることができたら「この会社、こういう人

父さんはこう思うけど、お前はどう思う？」「こ

をほしがっているんじゃないの？」とか。採用の

ういう情報があるのだけど、お前はどう思う？」。

ページに「我が社はこういう人を求めます」と書

考えるポイントとして情報を伝えていくのがベス

いてあるところもありますが、その会社が次にど

トではないかと思います。

材が新たに必要となる。そういうことをいっしょ

▼

んな事業展開するかわからない。それに必要な人

自立支援

に考えてあげたらと思います。
「自分で考えて自

本人が決めていくことが大切。周りが決めて「そ

分で行動できる」
「人とちゃんとコミュニケーショ

の通りやればいいんだ」と思って動くと、何かあっ

ンがとれる」ことがポイントになります。面接で

たら、すぐそこから離脱します。自分が決めたこ

は約30秒で合否が決定するといわれます。目をあ

とじゃないから責任がない。20歳をすぎて社会人

わさない、挨拶もできない人は絶対に採りません

になっていく人ですから「自分で責任をもって選

から。挨拶について、もしうまくできてないなら

んだんだ、こういう目標で頑張ると決めたんだ」

ちゃんとできるように話をしてみてもいいですね。

ということであれば、いやな上司がいても我慢し

なぜ挨拶が大事か。人とコミュニケーションをと

て仕事ができるのではないかと思います。そうい

る時に信用・安心は挨拶次第、ぜひ挨拶について

うことを含めて本人に考えさせて本人の意見をちゃ

は話をしてみてください。

んといえる、本人に決めさせてあげることをしっ

▼

かりやっていくことができたらベストではないか

社会人基礎力の構成要素

と思います。

基本として見ていただければと思います。インター

▼

希望企業職種は、どんな力があったらいいかを

お子さまへのサポートの原則

ネットで検索ができます。その会社（職種）によっ

お子さまが自立的に活動できるようにする。無

て違ってくるので、それをいっしょに考えていた

関心、「お前、好きなようにやれよ、お金だけは

だけるといいと思います。

用意する」ということではなく、話を聞いてあげ
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たり、
「間違っているな」ということは頭ごなし

です。ビジネスがヨーロッパ、アメリカからアジ

にいうのではなく、
「お父さんはこう思うのだけど、

アに対して増えてくるのも今後のグローバル経済

お母さんはこう思うのだけど、もっと考えてみた

のポイントになってくる。このポイントを一つもっ

らどう？」
と常に考えるように情報を与えるサポー

ておくこと。アジアの市場が注目です。

東京ビックサイトで開催する合同企業説明会など

▼

トがいいのではないかと思います。過干渉はだめ。

まずは挑戦

に、親御さんがついてくるケースがあります。人

あなたの「サポーター」度チェック。家庭編。

事に見られたらアウトです。親離れができていな

たとえば子どもの友だちの名前を複数いえる？い

い人は採用されません。ないとは思いますが面接

えなかったですね。あんまり子どものことを知ら

の日に心配だからと近くの駅まで一緒にいくよう

ない。何かの機会にこれにチェックを入れていた

なことは絶対やめてくださいね。お子さんに「しっ

だけたらと思います。
「こういうことも知らなかっ

かり時間に間に合うようにいきなさい」
「事前の

たんだな」というのが見えてくると思います。

準備をちゃんとしておきなさい」というのは必要

お子さまにとって満足のいく就職活動をするた

ですが、いっしょについていくのは、絶対やめて

めには。保護者の皆さまの適切なサポートが不可

ください。皆様は大丈夫だと思いますけど。

欠です。お父さん、お母さんが連絡をとる役割を

いろんな情報をまとめてお子さんと会話をして

分けても結構ですし、それを考えていっていただ

みる。
「今日、こういうことを聞いてきたけど、

けたらいいと思います。本人も大変だという意識

あなたは今どうなの？」とかから始めていただく

をもっていると思いますので、困った時に常に相

と、きっかけができるのではないかと思います。

談ができる環境ができていくといいのではないか

コミュニケーションは電話でもメールでもできま

と思います。今から一つひとつ話をしていただけ

すので、お互いに考えるポイントを土台づくりと

るとベストだと思います。

してつくりあげていただけるといいのではないか
と思います。

最後に、「理解」と「認め」と「自立」をポイ
ントにしていただくこと。
「押しつけ」と「無関心」

▼

と「否定」は、お子さまとの会話が進まなくなる

将来（世の中）

原因になると思います。それだけは気をつけてく

お子さんがこれから生きる時代。これから高齢

ださい。

社会がやってきて、その後、日本人は人口が減っ

以上、お子さまをサポートする上で、お子様が

ていきます。お子さんが50歳の頃には日本人は

わからないこと、悩むこと、いろいろあると思い

8000万人を切るような社会で働いていくことにな

ますが、その時にはまず話を聞いてあげる、その

る。外国人が日本に移住してくる可能性もありま

上で、できる限り、みなさま方が思う言葉で支援

す。お子さんが働く時代は社会が変化する時代に

していただくことがお子さんにとって強いものに

なる。こういうことを考えながら今、選ぶ会社は

なってくるのではないかと思います。ぜひよりよ

どうなのか、お父さん、お母さんがいっしょに考

い形の支援を、お子さまにあわせた形でお考えい

えて頂けるとベストではないかと思います。お子

ただけたらと思います。みなさま方のお子さまが

さんの興味にあわせて考えてみるといいと思うの

世界で活躍することを願いまして私からの話を終

で、ぜひポイントにしていただけたらいいのでは

わりにしたいと思います。ご静聴ありがとうござ

ないかと思います。

いました。

世界の人口は今、73億人。そのうちアジアは43
億人で全体の６割です。アジアの人口がどんどん
増えています。日本は減っていく。マイナス成長
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質 疑 応 答
学生が休学して留学をするケースもあります。留

て何かご質問がございましたらお願いします。

年にもつながるのですが、大半は語学留学という

▼

竹廣 先程のお話と私の方からの話をあわせまし

形で、いろんな国にいきます。フィリピンにいく
ケースとか、最近はリーズナブルにいけるところ

就職との関連について、留学を同志社大学もすす

があってオーストラリアやイギリスにいく学生も

めていますが、私たちの時代とは違い、留学も語

います。質はさまざまだと思います。大学でもリ

学が堪能な方とか、結構増えてきています。就職

サーチしないといけないのかもしれませんが、そ

活動において、ただ留学しているだけではいけな

れくらいだったら日本で学んでも十分勉強できる

いのではないか。子どもたちが働く時代には外国

のではないかというような内容でお金をとってい

人の方たちが働いていたり、海外にもいくことも

る業者もあるように思います。学生は以前よりも

多くなり、英語だけではなく、第二外国語も必要

語学を勉強しないといけないと考えていますし、

になってくる。同志社大学の交換留学生は優秀な

エントリーシートを出す時にも語学のスコアを要

方がいかれると思いますが、語学留学についてな

求されたりする企業があるので、語学が不得意な

ど、就職との留学との関連を大学ではどのように

学生ほど何とかしないといけないという意識が強

見られているのでしょうか。

いと思います。よくできる学生は派遣留学で、あ

▼

今日のお話を聴かせていただいて、留学と

質問

る程度の基準を満たしていれば大学からいけるの
ですが、その水準に到達していない学生はどうす

す。経済学部で留学のための準備講座に参加する

ればいいかと結構悩んでいるかと思います。その

率は高い。留学したい学生は多いと思います。大

あたり企業側がどう見ているか、お話をお願いで

学では派遣留学があります。在学留学と呼ばれま

きればと思います。

▼

今、かなりの学生は留学志向をもっていま

竹廣

すが、海外の提携校に学生が留学する。在学しな
山砥 まず全体的には海外で留学経験を積んでく

きやることで休学せずにいける。半年間か１年間、

る若者の数がどんどん減っています。それを企業

先方の大学で学ぶことができ、十分に単位もとれ

側が危惧して、今回の就職協定も「留学して帰っ

ていれば４年で卒業できる。これが在学留学です。

てきてからでも就職試験に間に合うように」とい

▼

がらの留学なので、派遣先の大学で勉強を引き続

う意味も含まれています。海外から留学生の受入
れ、日本では中国人がほとんどですが、受入れ留
学生が増えてきて海外に送り出す学生が減ってい
る。企業側は海外の経験を積んできた人を採用し
たいという声が高い。企業は11月頃にはアメリカ
のボストンにいって先まわりして日本人の留学生
を採用しています。海外留学している学生をボス
トンキャリアフォーラムで日本の大手企業が採用
活動をしているということです。日本での採用で
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はなく海外で早期に行っています。企業側の多く

業の人気によって違います。エントリーシートの

の意見は「語学評価」よりも「今まで経験のなかっ

選考を私たちの会社に依頼する会社もあるのです。

た場所に飛び込んでいくチャレンジ精神」を買っ

自分たちでやっていない。企業は「ある程度内容

ています。日本でもよい経験は積めます。ただ海

をクリアしている学生を選んでください」という

外にいけば、言葉もしかり、新しい環境を理解す

ことで外部に依託しているケースも中にはありま

る経験が得られる。企業はこのことを評価してい

す。最初の段階はしっかりとテストとか、企業が

る。

要求してくる内容に向けた対策をとっておくこと

留学経験はこれからの日本社会の中ではプラス
になると思います。できれば学内の留学制度の中

と、同志社大学名で足切りはないということはご
理解いただけたらと思います。

に乗っていくことができればベストではないか。
竹廣

その内容を聞いて判断します。内容のある留年は

す。最終選考に残る学生も多いです。企業の方も

別にマイナスにはなりません。何のためのその時

人材や時間を割けるわけではありませんので、あ

間を使ったかを説明できることが大切です。

る程度のところまでの学生を上げるという印象は

▼

個人で単独にいって１年留年した場合、企業側は

同志社大学の学生は結構上の方までいきま

竹廣

▼

あります。最終選考からが、他の大学と競り始め
大学側が設定しているものとして派遣留学

以外に短期のものもあります。サマープログラム

るというか、本当の勝負になるケースも多いので
はないでしょうか。

とかスプリングプログラムですが、これ以外にも
山砥

いくものをあります。ご利用いただけるものもあ

学生です。同志社大学の学生に人気のある会社が

るでしょうから、またご参考にしていただければ

競合して最後に苦労します。友だちといっしょに

と思います。

受けるようなことをしていると損をします。自分

▼

セメスタープログラムと呼ばれる１セメスター間

同志社大学の最後のライバルは同志社大学

質問

▼

で選ぶようにしていくことが大事かと思います。
日経新聞で採用に関して企業の方で大学名
竹廣

ですが、実態はどうなのか、また今後、どう対応

をさせていただきます。

▼

で足切りがあるのではないか。表面化されてない

また何かございましたら後ほどでもお伺い

山砥

▼

司会
基準は人気のある企業、特にたくさん学生

がエントリーしてきてしまい全学生を面接できな
い。その場合、企業によって違いますが、試験を
受けてもらいその結果によって落としていくやり
方、それとある程度、大学名で決める。これは実
際、残っています。しかし同志社大学の学生は落
されません。通常、学生が受けにいくところで同
志社大学という名前で落されることはないのでテ
スト対策をしっかりやっておくことが大きなポイ
ントになると思います。どれくらいの割合か。企
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2015. 7. 4 父母会／金沢会場

Lecture

北陸地方の就職状況について
山本 均（北陸人材ネット）

簡単に自己紹介させていただきます。私は生ま
れも育ちも石川県で、こてこての北陸人でござい

アジェンダ

まして、今日もご同窓の方がいらっしゃるかと思
いますが、高校は金沢泉が丘出身です。昨年、私
たちの学年が同窓会の幹事学年でして、体育の日
に同窓会の準備で、泉が丘高校の教室に入って１

•
•
•
•

北陸の産業の特性
企業の状況
学生の動向・陥りやすい罠
ご父兄の方に意識しておいていただきたいこと

枚１枚チラシを入れていったという、30何年ぶり
に高校の同期が集まって文化祭のような作業をし
て、とても懐かしかった。金沢大学法学部を出て
白山市の EIZO という会社に入ってから転職して、

3

40才前に東京の沖電気工業に入りまして、生まれ
も育ちも金沢だったので東京で定年まで満員電車

福井県。ありがとうございます。北陸３県と一括

に乗り続けるのは辛かったので、2007年に帰って

りされますが、北陸３県で産業特性がそれぞれ違

きて「しょうがない、自分で会社をつくるか」と

うといわれていて、福井県は日本で一番社長が多

いうことで会社をつくりました。そのあと、母校

い県です。起業される方がとても多くてサイバー

の金沢大学に挨拶にいったら「お前、ちょっと手

エージェントの藤田さん、武生高校出身でサイバー

伝え」ということで2009年から引きずり込まれて

エージェントは「サーバーエ」だという、ウソだ

金沢大学就職支援室長もやっているという、最近

と思いますが、そういう話もあったりして、全国

流行りのダブルワーカーのような感じです。今年

的に活躍されている起業家の方が福井県出身者に

の４月まではもう一つ、北陸先端科学技術大学院

は多くいらっしゃる。石川県は加賀百万石という

大学にいっていたんですが、さすがに仕事が回ら

ことで北陸３県の中で、どこが一番かというと、

なくなってきたので今は二つやっているという状

福井と富山の人は「一番は石川県でしょうがない

況です。20年以上、企業の新卒採用をやっていた

よね、でも二番目は絶対譲らない」という会話に

ので石川県内では学生の面接を２番目に多くして

なります。石川県人は当然でしょうという感じで

いる男だといわれています。因みに PFU のブルー

それを聞いている感じですよね。石川県は産業集

キャッツの部長さんは「俺が一番で、お前が二番

積が進んでいて炭素複合繊維、航空機のボディウェ

だ」ということで、石川県では一番面接をこなし

ア、炭素素材の開発が進んでいて、百万石という

ている男だそうです。まあそういう人間でござい

ことで昔からの地縁と人脈つながりの中で変わっ

ます。

たもの、いろんなものといろんなものをくっつけ

今日の流れ、北陸地方の就職状況について。お

て、そこから新しいものをつくりだしていく仕立

伝えしたいことはこのようなストーリーです。北

てで事業をやるという特徴があります。外から見

陸３県ということですが、富山からの方、石川県、

ると入りにくいところがあるんですけど。富山県
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はインテックという IT 系では大きな会社があり
ます。
あの会社は富山県の財界人がお金を出し合っ

北陸のシェアTOP企業の大半がBtoB企業

てつくったということらしいです。地元のために、
ということで財界とか名士の方が地域のために何
かやろうという、他の県ではないものがあるのが

北陸経済連合会HPより抜粋
http://www.hokkeiren.gr.jp/activity/houkoku/sharetop1504.html

認知度が高くない
ために採用におい
ても苦戦している
企業が多い

富山県の特徴のようです。北陸地方といっても３
県それぞれ違うところがあるんですが、今日は他
の地域に比べて北陸３県がどうなのかという形で
お話をしたいと思います。
5

北陸地方の産業特性
全国に占める北陸地域の割合は、総
面積が 3.3％、総人口が 2.4％、域内
総生産が 2.4％となっている。
域内総生産に占める産業構成比は、
第１次産業が1％、第２次産業 26％、
第３次産業 72％となっており、全国と
比べると、第２次産業の割合が高く、
第３次産業の割合が低くなっている。

では、福岡よりも上です。ささやかな自慢ですが、
ものづくりが盛んな地域であることが一つ。全国
的に有名な会社があるかというと YKK とか立山
三協あたりしかないので、エンドユーザー向けの

日本海沿岸の県民1人当たりの製品出荷額

出所：国土地理院「平成 24 年全国都道府県市区町村別面積調」、総務省「住民基
本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数
（平成 25 年 3 月 31 日現在）」、内閣府「平成 22 年度県民経済計算」、総務省「平
成 24 年経済センサス－活動調査」

北陸地方の一人あたりの製品出荷額
は日本海側で群を抜いており多くの
シェアトップ製品があります。

都道府県

県民一人あたり
の製品出荷額

①富山県

303

②福井県

240

③石川県

208

④山形県

205

⑤新潟県

184

商品をつくっている会社はあまり多くなくて、メー
カーとか B to B で使われる商品でシェアトップ
企業がありますよということです。こんなにたく

経済産業省「平成24年工業統計調査」

4

さんあるんですよと。みなさんあまりご存じない
かもしれませんが、北陸経済連合会のホームペー
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北陸３県はものづくりが他の地域よりも多い、

ジで PDF でもアップされています。冊子も無料

盛んであるといわれております。全国に占める北

で配られていると思いますが、これを見ると B

陸３県の面積は3.3％、人口2.4％、
域内総生産2.4％、

to B の中でシェアトップの企業がとても多いと

面積に比べて産業構成と人口が少ないという、自

いうことです。B to B のシェアトップ企業は海

然が豊かでいいところだということですが、経済

外進出もかなりしています。海外に工場をもって

的にはちょっと残念な数字です。域内総生産にお

いるし、海外のお客さんと直ビジネスをやってい

ける産業構成比でいうと一次産業１％、二次産業

る会社も結構あるんですね。あるんだけど、ほと

26％、三次産業72％、これを見るとものづくりが

んど知られていないという感じです。メーカーな

盛んじゃないのではないかと。日本の産業構造は

ので理系と文系の採用率はどうかというと、理系

三次産業がほとんどで、高度化してものづくりの

の採用が多い。ここに出ている会社全体で新卒採

現場がほとんど海外にいっていることも関係して、

用数は平均すると１社10人くらい、そのうち７割

こういう数字でも全国に比べると二次産業の割合

が理系、３割が文系となると、経済学部に進学さ

が高く、三次産業の割合が低いという、ものづく

れているご子息に可能性はあるかというお気持ち

りが盛んな地域で、それにかかわる産業が他の地

になるかもしれません。実はかなり、あります。

域に比べると割合としても高いということです。

あるんだけど、ある要因が原因で、あまりそうい

そのあたりのデータですが、日本海沿岸の県民一

うところにみなさんのお子さんが就職活動をして

人あたりの製造業。京都よりも上です。京都が日

いないんですね。そういう地域特性がありますね

本海側に面しているとはいえませんが、ささやか

ということです。こういう会社は人を採るのにと

な抵抗でいうと京都に負けず、ということで富山

ても苦労しているという現実があって、それに対

県が１番、福井県２番、石川県が３番、日本海側

して学生があまり知らないからミスマッチが起き
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ている実情が顕著にあるのではないかと考えてお

にならないという不思議な状態になっているのが

ります。

現状でございます。
ナショナルブランド企業、人企業ランキングな
ᵐᵎᵏᵔ年度採用活動スケジュールᴾ

ᵖ月ᴾ

ᵏᵎ月ᴾ

ᵏᵐ月ᴾ

どで上位に入っている企業は８月から選考が始ま
ᵭᶌᶃᵢᵿᶗインターンシップᴾ

るのでまだ内定は出ていない状況ですが、北陸に

ᵑᵍᵏ以前に実質的なᴾ
ᴾ ᴾ 選考開始の企業もあったᴾ

関していうと若干早目でした。来年以降どうする

ᵐ月ᴾ

インターンシップ受け入れᴾ

就職活動に意欲的な学生と接触したい企業は早期から活動開始ᴾ
解禁ᴾ

選考ᴾ

ᵑ月ᴾ

ᵒ月ᴾ

ᵓ月ᴾ

ᵔ月ᴾ

ᵕ月ᴾ

ᵵᵣᵠエントリー開始ᴾ

ᵗ月ᴾ

ᵖ月ᴾ

合同企業説明会開始ᴾ
北陸の企業はこの時
期に選考ᴾ

自社説明会開始ᴾ

ルだとしても雰囲気によって食い違ってしまうの
でわからないのですが、北陸に関していうと５月

大手企業ᴾ

学内ガイダンス開始ᴾ

んですかと、わかりません。来年、同じスケジュー

ᵖ月下旬以降
に追加募集
か・・ᴾ

下旬から選考を始めて全体的にずるずる選考のス

選考開始ᴾ

ケジュールも長くやっている感じですね。地元企

内定開始ᴾ

選考開始の後ろ倒しが長期化につながり学生・企業ともに通弊・・ᴾ
6

業の人事の方と話していると「当初は６月と思っ
ていたけど、遅らせて７月中旬以降に最終面接を

今年のスケジュールが後ろ倒しになっていて大

やる」ということで少しずつ遅れてきているとお

混乱しています。そもそもなぜ後ろ倒しにしたの

話を聞いています。ますます長期化している感じ

か。就活を始める時期が早すぎて勉強をやってい

なんですけど、全体的に見ていると、様子みで影

る暇はないだろう。３年後期から就活が始まって

響力のあるどこかの会社が始めるとそれを見て動

卒業まで就活をやり続けていると大学４年間のう

き出すという感じになって、来年どうなるかはわ

ち１年半、４割弱の期間を就活ばかりしていると

からないのですが、今年に関しては８月前に選考

勉強できないじゃないか。特に理工系は卒論研究

するという状況ですね。全国規模の大手と北陸企

を仕上げてやっと一人前で、卒論をガッツリやら

業の選考は毎年見ていると若干ずれています。ど

ないと力がつかないということで、もう少し何と

ういう形でずれるのか、年によって違うので注意

かしようと３月から就活広報開始になりました。

深く見守るように必要があります。みなさん、地

今までは12月から広報開始で４月に面接というこ

元就職を考えている学生同士の情報交換とか、就

とで１年間まるまるやっちゃうと長すぎるから後

職関係の会社、リクルートとかマイナビとかでは

ろを切った。12月広報開始を３月にずらして８月

なく、北陸支社、北陸の地場で就職支援をやって

に選考開始。実はまだ選考をやっていけない時期

いる会社の情報をとりながら今年はどうなのかな？

なんです。だけど内定はすでに出ています。３月

とやっていかないといけないわけです。確かにわ

からすでに選考が始まっていてずるずると今日に

かりにくいかなと思いますが、そのような形になっ

至る。文系の先生と話をしていますと「いやあ、

ているとご理解いただければと思います。

間違っていたんですよね。時期をずらすのではな

▼

前期のゼミやめたわ。学生がこないし」。だから

北陸のもう一つ特徴

く、採用活動が長くなるのがよくないんだから、

端的にいうと、ほとんどの若者が北陸県外に出

それを短くすればいいのかという議論で考えない

ていく。石川県に大学は19あって、石川県が高校

とだめだったのが、就活が長くなったのは広報開

から大学に進学する学生の４割が県内大学に残る。

始が早すぎるからだということで、とても面倒く

この数字が富山だと２割、福井も３割弱ですね。

さい状況になっていて、来年もまた同じことをや

ほとんど関西と関東地区に進学している。出てい

るのかと思うと今からうんざりしている、我々も

く学生が多いという特徴が北陸地方にもある。一

企業側もそうだし、今、３年の人たちは先輩から

回出ちゃうとなかなか地元の情報をとりにくくなっ

聞いてうんざりしているかもしれない。誰も幸せ

て就職情報集めに苦労するということで悩んでい
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アに比べて圧倒的に多い。どれだけ地元好きやね
北陸地方の特徴㻌 北陸県内高校卒業者の大学進学先

んという人が多いのが北陸の特徴ではないかと思っ

富山県㻌 大学進学者の進学先

ております。

福井県㻌 大学進学者の進学先

県内,
1100,
29.4%

県内, 836,
21.0%

東京圏,
506, 13.5%

福井,
113,
2.8%

大阪圏,
989, 26.4%
石川, 355,
富山, 91,
9.5%
2.4%
その他,
277, 7.4%

東京圏,
657,
16.5%
大阪圏,
518,
13.0%

石川, 846,
21.2%

名古
屋圏,
425,
11.4%

その他,
495,
12.4%

学生の就職動向～その２

名古屋圏,
518,
13.0%

■：就職について両親への相談
□女子学生中心に7割以上の学生が両親へ相談。両親に影響を受けて地
元就職へ意識をシフト。

石川県㻌 大学進学者の進学先

地元県進学率は
２０－４０％、
北陸圏内でも半数にと
どまり、北陸圏からの
若い世代の人材流出
が進んでいる

東京圏,
825, 15.5%
県内,
2234,
41.9%

平成26年度学校基本調査

大阪圏,
959, 18.0%

名古屋圏,
その他, 385, 7.2%
367, 6.9%

福井,
175, 富山, 385,
3.3% 7.2%

7

る方が多い。
北陸出身の学生が就活時期を迎えた時にどんな

マイナビ調査より抜粋

9

ことを考えているか。マイナビの調査から。ｎ＝
169社で精度からいうと少ないですが、ある程度、

全体的な動向のデータですが、ご両親と相談し

信頼性は高いのではないかと思っています。「地

て就職先を決める人がとても多い。女子学生は７

元就職を希望しますか？」という質問に対して、

割以上が「両親に相談」し、両親の影響を受けて

これは全国とくらべると北陸出身者は「できれば

地元就職にシフトする。みなさんは自覚はすでに

北陸に戻りたい」と地元就職を希望する。「希望

おもちだと思いますが、実はすごく子供の就職に

する」と「どちらかといえば希望する」を入れる

影響力があります。ということは地元に残るか残

とかなり比率が高い、地元大好きですね。私も帰っ

らないかはみなさん次第というところがあります。

てきましたし、金沢人は地元好きがあふれすぎで

「地元に戻ろうかな」と思う人ほど、ご両親の影

すね。私は金沢の郊外の生まれですが、カミさん

響を受けやすい傾向が出ているのではないかと見

は金沢の町中の生まれで発言がすでに違う。町中

てとることができると思います。確かにそうかな

に住んでいると超金沢愛が強くて、地元愛にあふ

と。私の年代では地元に残っている人間はほとん

れている人たちが北陸人の特徴ではないかと。以

ど長男ですね。東京で仕事をしていた時、同級生

前、別の調査で北陸から出ていって首都圏で就職

と飲むとほとんど次男坊なんです。僕らの時代、
「長

した若手20代のビジネスマンにアンケートをとっ

男は家を継がないとだめだから家に残れ」といわ

ても「できれば帰りたい」という回答が他のエリ

れていて、次男坊は「大学までは出すからあとは
好きにしろ」ということだったらしいですが、い
ずれにしても親の影響はでかいなという感じです。

学生の就職動向～その１
地元就職を希望しますか？㻌
㻌㻌

全国㻌
㻠㻥㻢㻠㻌

㻝㻞㻥㻌

希望する㻌

㻟㻥㻚㻢㻑㻌

㻠㻥㻚㻢㻑㻌

どちらかというと希望する㻌

㻞㻢㻚㻣㻑㻌

㻞㻟㻚㻟㻑㻌

どちらかというと希望しない㻌

㻝㻢㻚㻢㻑㻌

㻝㻣㻚㻝㻑㻌

全く希望しない㻌

㻝㻣㻚㻞㻑㻌

㻝㻜㻚㻝㻑㻌

回答数㻌

ご両親思いの方ほど、ご両親の喜ぶ顔をみたいか

北陸㻌

北陸出身者の地元への就職希望
率は高い

ら地元にいた方がいいのかなということです。
「どちらかといえば地元に戻らない」と答えた
方に「なぜ地元に就職をしないのか？」。そうい

地域圏外進学者のU
ターン希望者が多いの
も北陸の特徴です

う質問に対する答えは「親の顔をみるのがいやだ」
とか「地元に友だちがいないし」とか「都会の方
が便利だから。楽しいから」。確かに東京生活は

マイナビ調査より抜粋

8

楽しかったですね。刺激が多くて出会いが多く、
東京で出会った人との人脈は今の仕事でも役立っ

80
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住むところが変わるが30％。そう答えている会社
の企業規模を見ていくと「石川県外に転勤がある

学生の就職動向～その３

61社のうち、500人以上1000人未満、大企業に入
る会社、北陸３県で従業員5000人以上は北陸電力
くらいで YKK も富山県で働く人は全体の３割も
いないのではないかと思います。石川県のコマツ
はグローバル企業で地元で勤務している人は２割
くらいしかいない。アイバックは地元の中堅、中
地元に戻らない一番の理由は「志望する企業がないから」

小をメインにやっている会社ですから大手は入っ
10

ていませんが、500人以上の会社21％、100～500
人53％、１人～100人26％。「県内で異動あり」は

ています。それはよかったなと思っています。一

500人以下で４分の３、転勤がない会社は大企業

番大きいのは「志望する会社がないから」。ろく

では、ほとんどないんですね。１社だけです。で

な会社がないと帰れないという感じで思っている

は500人以上1000人未満で唯一転勤ない会社とい

人がとても多いということです。ここについては

うのはどこでしょうか。白山市にある日野自動車

「ほんとにそうなんですか？」と思っていて、そ

の子会社でトランテックスという会社です。しか

こが今からお伝えしたい一番のポイントです。

し文系採用はありません。毎年５人ずつ機械系の

よくいわれるのが北陸の親御さんのほとんどが

学生を採っていますけど、文系の採用はない。３

「地元の安定した大きな会社に帰ってきてほしい」

年に一人か４年に一人、オリンピックイヤーに一

と思っていること。特に地元大好きな方は「でき

人くらい採りますね。というわけで残念ながら石

るだけ地元に残ってほしい。地元の大きな会社で

川県本社で転勤がなくて大きな会社は、そもそも

転勤のない会社だとありがたいんだけど」と。そ

ないんです。じゃ、公務員かという世界ですが、

れで実際にお子さんもそう思っている。お示しす

それもありです。公務員は今は大量採用やってい

る資料は石川県に本社がある会社で規模と転勤の

ますので。

相関関係を調べたものなのですが、地元北陸３県
に特化したアイバックという就職支援会社に求人
情報を掲載している127社で、石川県内本社の会
社で「転勤がない」と答えている会社は27社で22
％。
「転勤がある」が48％。石川県内で異動がある、

北陸地方就活生の例年の動き
Aグループ
H電力・H銀行
H銀行・
○KK・
○ーレンETC㻌

北陸就職を考えている学生の大半がこのあ
たりの企業を重複応募している。

Bグループ
その他のシェアトッ
プ企業含む

おそらく上位２０％くらいの学生が一人勝ち
して重複内定を獲得。

石川本社企業㻌 採用時（採用後の勤務地）

未内定の学生があわててBグループ企業にエ
ントリしようとするがすでに選考が締め切られて
いる。

Cグループ
Aグループの企業が追加募集を行うこと
があってもいったんNGになっているので
再応募できない。
12

北陸３県の就活生の残念な話をしますと、大き
な会社に働きたいと思っているが、そもそも会社
を知らない。知っている会社に群がる。一番人気
データ出典：アイバックに求人情報を掲載した127社

11

のあるグループを仮にＡグループとなづけます。
ＡグループはＨ銀行とか YKK とかグローバル企
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業なので転勤はあります。海外に行かされます。

いう学生に志望理由を聞くと、一番多い志望理由

仕事ができればできるほど帰ってこられない。み

は何だと思いますか？特にＵターンする学生の。

なさんのご存じの会社に学生が群がって受けにい

それは「地域貢献」なんですね。そんなのいわな

く。大体、応募した学生のうち２割くらいの学生

くてもわかっている。そこで「どんな形で地域貢

がどこにいっても評価される。企業側は主体的に

献したいんですか？」みたいな質問をするとほと

行動できて、失敗を恐れずにチャレンジし、課題

んどの学生がそれ以上の答えが返ってこない。特

にぶちあたった時に正解を探さずに創意工夫で課

に地銀志望者は「地域貢献」がめっちゃ多いんで

題を乗り越えようとするマインドを見ていて、そ

すよ。「言うな。聞き飽きた！」と学生には話し

ういう力をもっているが、学生生活であまりそう

ています。そもそも銀行でなくたったって、地元

いう力を使わずにきていると面接の時にアピール

で従業員の生活を支えて従業員にたくさん給料を

できるエピソードがないんですね。そういう経験

払っていれば、それだけで地域経済に貢献してい

をもっている人は大体全体の20％。そんな学生が

るでしょう。銀行じゃないと、なんで地域貢献で

一人勝ちするんですね。ひとりで５社くらい内定

きないんだと学生に聞き返すと何もかえってこな

をもらう。その人が「この会社にいきます」とい

い。でも平気でいうんです面接のときに。もう意

うと、あとの会社は「ごめんなさい」じゃないで

味わかんないですよね。結局のところは地元にあ

すか。辞退された残りの４社は再募集するわけで

る有名な会社だから受けておこうというそれだけ

すが一度落ちた学生の再応募はできません。なの

の理由で会社を選んでしまっているわけです。実

でＡグループの会社を業種を関係なく受けている

は偏差値の高い大学ほど、そういう残念な結果に

とそこでこれらの会社は応募できなくなってしま

なりやすいんですね。要注意ですよ。そういう例

います。さらにＡグループの会社の選考と下位の

がよくありました。
「聞き飽きた、地域貢献、また？」

グループの会社の選考日程がかぶることがよくあ

みたいな。業種とか業界を絞りこんだ形で、同じ

ります。どこかの会社が選考するとなると皆、右

業種のいろんな規模の会社を受けるとか、縦軸で

へならえで、横並びで選考するので日程がかぶる

会社を選んで同じタイミングで動いていれば、す

ように企業は設定するので当然なのですけど。そ

ぐに内定が出て終わりなんです。ところが前にお

れで日程が被った場合は企業側にスケジュール変

話ししたような形でしか就活をしてない学生がと

更を交渉することができるのですが、学生の方が

ても多くて本当に残念な結果になっています。最

大体Ａグループの会社を優先してほかの会社を自

初のところで80％がだめ出しを食っているから、

分で切っちゃうんです。自分で切るというのは選

もっとちゃんと調べておけばよかったのに、名前

考試験の連絡がきた時に返事をしない。
「こっち

だけでいっちゃうからそうなる。

にいかないよ」という形でスルーしちゃう。そう

地元就職、Ｕターン就職する学生は最初、不安

すると自動的に辞退したと企業側に認識されます

になるので、いろんな会社にエントリーする。就

ので、あとからこういう会社が二次募集をした時

職広報解禁になって説明会の時、企業にとって、

には受けにいけない。そうするとＡグループの会

どこの学生かわからない。中には東大生もいるか

社の選考がうまくいかないとＢグループを通り越

もしれない。面接もしてないからわからない。少

して一気にそれ以下の企業しか受けられなくなっ

しでも多くの人に自社の魅力を知ってもらいたい

てしまうわけですね。とても残念な結果です。な

ものだからウェルカムモードでプレゼンするんで

ぜそうなるか。どこでもいいから地元の大きな会

す、会社も。それを聞いて学生が気持ちよくなっ

社に入りたいということをやっている。
「電力会

て特定の企業に集中する。とても残念な結果です

社とメーカーとどういうつながりがあるんです

が、半分以上、そういう感じでやっているという

か？」
。僕も企業の人事をやっていたから、そう

のが僕の見立てですね。
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落ちると、とっても気持ちが折れますよね。そ

下の力もちって何？」。要するに「営業に自信が

れとみなさん親の期待を裏切ってしまったと受け

ない」「そんな人いらないよ」というふうに企業

取る学生も多いです。
「せっかく同志社に入って、

はみています。経理ってただ単にパソコンで入力

ここはだめだった、ここしか残ってないのか」と

していたらいいわけじゃないんですよ。PL を出

真面目に受け止めてへこむ人も多いです。中堅の

して決算前にデータをつくって「こういう数字だ

会社で今から急成長するところが出てくるはずな

からこちらに投資した方がいいですよ。資金が余っ

んです。今、たまたま大きな会社で見てしまって

ているのでこっちの方に」と勉強しながら、経営

いるから子どもに対してもそういう感じで、今ま

層にいろいろ提案するわけです。少数精鋭で採用

で失敗したことがないのに面接を落ちまくってへ

する文系学生には最終的にはそういう形でやって

こんでくると。そこのところが大事なところなの

ほしいし、将来的にはそこの経営の一翼を担って

で意識しておいてほしいなと思います。

もらえる人になる人にきてほしいと思っている会

▼

社がとても多いです。そりゃたしかに採用人数少

マイナススパイラル

ないから採用の基準はあげますよ。しかし採用人

典型的なだめなパターン。地元の大きな会社で、

数が少ないというだけで文系の学生がほとんど応

かつ転勤のない会社を選ぶ。限られた企業に数多

募しないという状況になっているところも多いで

く殺到するので求人倍率が跳ね上がる。地元のＨ

す。確かに３人しかいないんだけど。受けにいく

銀行でもエントリー数でいうと下手すると万くら

のが３人しかいないとか。そういう状況で同志社

い。応募倍率は地元の大きな会社で20、30倍にな

大学経済学部の学生が受け行って、「よくきてく

る。それはなぜか。同志社大学生55万人の大学生

れた。何をしたい？」「縁の下の力もち」、「もう

のうち学力だけでいうと上位10万人に入っている。

いい」となったりするわけです。ほんとですよ。

同じレベルではないんだけど、みんな同じところ

毎年20人くらい採用している会社できちんと経理

に向かっていくから競争倍率が跳ね上がる。メー

できそうな人間を採りたいと３年間募集し続けて

カーでも管理系の仕事、人事、経理、資材購買と

結局、採用を諦めた会社を知っていますよ。ずれ

か海外営業とかそれなりの人間にきてほしいけど、

ているんですね。そういうことにならないように、

文系の学生はそういうところに目がいかない。採

という話ですね。

用数が少ないと引いちゃう。全体で10人しか採ら

あと一つはみなさん自身が B to B の企業にぜ

ない。さらに文系は３人みたいな。そういう中で

ひ情報を集めることをおすすめしたいと思います。

受けにいく学生には志望動機を聞くじゃないです

先程の資料、問いあわせればもらえるはずなので

か。
「縁の下の力もちが僕にあっています」「縁の

一度みていただくことをおすすめしたいと思いま
す。地元の会社を知らないので、できるだけ３年
生のインターンシップは地元に戻すように働きか

やってはいけない地元就職のマイナススパイラル

けられた方がいい。北陸３県で、富山と福井はも
地元の大きな企業で、
㻌 かつ転勤がない会社ばかり選ぶ。

ともと全国的に見てもとてもインターンシップが
盛んな地域です。福井は全国的にも有名で、500

限られた企業に多く応募が殺到するため、競争倍率
が跳ね上がる。
業種業界の一貫性が欠けるため志望動機が弱い。

人くらい地元の企業にインターンシップにいって
います。富山に大学は６つしかないんですが、大
学の先生方がインターンシップを単位化するから
と地元経済界に要請して、それから始まって10年

なかなか内定を獲得できない！
13

くらいになります。僕も石川県でインターンシッ
プに推進にかかわっていて今年、インターンシッ
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プすると500人くらいの学生が参加する規模には
なってきているので、富山と福井は肩を並べると
ころまでいったかなという状況です。北陸３県は
インターンシップに力を入れていて地元の企業も
インターンシップをやっていますので、できれば
そういうところに１回はいってみる。でもできれ
ばインターンシップは２ついった方がいい。全国
規模のナショナルブランドの企業と地元企業とみ
たいな感じで。両方いってキャリアデザイン、キャ

地元就職を考える学生の有力な情報元はご父兄
の皆様です。
１．地元に戻ってほしいとお考えの皆様はぜひ地元企業のことを知ってお
きましょう。（一般的には知られていないシェアトップ企業が多いのが北陸
地方の特色です。）
２．地元企業を知る上では地元でのインターンシップ参加がとても有効で
す。
→インターンシップは3年の夏休みに実施されます。
北陸は地域でのインターンシップがとても活発です。ぜひ地元でのインター
ンシップ参加をお勧めください。
・福井インターンシップナビ（http://www.fukui-internship.com/index.php）
・ジョブカフェ石川インターンシップ情報
（http://www.jobcafe-ishikawa.jp/index.php?page_id=384）
・インターンシップ富山（http://www.internship-toyama.jp/）
３．北陸の就職サイトは㻌 マイナビ、リクナビの二大大手就職サイトののほ
か、アイバック（IBAC）という地元に特化した就活ナビがおすすめです。

リアだけではなく生活することも含めて、どちら

14

が自分にとっていいのかを選ばないとだめで「地
元だったらこういう会社、全国展開だったら、グ

んのお子様の就活がマイナススパイラルにならず

ローバルに働くならこういう形」と両方見て「自

にいけるのではないかと思っております。因みに

分にあっているのはどっちかな」とやるとうまく

うちの会社でも何かお困りのことがありましたら

いく。地元企業のインターンシップを一度は受け

ご相談に乗りますのでお問い合わせいただければ

てもらうといいのではないかと思います。

と思います。ご静聴ありがとうございました。

北陸の就職サイトはマイナビとかもありますが、
アイバックという会社も強くて、ここは地元の中
堅企業の情報をもっているので、そこに登録して



株式会社北陸人材ネット

もらうと結構、いいかなと思っております。まず

電話

076-264-3367

みなさんがぜひ、地元に興味をもってほしい。地

FAX

076-264-3368

元の知らない会社でいい会社がたくさんあります

ＨＰ

http://hokurikujinzainet.com/

ので、そこから興味をもっていただけたらみなさ
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鹿児島県の雇用環境について～県外大学進学者の県内就職に対する支援～
波之平 洋一（鹿児島県雇用労政課主幹兼雇用促進係長）

皆さん、こんにちは。今日は同志社大学経済学

レベルはまだ高い数字ですので、このままでいく

部の父母会ということで、私の方から「鹿児島県

と都会に行かれた学生は進学した先が就職活動の

の雇用環境について～県外大学進学者の県内就職

窓口になります。都会では、鹿児島県以上に企業

に対する支援～」ということでお話をさせていた

を選ぶことができるという状況です。ただ都会に

だきます。鹿児島県は本土の南端にありますが、

就職することだけがいいことか、そうでもないと

都会からみると鹿児島県は田舎だし、鹿児島県の

いうこともあります。親御さんが、もし鹿児島県

学生の半分ほどは県外に進学しています。しかし、

に帰ってきてほしいという場合は、鹿児島県に帰っ

地図を横にしてみますと、実は鹿児島県はアジア

てきてほしいという適切なアドバイスをしないと

を中心にした扇の要の位置にあります。知事は「物

帰ってこないと聞きますが、最後は親御さんが「鹿

事を10年後、30年後の時間軸で考える。人口が減

児島県はどう？」というのを言わないと、県外に

少していく中で県内はもとより、日本国内で経済

行った学生は自分の環境の中で就職先を選んでく

活動を維持していくには厳しい時代が確実にやっ

る。親が一言いうと「じゃ、鹿児島県も考えてみ

てくる。将来は人口の交流、観光とか、移住とか

ようかな！？」という気持ちが出てくるらしいです。

日本国内だけではなく、グローバルに目を向けて

有効求人倍率の推移については、全国と0.31倍

交流人口でカバーしていくことで人口減少をカバー

の格差がありますが、リーマンショック後をみる

していくことが大事だ。その中で鹿児島県は何を

と、いい数字に回復してきているという状況です。

キーワードに打って出るか。観光や農林水産業の

県内大学生の就職内定率の推移ですが、平成27

輸出力をテーマに日本国内のみならず、アジアを

年３月卒で就職内定者数1905人。就職率でみます

市場に頑張っていく」と申しております。本県で

と県内就職は大体５割を切っています。県内の大

は工業製品出荷額の約５割を食品関連産業が占め

学生は県外就職が多いと思いがちですが、半数は

ていることから、食品関連産業プロジェクトを立

県内に残っています。

ち上げていまして、これらを重点的に支援する施
策を展開しているところです。

大学生の就職内定率の推移のグラフですが、直
近の平成27年３月は93.3％。平成３年、バブルの

▼

頃は98.8％でした。ただ県内就職率でみると50％

鹿児島県はどう？

前後が続いています、ここ２年は50％を切ってお

就職に関する統計的な情報も含めてお話をいた

ります。

します。まず、求人倍率ですが、これは一人に対

次に、従業員規模別の大卒求人倍率の推移です

して何社の求人があるかを示しているものです。

が、同志社大学卒の方の大手企業への就職率がど

今年５月の有効求人倍率は鹿児島県0.88倍。東京

れくらいなのかわかりませんが、有名大学といわ

1.71倍。鹿児島県は東京から比べると低いのでは

れるところは半数くらいは大手の企業に就職され

ないかと思われるかもしれませんが、本県での0.88

ているのではないかと思います。

倍というのはバブル以降では、最高の水準です。

従業員1000人以上と1000人未満、大企業と中小

0.88倍というのは、業種を選ばなければほとんど

での求人倍率のグラフですが、1000人以上の大企

が就職できるという数字です。ただ、東京や全国

業では0.92倍。中小企業は3.59倍です。例えば、
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野球選手がみなメジャーリーグにいきたいと思っ

新しいスケジュールに合わせて事業を展開するの

ていても行けないのと同じで、某大手企業にエン

が難しいという点が今年はあります。

トリーシートを出してエントリーすることは誰で

県の方で大学生の就職支援として就職活動する

もできますが、就職できるのはそのうちのごく一

時に帰ってくる県外学生のための施策があればい

部という状況です。従業員1000人以上の大企業に

いのですが、そういう施策は組めていません。県

いくことが本当に本人の適性にあっているのか。

で主にやっているのは就職面接会、企業説明会を

本人が幸せになるのか、少し違うような気がしま

開催しています。これは、県も含めて労働局、関

す。中小企業も人材を求めています。鹿児島県に

係機関が開催しているものの一覧表です。大学生

もいい企業がたくさんあります。鹿児島県の中小

を対象にしたものは、８月12日の「UI ターンフェ

企業でも実力があるグローバル企業があります。

アかごしま＆県内就職合同面接会」、これは UI ター

新規学卒者の就活スケジュールです。雇用労政

ンだけではなく、大学生も対象にするもので城山

課雇用促進係の業務は新規学卒者、高校、短大、

観光ホテルで開催します。県内100社が参加する

大学の就職支援、若者、35歳未満の UIJ ターンの

大規模なものです。昨年の参加企業数は89社でし

業務を担当していますので、高校生も含めた就活

たが、今年は80社の枠で募集しましたが、景気回

スケジュールをご紹介しますと、高卒に関しては

復で企業には人手不足感があるようで160社が応

６月20日に求人票の受付、職業安定所での「受理・

募してきました。最終的には、100社が参加する

確認」を踏まえて７月１日から求人開始。９月16

大規模なものとなります。昨年度の参加者は293人、

日から「採用・選考」が始まります。９月30日ま

今年は少し景気がいいことと、８月１日から採用

では１社しか応募できないというのが鹿児島県で

試験が始まるので、学生たちの動きが見えてない

はルール化されて就職活動が進んでいる状況です。

ので不安に思っていますが、ぜひお子さまが帰っ

大学生は今年度から就活スケジュールが後ろ倒し

てくる時には、この８月開催の時期にあわせて帰

ということで、就職活動の時期が変更になってお

省していただければと思います。毎年、お盆に入

ります。平成27年３月１日から学生に対する企業

る前日に開催しております。来年も多分この時期

からの広報活動開始。就活解禁が出るのは３月１

になりますのでご案内しておきます。新規事業で

日。求人受付の開始。８月１日から採用・選考の

「企業説明会“鹿児島で働こう！”」というもの

開始。ぼちぼち面接等々受けて結果が出始めます。

を計画しています。県外の学生にアピールする機

すでに内々定が出ているやにも聞いていますが、

会が少ないということから、民間の就職情報会社

あくまで採用選考が始まるのは８月１日で、内定

がもっているようなイベントはお値段が高いので、

が出るのは10月１日というスケジュールです。ま

県内企業にはハードルが高いことから、県として

た来年３月になると現３年生の就活解禁という年

は、福岡は例年やっていますが、今年、新規で大

間スケジュールです。後ろ倒しになったというこ

阪、東京でも開催するということで、３月に予定

とで就職活動が長くなったとか、卒論に影響があ

しています。就活解禁直後の時期にやるというこ

るとかいう言われ方もされています。これが続く

とです。現在の３年生対象にした事業もあります。

のかどうかは不透明なところがありますが、この

県のホームページにも情報を載せていますので、
ぜひお子さんにも「見てみなさい」とお伝えくだ
さい。３月就活解禁直後に「鹿児島魅力企業に会
える！合同企業説明会」。これも３月中旬に鹿児
島市内で開催する予定です。昨年度の参加企業は
150社。来月８月の説明会より多いです。昨年度
は城山観光ホテルで参加企業152社で、711人が参
加しています。今年は会場の調整もありますので
未定ですが、３年生に向け「地元鹿児島で」とい

86

地方父母会での就職講演

8

鹿児島県の雇用環境について

うことで情報を提供します。
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企業だけではない、都会で便利かもしれないが、

次は、鹿児島県の企業で参加しているところは

鹿児島ではそんなに遅くまで残業しなくても、や

どういうところがあるのか。参加企業一覧です。

れる。賃金は低いけど、就業時間は短い、余暇の

県内大学生の５割弱は県内に就職します。しかし、

時間を家族と過ごし、悩んだ時には仲間がいたり、

皆さんもなかなか鹿児島県の企業がイメージでき

同級生がいる環境も大切。何かきっかけになるよ

ないと思います。県庁ですか？市役所ですか？新

うなものがこの中にあります。ぜひお子さまに「鹿

聞、銀行？それ以外にどんな企業があるか。８月

児島県、いいところだよ」というフレーズの一つ

12日の「UI ターンフェアかごしま＆県内就職合同

に使ってみてはいかがでしょうか？ホームページ

面接会」の参加企業を参考までに名前と求人数、

にも掲載していない情報で、一般にも配付してい

業種のデータを載せています。こんな会社がある

ません。今日きていただいた方にのみにお渡しし

んだということで眺めていただければと思います。

ているものですので、ぜひ皆さま方の子どもさん

鹿児島県で大手という企業も参加します。最近で

の就職活動の手助けになればと思っています。

は、てまひま堂とか鹿児島県の大学生には結構人

「鹿児島県ふるさと人材相談室」は UI ターン

気があるとのことです。あと、城山観光ホテルと

の無料職業紹介所です。学生は対象ではないので

か財宝とかも人気があります。金融系では南日本

すが、裏表紙にあるように、メルガマの登録がで

銀行とか鹿児島相互信用金庫も参加されます。業

きます。ここに登録していただくと鹿児島県の企

種別ですと、サービス業、小売業が多いですが、

業情報が、会社名はわかりませんが、こういう業

人手不足の建設業など、いろんな職種があります。

種で、こういう職種を募集しているよ、給料はい

IT 系。金融系も４件。情報については県のホーム

くらですよということをメールで配信したり、県

ページに企業説明会の一覧表を載せておりますの

内の企業説明会の情報なども定期的にご案内させ

で参考にしていただければと思います。

ていただいております。ぜひご登録していただけ

次は、採用選考に際し企業が重視するポイント

ればと思います。

です。日本経済団体連合会のアンケートをご紹介

鹿児島県の宣伝ですが、手つかずの大自然、豊

しますと
「コミュニケーション能力」
「主体性」
「チャ

かな温泉、安全・安心な食材など、鹿児島県には

レンジ精神」
などを重視しています。コミュニケー

本物の素材があるということで「本物。鹿児島県」

ション能力は「聞く力」、相手の言い分を理解し

として観光 PR をしています。
『本物』を目指して、

て自分の考え方を話す力がコミュニケーションだ

同志社大学を卒業されて、ぜひ鹿児島県を支える

と思います。記載のようなことを企業は重視する

人材として地元に帰ってきていただきたいと思い

ということで情報を提供します。

ます。

▼

もしご質問等、何かございましたら県庁までお

鹿児島県、いいところだよ

「鹿児島★ UI ターンガイドブック

電話いただきましたらお答えさせていただきます。
わたし、

鹿児島で働いてます！」
。うちの担当が一生懸命
インタビューにいって手作りしたものです。都会

お問い合わせ先



鹿児島県商工労働水産部雇用労政課雇用促進係

の生活から鹿児島への UI ターンした人たちへの

電話

099-286-3026（直通）

インタビューが載っています。一度は都会に憧れ

Fax

099-286-5582

て出ていったが、鹿児島県に興味・関心がある。

ＨＰ①鹿児島県のトップページ

鹿児島県の自然が好き。鹿児島県に対する思い。
絶対、都会だけがすべてではない。石破大臣が「地
方創生」
ということでやっていますが、
「地方創生」
の中で、ワークライフバランスと言われています。

http://www.pref.kagoshima.jp/index.html
②雇用支援のページ
http://www.pref.kagoshima.jp/
sangyo-rodo/rodo/koyoshien/index.html

仕事だけではなく、余暇もトータルに考える。大
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2015年度
日

秋学期
付

2015年10月17日

行事予定
行

事

場

所

父母会（郡山会場）

郡山ビューホテルアネックス

秋の就職説明会

同志社大学寒梅館ハーディーホール

全国交流会

同志社大学寒梅館地下Ａ会議室

11月３日（火・祝）

11月23日（月・祝） 第１回教育講演会

同志社大学寒梅館ハーディーホール

11月28日

新島学園短期大学 グレースホール内学生ホール

2016年２月上旬

父母会（高崎会場）
第108号父母会会報

２月27日

父母会（沖縄会場）

沖縄県青年会館 梯梧の間

３月５日

第２回教育講演会

同志社大学今出川校地良心館１階103番教室

３月６日

第２回京都観光

西陣・北野天満宮周辺

３月21日（月・祝） 委員総会
は追加になった行事予定です。
行事予定

ホームページからも支部会参加の
お申し込みができます。
HP
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発行

http://doshisha-keifubo.org/

DOSHISHA UNIVERSITY

からすま京都ホテル

各父母会：会場一覧
10月17日（土）郡山会場

ACCESS

11月３日（火・祝）秋の就職説明会・全国交流会

郡山ビューホテルアネックス

電話：024-939-1111

同志社大学寒梅館

電話：075-251-3523

就職説明会
ハーディーホール

全国交流会
地下Ａ会議室

●ＪＲ郡山駅より徒歩５分

●地下鉄今出川駅１番出口すぐ

11月23日（月・祝）第１回教育講演会

11月28日（土）高崎会場

同志社大学寒梅館

新島学園短期大学

電話：075-251-3523

教育講演会
ハーディーホール

電話：027-326-1155
グラウンド

新島学園
短期大学
●地下鉄今出川駅１番出口すぐ

●ＪＲ信越本線北高崎駅北口から徒歩約３分

２月27日（土）沖縄会場

３月５日（土）第２回教育講演会

沖縄県青年会館

同志社大学今出川校地良心館１階103番教室

電話：098-864-1780
沖縄県
青年会館

●モノレール旭橋駅より徒歩５分

電話：075-251-3523

良心館

●地下鉄今出川駅１番出口直結
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同志社大学経済学部父母会
編集発行人

父母会会長

森

田

明

子

京都市上京区今出川通烏丸東入

