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大学生活を送る上で、不安や疑問などがありましたら、どのような内容
でも結構ですので、お問い合わせください。
（お問い合わせ先）
経済学部事務室

経済学部父母会事務局

電話（075）251-3521 FAX（075）251-3136
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ごあいさつ

経済学部父母会

森

田

明

会長

子

梅花の候、2015年度もあと残りわずかとなりました。2017年卒生の就職活動も間もなく始まろ
うとしています。
「大学での学びを充実させるため」に2016年卒生から後ろ倒しされた就職活動を中心に、今年
度の父母会活動を進めて参りました。株式会社リクルートキャリアの大黒様を講師にお招きした
就職説明会に始まり、経済学部学生スタッフ（e-staff2015）企画による就職して３年経った卒業
生にご協力頂いた教育講演会に至るまで、全ての行事が多くの皆様にご出席いただき盛会となり
ましたこと、会員の皆様方のご理解・ご協力の賜物と厚く感謝申し上げます。今までの活動で多
くの方に「もっと早く父母会に出席して話を聞いておけば良かった」
「子どもにも聞かせたかった」
という感想をいただいたことが、強く印象に残っています。私自身も講演会後に、「認識を変え
なくてはいけない」と思うことが多々ありました。
大学に入学すると必要な単位を修得して卒業するということが目標となってきましたが、単位
の数だけではなく選択した内容にも着目されるようになっています。大学のカリキュラムの選択
はもとより、課外の活動や校外での活動などへの取り組みが、就職活動や卒業後の社会人として
のキャリア形成に重要なものとなっているのです。
「大学での学びを充実させるため」の同志社大学経済学部での様々なカリキュラムや課外活動
をご父母の皆様はご存知でしょうか。実際に選択し履修するのは学生ですが、親として、一番身
近な社会人の先輩として助言するために役立つ情報として知っていただきたいと思い、教育講演
会を企画いたしました。2015年11月の講演会の内容をより深めた物を2016年３月５日土曜日に開
催いたします。経済学部での学びの柱となるゼミ活動や、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・学生プロジェクトに関してのご講演を予定しております。詳しい内容
につきましては、父母会のホームページにてご案内申し上げます。ご確認くださり万障お繰り合
わせの上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。
また、2015年５月に催行し大変ご好評を賜わりました京都観光「千年の都、京を歩く」の第二
弾を、３月６日日曜日に企画いたしました。同志社大学が立地する《訪れたい街世界一》に二年
連続選ばれた京都の街歩きツアーです。株式会社らくたびの京都学講師にご同行していただき、
他の観光では聞けないお話も交えてご堪能いただきたいと思います。西陣・北野天満宮界隈の散
策と、京料理を味わう一日観光をお楽しみください。学生として京都に住んでいてもなかなか足
を運ぶ機会がない所もありますので、親子でのご参加も楽しめる行事です。同封されております
パンフレットや、父母会のホームページで詳細な日程をご確認していただき、お申し込みください。
お子様が同志社大学経済学部に在学中しか参加できない父母会活動です。在学中や就職活動に
役立つ情報を得る場として、ご父母の交流の場として、京都を堪能する機会を得るために、ご卒
業まで活用していただきたいと思います。最後になりましたが、会員の皆様方の益々のご健勝と
ご繁栄をお祈り申し上げます。
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ごあいさつ

経済学部長

竹

廣

良

司

ご父母の皆様には、平素より経済学部の教育・研究活動に多大なご支援とご理解を賜りまして
誠にありがとうございます。時間が経つのは早いものでして、経済学部長としての私の任期も残
すところわずかとなりました。この２年間、学部の一教員の頃とは比較にならないほど、多くの
ご父母の皆様と父母会でお目にかかりお話をさせていただくことができましたこと、厚くお礼申
し上げます。本当にありがとうございました。
本年度は現在の４年生にとっては就職活動のスケジュールが前年までと異なり、これまでより
も後ろ倒しにされることを受け、さまざまな戸惑いとともに就職活動が長期化した年でありまし
た。こうしたスケジュール変更により、学生だけでなく、ご家族も就職活動の変化や学業・学生
生活への影響について不安を感じておられることから、経済学部としても父母会を通じて不安解
消に努める試みをいくつか行わせていただきました。５月16日に実施されました春の就職説明会
では就職ジャーナル編集長やキャリアカウンセラーの方々からお話を伺う機会を設け、あわせて
大学における就職支援についての情報も提供させていただきました。５月30日の広島会場を皮切
りに始まりました各地での父母会でも、これまでの就活との違い、大学や学部としてのサポート、
学業や学生時代のさまざまな取り組みの重要性、ご家族にサポートいただきたいことなどをお話
しさせていただくとともに、地域の産業や企業、就職状況の専門家を招き、地域の就職状況やＵ
ターン就職についてご紹介をいただきました。また、11月に行われました秋の就職説明会では就
活を終えた学生に、また第１回教育講演会では経済学部での学びや学生時代の取り組みが社会に
出てどのように生かされているのかを卒業生に、それぞれ語っていただきました。就活をいかに
乗り切るかということだけにとどまらず、大学生としての学びや学生時代の経験が重要であり、
人間形成やその後の人生にも大きく影響することについて、しっかりと話していただいたのが印
象的でした。
これまで11カ所で開催しました父母会や、春・秋の就職説明会、第１回教育講演会、全国交流
会を通じて、多くのご父母の皆様と直接お目にかかりお話をさせていただき、ご意見を伺うこと
ができました。２月には沖縄での父母会、３月には第２回教育講演会を控えておりますが、学部
長としての残された期間にもご父母の皆様といろいろとお話をさせていただくことを期待してい
ます。
父母会では経済学部とご家族との間のパイプという役割にとどまらず、京都観光などの独自の
催しも開催されるなど、ご父母どうしのつながりを深めるような主体的な活動も進められてこら
れました。60年あまりの長い歴史をもつ日本全国でも希有な父母会ですが、同時にこれだけ活発
に楽しみながら活動されている父母会もないように感じています。集われました皆様はもちろん
のこと、父母会を支えていただいている皆さんのご支援があっての賜だと感謝申し上げます。森
田会長をはじめ、父母会役員、委員の皆様にはこの１年ご尽力賜りましたこと、あらためて心よ
りお礼申し上げます。
経済学部では、これからも、専門教育、教養教育を通じて学生が知識や考える力を身につけ、
経済学部のさまざまな取り組みを通じて学生自身が自ら考え、主体的に行動できる力をつけてく
れることを期待し、教職員一同力を合わせて取り組んでまいります。引き続き、ご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。
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～学生の状況と来年度の環境予測～

「就職活動新スケジュール元年」

【特別講演】

合によってはその内容で合否判定が出されます。また、受
ける企業によって質問内容が変わったり、定型のA4サイ
ズからA3の裏表にびっしり質問項目があるようなものま
で様々な種類があり、学生はかなりの時間を費やすことに
なります。その後、説明会や面接の前に適性検査や筆記試
験が課される場合もあります。
説明会も、大学主催の学内企業説明会もあれば、就職情報
会社が行う合同企業説明会、企業が個別に行うものなど
様々な種類があります。最近ではネット上で参加できるも
のも登場し、Twitter などの SNS を使いながら双方向でや
りとりができるまでに進化しました。面接も多様化し、今
ではグループ面接が一般的なものになっています。このよ
うに、面接試験に辿り着くまでに複雑なプロセスをこなさ
なければならず、その中で様々な対応を迫られているとい
うのが現在の就職活動の実態です。
株式会社リクルートキャリア
就職ジャーナル

大黒

光一 編集長

2016年卒の大学生から変更になった
就職活動スケジュール。

その中で、学生が気を付けておくべきことは何なのか。
また、就職活動生の保護者は

どのように子どもを支援すればいいのか。

株式会社リクルートキャリア『就職ジャーナル』の
大黒 光一編集長から、

新しい就職活動スケジュールに関する最新情報と
それを乗り切るための心構えについて
お話をお聞きしました。

採用活動のプロセスが複雑化し、
それぞれへの対応が必要に。
『就職ジャーナル』の編集長をしております大黒と申しま
す。本日は、新しい就職活動スケジュールの中で何が起き
ているのかについてと、就職活動生の保護者に求められる
役割についてお話ししたいと思います。
まずは現在の就職活動の特徴ですが、現在は昔と比べて
「落とす選考」へと変わってきています。情報はもっぱら
自分で調べるスタイルで、学生は業界や企業研究、説明会
などの情報をインターネット等で個別に収集しなければな
りません。企業を志望する際も、履歴書の他に自己 PR や
志望動機などを書かせるエントリーシートが課せられ、場
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3月1日以前の行動がカギに。
10月以降もあきらめずに動き続けて。
次に現在の就職環境ですが、求人倍率は4年連続で前年を
上回っているもののリーマンショック以前の数値を超える
ほどにはなっていません。弊社が6月に行った求人動向調
査では、全従業員規模および全業種の企業が「採用を前年
より増やす」と回答しているとはいえ、70％の企業が「採
用人数に満たなくても無理に数合わせの採用はしない」と
答 え て い ま す。学 生 の 10 月 1 日 時 点 の 内 定 率 も 昨 年 の
86％から85.9％に0.1ポイント下がっており、状況は去年
と大して変わっていないと言えます。
新しい就職活動スケジュールでは8月1日からが選考の解
禁と言われ、大手企業はそこが内定を出す最終選考のタイ
ミングでした。しかし、6月末時点で内定を得ている学生
がいるというルール上おかしな状況が起きたのも今年の特
徴でした。今年よく言われたのが「インターンシップ組と
3月開始組」。3月1日を待たずに早めに準備をしていた学
生と、3月の採用情報公開の解禁にあわせて動き始めた学
生とで、完全な二極化が起きたわけです。3年生の3月か
らは、それまで動きが取れなかった企業が一気に動き出
し、採用情報の公開からプレエントリーの受付、説明会・
セミナーのピーク、エントリーシートの提出や web テス
トの受験などが始まりました。つまり、「3月1日までの準
備で内定に大きな差がつく」ということ。企業の62％が
「10月1日までに採用を終了したい」と言っていますので、
内定を得るためには早めの対策が有効です。しかし反対
に、残りの38％の企業は10月以降も採用活動を続けると

いうことですので、10月時点で内定を得ていないからと

最後に保護者の皆様ができるサポートについてですが、企

いってあきらめなくてもいい状況であることも頭に入れて

業が面接の際に重視するのは学生さんの「人柄」です。皆

おいていただきたいと思います。

様には、本人が気付いてないお子様の長所をさりげなく教
えてあげてほしいと思います。また、年齢が異なる人と会

採用情報の解禁までは
インターンシップで上手に企業研究を。

話ができる学生の方が結果的に評価が高いという結果もあ
だと思います。そして、就職活動が本格化するのは夏です

今年の就職活動のもうひとつの特徴は、3月1日から解禁

ので、シャツやスーツのシワや汚れなどを面接官になった

とされた企業の説明会や合同企業説明会が、それ以前に行

つもりでチェックしてあげてください。あとは、お子様が

われていたことです。採用情報の公開も3月1日からの解

途中で息切れしてしまっても決してあきらめさせないこと

禁となっていたのが、実際はそれより早く公開されていた

と、皆様がお子様にとって「転ばぬ先の杖」にならないこ

りして、情報がつかめていなかった学生は知らない間に説

とです。失敗する前に助けてしまうと、入社後の苦労を助

明会が終わっていたということもありました。さらに、イ

長しかねませんので、簡単な失敗は失敗として認識させて

ンターンシップに参加すると、実は単なる説明会で、しか

あげるようにしてください。また、社会人としての常識や

もその場で選考までされ、場合によっては3年生の2月頃

マナーを身に付けさせることも大切です。

に合否が出るケースもありました。8月1日から選考開始

就職活動生の保護者に求められているのは、「傾聴」、「見

のはずが、6月1日時点での内定率が34.5％もあったのは、

守り」、「壁打ち相手」の3つの役割です。学生さんは話を

こういう企業側の動きが裏であったからです。

聞いてほしい時には話しかけてきます。その時は現在の就

では、3月1日までの期間に何をすればいいのか。それは

職活動を理解した上で、主観的な意見を押しつけすぎず

「自己理解」と「企業研究」です。自分に合った企業を選

に、たっぷりと話を聞いてあげてください。

ぶためには、
「自分は何を大切にして働きたいか」といっ

最後になりますが、真夏の就職活動となりスーツなどにお

たキャリア観をきちんと確立することが大切です。また、

金がかかる上、交通費も高額になります。「交通費がない

今回のスケジュールでは実質企業研究を行う期間が短くな

から」といって説明会に行くのをあきらめさせないために

りましたので、インターンシップで事前に企業研究を進め

も、「心配しなくていいよ」と言って支援してあげてくだ

ておいたり、社会人と話すことに慣れるなどして、準備期

さい。また、ネット上で試験やエントリーをしなければな

間をうまく利用することが内定へのカギになったといえる

らないことも多く、ネット環境が就職活動を左右しかねま

でしょう。

せんので、ご自宅の回線などの整備をお願いできればと思
います。学生は自分の人生を真剣に考え頑張っています。

現在の就職活動を理解した上で、
社会人の先輩としてのサポートを。

その中で、金銭的なサポーターとしてもぜひご支援いただ
きたいと思います。本日はどうもありがとうございまし
た。

●就職・採用活動開始時期変更後のスケジュール
3 年次

大学学事日程

4 年次

10 月～1 月授業

1 月～2 月後期試験

12 月 1 日

3月1日

2015年3月卒 就活準備期間
2016年3月卒

3 月春季休暇

4月1日

4 月～7 月授業

留学生帰国

広報活動
就活準備期間
3ヶ月短くなる

考える期間
（
「自己理解」
と
「企業研究」
）

7 月～8 月前期試験

8 月～9 月夏季休暇

8 月～10 月大学院入試

8月1日
採用選考活動

広報活動

採用選考活動

「プレエントリー「
」説明会予約「
」ES提出」
一斉スタート
動く期間
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就職説明会

りますので、そういった機会を提供することも一つの支援

「 社 会 に 出 て から
活 躍 し 続 け るために、
学 生 時 代 に 経験すべきこと 、
経 験 さ せ る べきこと」

株式会社リクルートキャリア

リクルートワークス研究所

大黒 光一 さん

豊田 義博 さん

『就職ジャーナル』編集長

主幹研究員

就職状況が複雑化し、若者の離職率も高まる現代。

待が持てないのかもしれません。

採用情報に詳しい豊田さんと大黒さんから、

豊田●また、「チャレンジ精神」も弱い。社会に出るとい

内定後もいきいきと働くためにはどうすればいいのか。
大学生活の過ごし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。

入社後のやりがいが見つからず
迷走する若者が増えている。

大黒●では、豊田さんから自己紹介をお願いします。

豊田●リクルートワークス研究所の豊田と申します。私は
採用も含め「働く」ことに関する研究機関で、若手社会人
や大学生の実態を研究しています。最近、就職活動をくぐ
りぬけたにもかかわらず、入社後うまくいかず早期に辞め
てしまう若者が増えています。また、若手が育たないとい
う声も企業内で高まっています。本日は劇的に変化した環
境の中でいきいきと働くために、大学生活をどのように送
ればいいのかについてお伝えできればと思っています。よ
ろしくお願いいたします。

大黒●よろしくお願いします。ではまず、現在の若手社員
に対する社会の評価はいかがでしょうか。

豊田●企業の管理職の方に調査を行うと、現在の若手社員
は「まじめ」
、
「優秀」という答えが返ってきます。しかし
「忍耐強さ」
、
「ストレス耐性」
、
「上昇志向」に関しては弱い。
大黒●今の学生は景気が良い時代をほとんど経験したこと
がなく、そのあたりが原因と聞きますが、いかがですか。
豊田●そうかもしれません。我々の時代は景気も良かった
し時代も良かったので、会社に入って普通に頑張ればいつ
かは出世できると思っていました。しかし今の若者は、こ
の先どうなるかわからないという不安の中で、なかなか期
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大黒●なるほど。

ろいろな障害にぶつかり、他人との摩擦や軋轢を乗り越え
ることが求められますが、ここに腰が引けてしまう人が過
半数だと認識されています。

大黒●この結果から、どのような分析をされてますか。

豊田●ここから今の若手社員の特徴がわかってきました。
代表的なものを挙げると、「待ちの姿勢」や、「自己実現志
向」が強い、自分がやりたいことができないとやる気がな
くなってしまうなど。「上下関係がなくフラット」、「リス
ク回避志向」、「無個性」や「さとり世代」とも言われま
す。企業との関係も「ドライ」で「自分の時間を重視す
る」という傾向もつかめました。

大黒●ある大学さんによると、面接で「自分の趣味をした
いから定時で帰らせてください」と言った学生がいたとも
伺いました。

豊田●ワークライフバランスという言葉が企業でも言われ
ていますので、学生も「生活が大切だ」と感じているのだ
と思います。

大黒●ただ、企業に入ってやりたいことをすぐにやらせて
もらえるものではありませんよね。

豊田●はい。日本の企業は入社すると、会社側が本人の適
性を考えて配属を決めますので、やりたいことができる保
証は基本的にありません。

大黒●例えば「営業職」になるのではなく、「会社員」に
なるのだと、そういうことですね。

豊田●はい。日本には「総合職」という言葉があります
が、海外にはありません。ここにうまくフィットできずに

迷走する人が出てきている。やりたいことができると思っ
て入社したのに、結果的にそれができずにやる気を失って
しまう。特に優秀な学生でそういう傾向があります。

大黒●企業側の質問の仕方やエントリーシートにも問題は
ありそうですね。

豊田●はい。保証もないのになぜやりたいことを書かせる
のか。また、今の若手は、まじめで優秀で一見ポジティブ
ですが、実際は待ちの姿勢で、新しいことになかなかチャ
レンジしません。企業側はいろいろ任せたいけれど、応え
てくれない。

でなく自分の仕事も持っているため、部下の管理がおざな
りになっているのです。

大黒●プレイヤー兼管理職のような感じですね。

豊田●管理職兼プレイヤーだったらいいのですが。そし

て、当然のことながら若手は仕事ができません。それをで
きるようにするのが上司の務めだったのに、上司自体が面
倒くさがっている。これが非常に悩ましいところです。

大黒●企業の中で、育成機能自体が落ちているということ
ですね。

ブラックボックス化する職場で
いかに主体的に動けるかがカギに。

大黒●若者の離職率が上がっているというデータがありま

す。これは中堅の大学で増えていて、
「やりたいことをや
らせてもらえないから」という理由が多いようです。

豊田●すぐにやめてしまうタイプは、意外と後ろ向き型で
はなさそうですね。

大黒●企業の組織の変化に関してはいかがですか。

豊田●これまでは企業側の意見ですが、実は職場や仕事が

変わってきているのも事実です。現代の仕事は “ソリュー
ション化”、つまり問題解決が主になっています。以前は、
例えばコンピュータを「これはいい製品ですよ」と言って
売るのが仕事でしたが、その方法では売れなくなり、企業
が個別に抱えている課題を解決する形へと変化しました。
以前なら、若手のうちはパターンが決まった仕事をしなが
ら慣れていくことができたのが、仕事がソリューション化
したために、それができなくなっているのです。
大黒●なるほど。

豊田●仕事内容が高度になると仕事の細分化が起こりま
す。以前はシンプルだけど一つの仕事を最初から最後まで
任されて、上司に面倒をみてもらいながら少しずつ知識を
蓄え、一人前になっていくことができたのに、今は仕事が
複雑化したため、仕事の一部分だけを担当することが増え
ました。しかし、部分しか見えていないと人間はやる気が
出ません。自分の仕事がどのような結果を生み出している
のかがわからないと、やりがいが感じにくくなるのです。
大黒●流れ作業っぽいですね。

豊田●仕事は作業ではありません。若手社員に効率を求め
る人が増えてしまったのも問題だと思います。それが環境
の変化につながっているのかもしれません。

大黒●上司の質的変化もありますよね。今の上司は会議ば
かりで、部下のモチベーションを考えている時間がない。
豊田●今の管理職と以前の管理職はずいぶん違うと思いま
す。以前は何か困ったことが起きた時に管理職の方が出て
きて対応していたのが、今は仕事が複雑化したため、管理
職までがプレイヤーになっている状態です。管理業務だけ

豊田●職場もずいぶん変わりました。80年代の職場には
パソコンも携帯電話もありませんでした。会社に電話がか
かってきてそれに対応する会話は聞こえるし、書類も机に
山ほど積んでありました。全体的にザワザワしていた感じ
です。

大黒●懐かしいですね。

豊田●それが今、パソコンが普及して社内が静かになりま

した。私がいる研究機関では、一日中誰も話さない日が
あったりします。

大黒●確かにそうですね。

豊田●この変化がいろいろなことを消してしまった。まず
は職場に会話が消えました。部長が部下を叱っていると

か、電話でお客さんに対応しているとか。実はそれらが全
て学びの材料だったわけです。それが今ではすべてパソコ
ンや携帯電話を使うためブラックボックス化してしまっ
た。また、そういう職場だと、何かを調べようと思ったら
自分から動くしかありません。以前は先輩が席を外した瞬
間に、書いている企画書を盗み見することもできました
が、今はパソコンにフィルターがかかっていたりするの
で、そういうこともできません。このように、職場も仕事
も上司の質も劇的に変化したために、若手が育ちにくい環
境になってしまっているのです。

大黒●携帯電話の登場が大きかったと思います。弊社の若
手社員でも、携帯に電話がかかってくると部屋の外に出て
話すので、アドバイスのしようがありません。昔はおせっ
かいな上司が若手の会話を聞いていて、「お前、あの言い
方はないよ」なんて言われていたような気がします。

豊田●確かに。以前はお客さんから電話があってもどんな
会話をしているのかがわかりましたが、今はそれがわかり
にくくなり、上司の指導の機会も減りました。

大黒●では、そういった環境で成長するために、何が求め
られているのでしょうか。
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豊田●以前はモノを売るだけでよかったのが、今は問題解

んで成功していく。そして自信を身に付けて大学に復学。

体的に動くことが求められるようになりました。また、仕

大黒●彼は試行錯誤の部分がすごく役立った。

決が主になり、
「お客さんの課題は何か」を探るために主
事の細分化でやりがいを感じにくくなった中で、自分で手
ごたえを探し、認識する必要も出てきました。さらに、上
司に対しても、うまく時間を作っていろいろなことを聞き
出すような積極性も求められています。
大黒●そういう感じですね。

豊田●日本企業は昔から OJT（＝on the job training）が
強みであると言われていました。会社に入ったら社会人と
しての基礎を教え込むので、あまり大学に期待していな
かったのです。でも今、OJT の力が弱まり、職場に学習す
る環境がなくなりつつあります。

大黒●それくらい変わってきている。

豊田●はい。以前から仕事をするのに必要なのは社会人基
礎力だと言われていました。そして今はその中でも主体的
にアクションを起こす必要が出てきたため、主体性が重要
になってきています。そして、さらに過去の経験から自分
の力を把握できる「自己信頼」や、新しいことにチャレン
ジできる「変化志向・好奇心」
、失敗を人のせいにしない
「当事者意識」
、難しい状況でもきちんと結果を出そうとす
る「達成欲求」などの力も重要になってきています。これ
まで OJT の中で身に付けていたそういった力が、今は会
社に期待できなくなってしまったため、ある程度の力を身
に付けた上で入社しないといけなくなってしまったので
す。

大黒●こういった能力の獲得を大学のキャリア教育でやら
ざるを得なくなってきているのですね。

豊田●はい。くり返しになりますが、主体性がすごく求め
られていると思います。言われたことをその通りするので
はなく、混沌とした状況の中で、
「自分は何をすればいい
か」を探していく。そのために人から情報を引き出すコ
ミュニケーション力が必要になってくると思います。ここ
で若手社会人のインタビュー結果をご紹介します。それぞ
れの大学生活や就職活動について、どういったことが成長
に、あるいは迷走につながったのかを各人のケースを参考
にしながら考えていきたいと思います。

挫折も成長のきっかけに。
大切なのは試行錯誤をすること。

豊田●まずお一人目ですが、彼は大学に入学するもなじめ
ず、一時期引きこもりを経験しました。でも「このままで
はいけない」と、塾でアルバイトを始め、教材作りを任さ
れます。その中で試行錯誤を重ねて教材作りのコツをつか
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自分に合った会社にも内定しました。

豊田●はい。正解がないものを自分なりに考えて答えを導
き出していく、受験勉強とは正反対の学びです。自分の試
行錯誤パターンを見つけられれば、初めての出来事でもど
うすればうまくいくかが見えてきます。そしてもうひとつ
大切なのは、世代の異なる人と交流を持ったことです。彼
がアルバイトをしていた塾の塾長さんは70代の方で、そ
の方が人生の師のような存在になったそうです。同世代と
は考え方が異なる人を受け入れ、対話を重ねる中で、塾長
さんの考え方に共感して影響された。それらのことを通し
て人間的に少し厚みが出た。この一連の経験が、どのゼミ
だったらうまくいきそうかを考えるヒントになり、最終的
に自分に合うゼミを選んで打ち解けられたそうです。
大黒●なるほど。企業選びと同じですね。

豊田●そうです。自分自身がどういう場所だといきいきで
きるのか、どういう場所だとだめなのかがわかってきた。
最初の頃はブランドにひかれて、大企業中心に動いていた
ようですが、就職活動で「環境視点」、どういう人がいて
どういう風土なのかを重視したそうです。

大黒●まあ最初はそこからスタートしますよね。

豊田●彼は大学生活にいいエピソードを持っていなかった
から、エントリーシートを書くのにもすごく苦労したそう
です。そんな中、ある会社の最終面接で、「実は大学の前
期に引きこもりだったんです」と言ってしまった。「そん
なこと言ったら落とされる」と思ったそうですが、その会
社から内定が出た。ある種の自己開示ができて、“彼らし
さ” が面接で出たんだと思います。それが企業側にも伝
わった。

大黒● “素” の学生を知りたいというのが、企業の本音だ
と思いますが、彼はそれを出せたんですね。

豊田●そうだと思います。もちろん、単に引きこもってい
たわけではなく、その間にいろいろな経験をして、最終的
に立ち直って帰ってきました。彼のように「環境視点」を
重視すると、その後意外とうまくいくようです。

大黒●人間関係や社風が合わないのを我慢し続けることは
難しいですからね。では、お二人目をご紹介ください。

用意された成功パターンを
たどるだけでは成長とはいえない。

豊田●次は国際ボランティアサークルでリーダーを経験す
るなど、非常にいい大学生活を送られた方です。しかし、
就職後は迷走している。

大黒●こちらは、よくいそうな学生さんですね。

に何ができて何ができないのかがわからない。さらに、自

できていると本人は思っているのですが、ここで得られた

を任されても「本当に自分がやりたいことではないので

豊田●高校までとは全く異なる経験ですから、いい経験が
体験は、正直なところ成功体験にはなっていないと思われ
ます。メジャーなサークルですから歴史もあるし、何をど
うすればうまくいくかパターンができているからです。

大黒●成功パターンが用意されているということですね。
豊田●それを、
「いい経験ができた」と満足している。

サークルなら年に一度は大きなイベントがあって、それを
乗り越えると達成感が得られますが、意外といい経験に
なっていないケースが多くあります。

大黒●有名サークルの学生さんは特にそうかもしれませ
ん。

豊田●あまりにうまくいきすぎて、痛い目を見ていないの
です。しかも、サークルには考えが似た者が集まるので、
異なる価値観を受容する経験にもなっていない。
大黒●そこにつながるわけですね。

豊田●国際ボランティアサークルですから、
「海外の方と
コミュニケーションをとった」とありますが、異なる価値
観を受容するまでには至っていない。彼は就職活動の際
に、
「ボランティアサークルに入っていたから社会貢献を
したい」と志望して、入社後にそれができると思っていま
した。しかし入社後は上司とのコミュニケーションがうま
くいかず、怒られてばかりだそうです。それは、人と折り
合いをつけながら物事を進めるといった、異なる価値観を
受容する体験ができていなかったからなのではと考えられ
ます。このように、本人が成功体験と思っている部分に落
とし穴がある場合があります。

大黒●そのパターン、けっこう多そうですね。

「失敗は成功の母」。
恐れずに何事にもチャレンジを。

豊田●三人目は、語学を学ぶために外国人観光客の多いカ
フェで三年間アルバイトをしたという方です。最初からい
い就職をしたいと、きっちり計画を立てて過ごした方で
す。こういう学生が最近増えています。就職塾のようなも
のに早いうちから通ったり、エントリーシートに書くため
に海外留学をしたり、使えるネタを探しながら大学生活を
送るようなタイプです。でも、彼は大学生活を功利的に過
ごしすぎた。失敗をしていないのです。

大黒●失敗を避けて一直線にいった感じですね。

豊田●こういうふうに過ごしてしまうと、自分がいかほど
の人間なのかがよくわからないままになってしまいます。
自分は「できる」と感じているけれど、本当のところ自分

分は何をするとすごく燃えるのかもわからないので、仕事
は？」という気持ちがあって、どこか身が入らない。
大黒●それは、チャレンジしていないからですね。

豊田●そうです。リスクを回避しながら生きてきてしまっ

たからです。少しリスクがあることでも、いざ飛び込む
と、結果的に異なる価値観を受け入れたり、自分なりの試
行錯誤サイクルができたりして、自分自身の向き不向きな
どがわかってきます。そういう経験ができてないと、「自
分はなんでもできるはずだ」と、入社後すぐに活躍できる
と勘違いしてしまう。大切なのは、「自分で自分を発見す
る」ことです。

大黒●保護者の皆様がお子様に対して、そういった経験を
促すのは難しいところですね。

豊田●おそらく一番はリスク回避の姿勢です。でも、会社
に入ったら失敗はつきものです。失敗を経験していない

と、自分なりに問題を解決する力は身につきません。ま
た、失敗しても人のせいにしないことも大切です。残念な
がら、現代は人のせいにしやすい社会です。そんな中で、
ある失敗が起こった時に「自分はどうすればよかったの
か」と、我が事として捉えることがとても大切です。これ
に関しては保護者の皆さんがお子様に働きかけられる部分
だと思います。ある失敗が起きた時に、「その時あなたは
どうすればよかったんだろうね」と、我が事として捉えさ
せられるような機会を作ってあげてください。失敗を失敗
として受け入れさせるために、本人に気付かせること。そ
れが人生の先輩としてとても大切な役割だと思います。

大黒●保護者の皆さんは良質な経験や学習ができるように
促すことが大切ということですね。

豊田●経験するのは学生ですので、まずはチャレンジさせ
ることです。学生は失敗が大切だとは、おそらく思ってい
ないと思います。ですから、「失敗は絶対にいい経験にな
る」と、重ねて伝えていただきたいです。先生はなかなか
「失敗しろ」とは言えません。

大黒●だからそういう経験を学生さんにさせるのが保護者
の皆さんのひとつの役割だと思いますね。

豊田●少し前から出てきた「リア充」なる言葉、これは曲

者だと思います。「今が楽しければいい」というのは、失
敗しない、チャレンジしないということです。その状態で
4年間を過ごすのは危ないと思います。

大黒●そうですね。皆様にはお子様にぜひ苦労させてあげ
てほしいと思います。本日はありがとうございました。
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経 済 学 部 長 竹廣良司教授と
ゼミ生による、就職体験談

変化する就職状況の中、
見事内定を手に入れた
竹廣ゼミに所属する8名の学生から、
それぞれの就職活動について
一問一答形式でお話を伺いました。

経済学部長

竹廣 良司 教授
シップ先で出会った社員さんがその後の就職活動をサポートし

小森 雪菜 さん

株式会社 NTT ドコモ

●就職先に求めたものは？

企業理念や方向性に納得できるか、新しい挑戦ができる環境か
どうか、尊敬できる先輩がいるかどうか、の3点です。
●インターンシップに参加してよかったことは？

参加先で新規事業立案という仕事を経験したのですが、それを
きっかけにサービス企画に興味を持ち、その後の就職先選びの
軸になりました。また、ハイレベルな学生の中で自らの力をど
う発揮できるのかを勉強できたことも大きな力に。インターン

てくれたのも助かりました。

●課外活動が就職活動に活かされたことは？

e-sta.（イースタッフ）の代表をしており、企業と一緒にプロ

ジェクトを進める機会も多かったため、企業側の視点で物事を
考える力が養われました。また、プロジェクトはチームで進め
るため、それをまとめる力や、その中で自分がどのような役割
を果たせるのかを常に意識できていたのも大きかったです。
●内定先の企業を選んだ理由は？

興味の幅が広く、ひとつの業種では収まらないと感じたので、
就職後も興味を広げていける内定先に魅力を感じました。
●ご父母や後輩へのメッセージ。

まわりに流されずに、納得がいくまで自分なりの就職活動を続
けることが大切だと思います。

を紹介していただき、その方の勤務先に訪問をして、神奈川県

牧野 奨磨 さん
神奈川県庁

●大学の勉強で役立ったことは？

公務員試験で経済学の知識が非常に役に立ちました。筆記試験
は経済分野の問題が大変難しく、試験間際に諦めてしまう人が
多い中で、その知識を最後まで武器にできたのが強みでした。
●就職活動の悩みは誰に相談しましたか？

関東の自治体に就職しようと思っていたのですが、関西ではな
かなか関東の情報収集ができませんでした。それをキャリアセ
ンターの方に相談したところ、神奈川県庁にお勤めの OB の方
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庁が実施している施策や業務内容、そこで働くやりがいについ
て深く聞くことができました。神奈川県庁の施策に、ゼミで学
んだ企業経済の知識が活かせると感じたことが一番の決定打と
なりました。

●民間企業と公務員の選択で悩んだことは？

公務員試験の一年前から予備校に通って準備を始めました。そ
の頃から民間企業と公務員とで迷うことがないように、3年生

の時には民間企業と公務員のインターンシップに参加して、そ
れぞれのスタンスの違いを理解することに努めました。
●ご家族へのメッセージ。

家族に感謝していることは、幼い頃から働く姿を見せてくれて
いたことです。両親のような立派な公務員になれたらと思い、
公務員を志望するきっかけを与えてくれました。

なく、自ら考えて動いていたことで、学生時代に頑張ったこと

宮澤 帆南 さん

パナソニック株式会社

●試験対策で心掛けていたことは？

エントリーシートを出す際に企業が実施する SPI というテスト
があり、その試験対策を2年生の頃から始めていました。企業

によっては SPI の点数がエントリーシートを通過するための必
須条件にもなるので、高得点を出すために何度も問題集を解い
て結果にこだわっていました。

●課外活動で就職活動に活かされたことは？

アルバイトです。でも、単に与えられた仕事をこなすだけでは

として企業に話すことができました。海外留学にも興味があっ

たので、2年生の時にサマープログラムで留学も経験。留学先
ではボランティア活動に参加したのですが、内定先の企業は挑
戦するフィールドが海外にまで広がっているので、その中で感
じたことを面接で話すことができました。

●就職活動中の悩みは誰に相談しましたか？

自分をいかに印象づけるかが大事だと思っていたので、面接時

の話の伝え方には大変苦戦しました。OB の方や親に話を聞い
てもらいながら、言い回しや表現を磨きました。
●ご家族へのメッセージ。

体力的に辛い時に体調管理をしてくれたり、話を聞いたりして
くれ、自分の考えを整理できたので感謝しています。精神的に

参った時や失敗した時の励ましも、とてもありがたかったです。

きました。
「できない自分」にぶちあたりたくて、失敗がした

芝田 健人 さん

株式会社クリーク・アンド・リバー社

●大学での学びが就職活動に活かされたことは？

かったのです。結果、その経験が就職活動でも活かされました
し、様々な人たちに会い、色々な働き方を見たことで、働き方
が一つではないことに気付かされました。
●有名企業以外を選んだ理由は？

企業の規模よりも「やりたいことがあるか」
「挑戦できるか」
を軸

に決めていました。自分がその会社に入って、働く姿を想像でき

就職活動で一番感じたのは、経済学はもちろんですが、そのプ

る企業、
また将来性があり挑戦を好んでくれる企業に決めました。

とでした。何を選んで何を学ぶかで自分の価値が変わります

説明会などで遠方に行くことが多かったのですが、両親は積極

ラスαである一般教養が自分の価値観や考え方を築くというこ
し、深みのある人間になるために一般教養の必要性は常々感じ
ていました。

●課外活動で就職活動に活かされたことは？

サマープログラムで北京へ行き、その後、派遣留学で香港に行

●ご父母や後輩へのメッセージ。

的に行かせてくれ、感謝しています。多少衝突もしましたが、
最後には私の決断を支持してくれました。就職活動には失敗も
成功もないと思うので、自分なりに活動を進めていけばいいと
思います。

経済学部には学生プロジェクトという、受け身な独学ではでき

柴田 雅裕 さん
福岡銀行

●情報収集で工夫したことは？

プレエントリーが始まる時期や就職活動の情報をゼミの先輩に

聞いたり、四季報や有価証券報告書、株主向けの資料で、企業の
良いところをたくさん集めました。それを面接のときにアピー
ルできるようにして、福岡銀行から内定をいただきました。将
来どのように生きていくかが設計しやすく、転勤せず同じ場所

で過ごせることが、
地元である九州への就職を決めた理由です。
●課外活動で就職活動に活かされたことは？

ないような、自分たちがやりたいことを応援してくれる制度が
あったので、せっかくなら、と参加したのですが、“主体性” と

いう壁に何度もぶつかりました。そのような経験があったから
こそ、学生生活で頑張ったこととして面接時に話すことができ
ましたし、地域経済に興味があり、地域密着で働きたいという
自分の理念を、活動を通して一致させることもできました。
●ご父母や後輩へのメッセージ。

佐賀県出身の私の親は、関西の企業の内定を喜ばなかったので
少し不満でしたが、就職活動に必要だろうとタブレット買って
くれたり、お金を振り込んでくれたりと金銭的なサポートをし

てくれたので助かりました。離職の原因になることもあるの
で、あまりまわりと比べることなく、最後の意思決定はぜひ学
生さん自身に任せてほしいと思います。
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ど、様々な媒体を使って情報を収集しました。

田中 希実 さん

株式会社 Atrae（アトラエ）

●就職活動で心掛けていたことは？

どういう人生を送りたいか、どういうワークライフバランスで
働きたいかを念頭に活動をしていました。
●事前の情報収集で工夫したことは？

2年生の時に3年生のふりをして説明会に行ったり、OB 訪問先

で人を紹介してもらって会いに行ったり、SNS で気になる企業

に勤めていた人を探して直接メッセージを送って実情を聞いた
りしました。転職サイトで、気になる企業の転職理由を見るな

●課外活動で就職活動に活かされたことは？

留学したり、活発なゼミに入ったり、自分ができなさそうなこ
とにあえて飛び込んでみたことが自信につながりました。どう
生きたいのかを常に求めながら自己決定を繰り返し、自分の考
えをもって学生生活を送ることが一番いい活動だと思います。
●有名企業以外を選んだ理由は？

仕事、家庭、お金。何に重きを置いて自分を表現するかで幸せ
は変わると思うので、自分が納得して入ることができれば、有
名であろうが無名であろうが関係ないと思います。
●ご父母や後輩へのメッセージ。

大切なのは、本人がどれだけ納得のいく就職活動ができたかで
す。そのためには早くから動くことが大切なので、ちょっとし
た隙間時間を有効に使うことが鍵だと思います。

職活動でも社会人としても最も大事なことだと思います。

龍田 彰子 さん

国立大学法人京都大学

●課外活動で就職活動に活かされたことは？

サークル活動では社会人の方と共同で企画をしました。
これを通
じて、問題を先回りして考えることと、単発のイベントではなく
長期的に事業が進むことの大切さを学びました。また、
私は本来

ならばインターンシップの時期に留学したのですが、
留学先では

●内定先を選んだ理由は？

自分のやりたいことが十分にでき、
色々なことを吸収できたので、

性があり、社会性が高いところが社会の役に立つのではと思い

●ご家族へのメッセージ。

大学は学生や教員、他大学や企業など、多くの人と関わる可能

興味のあることに一生懸命取り組むことが大切だと感じました。

志望しました。

私の良いところを親目線で教えてくれたことが助かりました。
交

経済学部で学んだ理論的な思考力は、就職活動にも活かされま

関しても、一方的に意見を言うのではなく、学生さんの話をぜひ

●大学での学びが就職活動に活かされたことは？

した。また、私は英語の授業を他の学生の2倍受講していたの
ですが、そういった何事にも興味をもって吸収する姿勢は、就

通費などの金銭的な支援も否定せずにしてくれました。
就職先に
聞いてあげてほしいと思います。途中でくじけそうになった時

も、前向きな応援で支えてくれたことにとても感謝しています。

のですが、海外インターンシップを経験したことで、就職活動

樋渡 喬俊 さん
株式会社クラレ

●就職先に求めたものは？

ものづくりに携わりたかったので、B to B の企業で、日常的に
海外と関わりをもって仕事ができ、個人の裁量権が大きいとこ
ろを選びました。

●インターンシップに参加してよかったことは？

自分のキャリア観やどんな仕事に就きたいかを仮説検証しよう
と思い、休学して9ヶ月間インドの地場企業のインターンシッ

プに行きました。もともと海外で働きたいという希望があった
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でも納得のいく進路選択ができました。

●課外活動で就職活動に活かされたことは？

目上の人と積極的に話すことと、環境を変えて生活することで
す。海外でのインターンシップや、大学2年生からの一人暮らし

をしたことなどが、自分の価値観や考え方に影響を与えました。
●内定先を選んだ理由は？

当事者意識をもって事業に取り組める企業だと感じたからで

す。海外展開が広く、世界を舞台に仕事ができるところも魅力
でした。

●ご家族へのメッセージ。

両親が私の就職活動に関して何も言わなかったことは本当に感
謝しています。すべて事後報告で良いという姿勢が一番ありが
たかったです。

就職説明会に参加して

11 月 3 日（火）に行われた講演会を聴講された

ご父母の方々から、当日のご感想をいただきました。

２年生

西野

幸枝

様
４年生

松浦

糸未

様

３年生

林

りか

様

から参加させて頂いていました。今の時

たいという思いで参加させて頂きました。

職活動について、不安に感じ理解を深め

毎年のようにスケジュールが変わる就

きく変わるということもあり、親として

代は親に向けた就職説明会が有るの と

講演では、不安に感じていたどのタイ

年次生の秋

何かアドバイスできることがあればと思

少し驚きましたが、多くの事を教えて頂

ミングで、どのような準備が必要なのか、

就職説明会には、息子が

い、参加しました。２０１６年卒大学生

き、参加して本当に良かったと思いまし

就職活動のスケジュールが今までと大

は、前例がないので就活も大変であった
た。

の具合など気付いたら指摘してあげて欲

の汚れや、衣服のしわ、ほつれ、お化粧

就活で大事なのは第一印象なので、靴

くまで何年かかかりそうな気配です。

ジュールが変更となり、まだまだ落ち着

も と 思 っ て い た ら、来 年 度 も 就 活 ス ケ

のことで、親としての失敗談も含めた貴

大黒様は自らが就活生の娘様をお持ちと

も具体的で身近なお話でした。講演者の

業の動きと学生の就職活動。等々、とて

生の就職状況。新スケジュール元年の企

学生へのアプローチの仕方の変化、学部

就活スケジュールの変更や企業側から

参考になりました。まだ大学生である先

就職活動体験談を伺うことができ、大変

また、第２部で、先輩学生の皆さんの

話が印象に残りました。

ライフプランのスタートであるというお

内定を頂くことがゴールではなく、長い

明いただきました。そして、就職活動は、

るかのように頼もしく感じました。すぐ

しいとのことでした。親として気を付け

竹廣ゼミ生の就職体験談では、いつか

に子どもとのコミュニケーションツール

輩方が、もう社会人として活躍されてい

の声にあった励まし・癒し・心の支え・

らどのように動いたのか、親から言われ

謝致しております。

親子ともども実り多い時間となり、感

いうことも強く感じました。

して見守るという応援の姿勢が大切だと

味深く参考になったようです。親は信頼

聞き役になってくれたということが、少

お陰様で我が家では、息子のお腹を満

とさせて頂くことができ、先輩が目標に

りました。皆さん自分に自信を持ち、多

たし、経済面サポートし（スーツ、靴、

て辛かったこと・嬉しかったことなど、

くの人の前で堂々と自分の意見を述べ、

鞄、交 通 費 ）、あ れ こ れ 口 出 し し た り、

しでもできればと思いました。就職体験

大学の授業や、ゼミを通してこんなにも

干渉したりせずに済み、息子の意思を尊

向かって努力された体験談は、とても興

成長することができるのかと感心しまし

重することもでき、無事に就活を終える

具体的な生の声が聞けてとても参考にな

た。
自分の娘も充実した大学生活を送り、

ことができました。ありがとうございま

談では、
就活を終えたばかりの学生の方々

自分の意見を自分の言葉で表現できるよ

した。

り、良かったです。

うになってくれたらと思います。

の貴重な意見を聞くことができ参考にな

重な体験談を伺うこともできました。

⁈

てあげたいなと思います。後は、就活生

タイムスケジュールをわかりやすくご説

と思います。それを踏まえて来年度以降

3
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【ゼミ紹介】

＜奥田ゼミ＞
研究内容：

職人のものづくりの実態把握

う。それらはいい目つきや顔つきとなって現れ、経験に基
づく言葉には迫力が出てきます。それらは将来、大学を卒
業したあとに生きてくるだろうと考えています。
＜２年生＞

勉強だけでなく娯楽も全力で楽しむのが奥田ゼミです。

２年生では、鷲田清一著『京都の平熱』と永六輔著『職
人』という２冊のテキストに沿って、ディスカッションや

当ゼミの研究テーマは、
「ものづくりの実態を把握し、
教育講演会

学生自身を取り巻く現代社会のあり方について自らの体験
を通して理解する」ことです。具体的には、京都の職人さ
んや老舗の方々に聞き取り調査を行い、
「グループワー
ク」と「フィールドワーク」を軸に研究を進めます。「グ
ループワーク」は、大体６人１グループで調査・ゼミ発
表・卒業論文の執筆までを実施。「フィールドワーク」
は、ゼミの時間外に学生自身で取材先にアポイントメント
を取り、直接話を聞きに行きます。
学生プロジェクトは経済学部独自の制度で、学部生の自
発的な学習と研究の支援・促進のため、学生の要望に基づ
いて補助が行われます。その内容としては、調査旅費や講
演会講師への謝礼など、活動に対して比較的柔軟に利用す
ることができます。昨年度、当ゼミは「過去から今へと変
化する職人の人生とものづくりに対する思い―次世代の新
たな可能性について」というテーマで、京都の和菓子職人
や、高知県いの町の和紙職人の方に調査を実施し、ものづ
くりを支える職人のつながりや、地元文化の継承と発展、
仕事に対する誇りなど、現代のものづくりを取り巻く環境
について学びました。
当ゼミの目標の一つは、フィールドワークを通して感覚
を磨くことです。最近は外に出ずに調べられる便利なもの
が多くありますが、実際に職人さんに会うことで、その生
き方に触れ、プロの迫力を吸収させてもらうことも狙いで
す。一般論をフィールドワークで積み上げてきた調査デー
タに基づき検証していく作業は、研究している業界の全体
像や京都のイメージなどを自分たちなりに構築することに
つながります。
主な活動の流れとしては、２年生の間はとにかく遊んだ
り本を読んだり、簡単なフィールドワークの練習を通し
て、仲間を知り、視点を増やして、プレゼンに慣れていき
ます。３年生ではフィールドワークを重ね、業界全体を視
野に入れます。そして４年生では、問題を絞り込み、統計
データを用いながら卒業研究を執筆します。
当ゼミでは、
「度胸」や「コミュニケーション能力」、
「経験を通して自分で考える力」などが身に付くでしょ
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フィールドワークを展開。各班で京都市内のエリアを分担
し、実際に町を歩きながら京都の町について探ります。メ
ンバーで食事をしたり報告の準備をしたりと、仲間との絆
も深められます。調査結果はゼミで発表。教員やクラスメ
イトからの指摘を参考に、次回の発表につなげていきま
す。

＜３年生＞

３年生では、具体的な研究対象を絞って調査を行いま

す。具体的には、職人さんにアポイントメントをとって聞
き取り調査を行い、その結果を整理してゼミで発表。その
中で新たに課題を見つけては調査対象を拡大し、データを
収集・分析して、卒論につなげるという流れです。
たとえば、「日本酒」を研究対象としているグループで
は、実際に酒蔵に行ったり、居酒屋さんに商品を卸してい
る卸売業者さんの配達を手伝ったり、日本酒の原料である
お米を調べに田植えや稲刈りを手伝いに行くこともありま
す。また、杜氏という日本酒の製造責任者の方にお話を
伺ったり、和食が世界文化遺産になったことを受け、各種
の日本酒イベントに出かけたり、統計データをとったりす
ることもあります。それらの活動から収集した情報をベー
スに、卒論研究としてまとめていきます。
＜４年生＞

４年生では、２～３年生までの活動で蓄えてきた情報と

体験をベースに卒業研究を執筆します。今年度の４年生の
卒業研究は、「楽焼における伝統の継承と現代」、「宇治茶
の流通の発展と生産の課題」、「和菓子の技術伝承の現在的
変容」、「女性職人の活躍とその現代的理由」の４つがテー
マでした。一般的な議論をフィールドワークを通したルポ
ライティングで検証するという姿勢が、すべての班で共通
しています。

＜和田ゼミ＞
研究内容：

ビジネスプランの作成、
行動経済学
当ゼミの主なゼミ活動は「ビジネスプランの作成」で、
現在の３年生は「行動経済学」をメインに学んでいます。
経済学部にはビジネスプラン大会といって、学生が企画
作成能力やプレゼン能力を磨き、発表する場があります。
第一線で活躍する経営者の方々を前にプレゼンを行い、直
接アドバイスを受けられる貴重な機会です。経営者が100
人いれば、経営スタイルは100種類あり、ビジネスプラン
に対する評価も100通りの答えがあります。当ゼミでは、
多種多様なビジネスプランを通して様々な価値観に触れて
もらうことを狙いとし、学生には大会に出て多くの人の意
見を聞き、そこから自分自身の価値観を磨いて欲しいと考
えています。
当ゼミは、卒業後の学生が経済学を使って社会とどう関
わっていくのか、という点を重視しています。ビジネスプ
ラン大会に出場するのも社会に出るための準備の一つで
す。また、同志社大学には留学生もたくさんおりますの
で、その方々と一緒に勉強してもらう機会も作り、様々な
人と接点が持てるようにも配慮しています。大切なのは自
分たちで発信すること。ゼミ活動のキーワードは、学生の
主体性です。学生にとっては非常に難しいかもしれません
が、勉強する時は勉強して、そのほかは大いに遊ぶのがゼ
ミ活動の大切な点だと考えています。卒業してからゼミ生
で集まった時に、どちらも一生懸命取り組んだからこそ味
わえるものが必ずあると考えています。
＜４年生＞

ゼミ生を代表して、当ゼミの活動内容をご説明します。

ゼミが確定するまでの基本的なスケジュールですが、２年
生の９月にゼミ選考があり、10月にゼミが決まって講義
が始まります。
私たちがゼミに入って最初の授業は、先生から渡された
経営に関する基本的な用語の解説資料を見ながら、それら
をゼミ生に対して説明するというものでした。２年生の
12月から１月にかけては、自分たちのアルバイト先を
SWOT 分析や競合他社分析にかけ、それぞれの「弱み」
や「強み」を分析して発表。これらは、３年生でビジネス
プランを作成するための基礎知識やプレゼンテーション能

力を身につけるために有効でした。
３年生の４月から７月は、留学生との合同授業があり、
日本の企業や京都の企業について研究しました。夏休みに
はビジネスプランの内容をゼミ生で話し合ったこともあり
ました。９月から11月にかけては、夏休みに出た案を具
体的な企画書にしてコンテストに提出。11月から12月は
コンテストの本番で、一次選考や二次選考を通過すると、
本選で実際に経営者の方々の前でプレゼンを行います。そ
の後、４年生は卒業論文の作成に取り組みます。
私たちが行ったビジネスプランを例に挙げると、「新規
性・優位性」と「社会貢献性」を最重要課題としてプラン
を立てました。具体的には、外国人観光客が地方にも足を
運ぶための情報を提供するという事業で、成田空港や関西
空港にブースを設置し、訪れた観光客の方々が、お店の情
報を登録したタブレット端末から必要な情報を選び、その
場で印刷して冊子にするというプランです。必要な情報だ
けをまとめることで、思い出として持ち帰ってもらえると
ともに、自国で次の訪日計画に活かして欲しいと考えて作
りました。このプランの「新規性・優位性」は、現在発行
されているフリーペーパーの多くは日本人向けで、外国人
観光客向けのものは少ないという点です。また、継続して
日本に来ていただくための情報を提供するという点が他誌
とは異なる優位性です。
このビジネスプランを実現するために、市場性や収支な
ど、実現方法を具体的に立ててプランを提出します。大会
当日、経営者の方々から現実的な視点で評価され、厳しい
言葉をいただくこともありましたが、直接お話を伺う機会
が少ない方々に、提案したプランに対して真摯に言及して
いただけことは非常にありがたく感じました。
ここまでの説明では非常に真面目なゼミかと思われるか
もしれませんが、決してそれだけではなく、「課外活動」
も重視しています。当ゼミはプレゼンの準備に負けないく
らい、運動会やクリスマスパーティーなどの企画にも熱心
です。２年生から４年生まで参加する恒例の忘年会もあり
ます。このような活動をしていますので、興味を持ってい
ただければと思います。

【ゼミ紹介】

＜新関ゼミ＞
研究内容：

企業分析、行動ファイナンス

は、個人株主への株主優待では、お菓子よりも金券を与え
た方がいいということを論文に組み入れることになりまし
た。
当ゼミが注力しているのは実証分析と企業研究です。当
ゼミはこの点を評価され、数々の賞を受賞してきました。
実証分析を行うことには、主観的な考えを客観的な事実に
変える意味があります。私たちが仮説を立てる時は、すべ

当ゼミの専攻は「企業分析」と「行動ファイナンス」で
す。主な活動内容としては、三大学合同ディベート大会、
行動ファイナンスの実習、日本経済新聞社主催の STOCK
リーグの三つがあります。
STOCK リーグとは、日本経済新聞社と野村グループが
共同で主催している学生の論文大会です。その内容は、
独自に企業を選定し、自分たちの投資テーマにあわせて
仮想資金の500万円を投資するというものです。いくら
儲けたかではなく、実際に起きている経済の問題や株式
投資について十分に理解できており、それを論文に組み
込めているかや、ポートフォリオに独自性があるかが評
価されます。このために、経済誌や新聞を読み、日本経
済の問題や今後どういう企業が優勢になるのかをチーム
で考え、その仮説が本当に正しいのかを実証分析で証明
します。
今年度、私たち４年生は五つの班に分かれ、人材開発や
IT 投資、個人株主、健康経営、地域活性などをテーマに
STOCK リーグを進めました。例えば、昨今、貯蓄から投
資に向かう流れの中で、個人の株式投資が盛んになるので
はと言われています。そこで、個人株主を意識した活動を
している企業が、今後の日本経済を支えるのではないかと
いう仮説を立て、実証分析によって、客観的な数値にしま
す。
投資する企業の選定には定量面と定性面、つまり数値
以外の事象も参考にします。定量面では、個人株主向け
の活動をするための資金力があるのか、財務指標を参考
にします。定性面では、例えば TVCM を流せば個人株主
が増えるのではないか、というような予測を立てます。
様々な指標から20社を選び、その企業に投資を行いまし
た。
行動ファイナンスについて簡単に説明すると、人間の心
理を経済学に融合させて考える理論のことです。例えば、
経済学の理論でいえば、5000円分の金券と5000円分のお
菓子セットは同じ価値です。しかしアンケートを取ると、
実際には金券の方が満足度が高く、同じ価値のものでも満
足度に差があることがわかります。この結果から私たち
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て「○○だろう」という主観的な考えですが、実証分析を
することによって、「何％の確率で○○である」と言い切
ることができます。
また、実証分析のもう一つの意味は、経済理論を実際の
経済に当てはめることができることです。経済には理論が
たくさんありますが、それが現実の経済で成り立っている
かは、過去のデータから数値を拾い、分析することによっ
て検証できます。さらに、企業研究では、先に選んだ20
社が本当に私たちの仮説に合っているのかを企業名や企業
コード、主な事業内容などから調べます。これは STOCK
リーグで役立てられるだけでなく、就職活動にも大いに役
立ちます。
また、当ゼミは外部からの評価も取り入れており、昨
年、一昨年は慶應義塾大学に赴き、教授や学生から様々な
意見を聞いた上で、それらを STOCK リーグの論文に反映
しました。他大学の教授や学生とディスカッションするこ
とで、論文の精度が高まりました。
このように、実証分析や企業研究を綿密に行い、外部の
評価も取り入れることによって、当ゼミは約700のチーム
の中から大学部門の一位となる「大学部門賞」を２年連続
で受賞することができました。そして、昨年も、一作品が
大学部門で二位となる「敢闘賞」や、30チームほどが選
ばれる「入選」に５チームすべてが選ばれ、一連の取り組
みが評価されていると感じました。STOCK リーグを通し
て、経済の事象を細かく見ていく分析力と、論文を書く力
を学んでいます。

＜岸ゼミ＞
研究内容：

エコロジー経済学

になります。かなり大変な作業ですが、ゼミ生は楽しみな
がら取り組んでいます。
私たちの活動は一次産業に偏っているという印象があり
ますが、そうではなく、二次産業、三次産業につなげるこ
とも意識しています。シイタケを例に説明すると、里山に
生息しているコナラの原木をノコギリで切り倒し、そこに
シイタケの菌を打ち込んで、生産・販売につなげていま

当ゼミは主にエコロジー経済学について学んでいます。
本日は里山きゃんぱすの活動内容を中心に説明させていた
だきますが、決して里山だけで活動しているわけではあり
ま せ ん。日 々 の 座 学 は も ち ろ ん、８ 月 の IAESTE 環 境
フォーラムや12月の五大学環境交換セミナーでは、論文
の発表も行います。特に五大学環境交換セミナーでは、京
都大学、慶應義塾大学、一橋大学などの五つの大学で論文
の発表を行い、各大学の教授の方々に論文の講評をいただ
いて卒業論文につなげていきます。
里山きゃんぱすについてですが、これは私たちが活動し
ているフィールドの名称であり、決してその場所に校舎が
あるわけではありません。場所は、奈良県生駒市高山町
で、同志社大学の京田辺キャンパスから車で15分ほどの
ところにあります。毎週日曜日に、バスや徒歩などで通っ
て活動しています。
里山とは、そこに暮らす人々の生活と密接に結びついて
いる山林のことで、人と自然が共生する場所です。私たち
はこの里山に持続可能な社会のモデルを見出すために活動
を展開しています。
里山きゃんぱすについて知っていただきたい背景が二つ
あります。一つは、奈良県生駒市高山町についてですが、
ここはオオタカの生息地であり、茶道で使う茶筅の発祥地
として有名な場所です。しかし、里山の衰退により、近年
ではオオタカの生息数の減少や、良質な竹が生産できなく
なっている現状があります。
もう一つは、里山きゃんぱすが関西文化学術研究都市高
山第２工区にあるということです。高山第２工区は宅地開
発予定地として買い上げられましたが、バブルの崩壊で計
画が頓挫し、耕作放棄地になりました。この間に植生の変
化や生態系が壊れるという状況が起きました。これが当ゼ
ミが活動することになった経緯です。
里山保全活動の目的は、里山の価値の再発見と新たな経
済的価値を見出すことです。また、専攻科目としてエコロ
ジー経済学を学んでいますので、それに関連づけた学習も
行っています。活動内容は、４月から11月は稲作や畑作
を中心とした活動、11月以降は雑木林の整備と林業が主

す。里山の活動を開始してから約10年が過ぎました。当
初は耕作放棄地ということもあり、土地を開拓する方に力
を入れていましたが、最近では整備も進み、他団体との連
携にも力を入れています。環境教育という面では、地元の
小中学校と協力して、食に関心を持ってもらうためのイベ
ントを行っています。また、山遊び制作委員会という里山
の芸術利用を目的とした劇団と、2015年10月に野外演劇
も開催しました。
里山でとれた収穫物は商品としても販売します。品目
は、にんにく、大納言小豆、タバスコ、千枚漬け、丹波黒
など。主に経済学部父母会の講演会や、今出川キャンパス
の地元の朝市である西陣マルシェなどで販売しています。
また、烏丸今手川のお菓子屋さんと協同して商品を販売す
る予定もあり、小麦粉を使ったケーキやクッキーを販売で
きるよう計画を練っています。
最後に、今後の目標ですが、私たちの活動は今のとこ
ろ、岸ゼミだけの活動となりがちです。しかしそうではな
く、里山の活動を経済学部全体の活動にしていくことが目
標です。その中では、経済学部学生スタッフ（e-staff）や、
経済学部の他ゼミとの協力がとても重要になります。そう
いった協力を得てこそ、商品開発や、それに基づいた生産
につなげることができると考えるからです。
本日、会場の入り口前で、里山きゃんぱすでの収穫物を
使った商品を販売しています。今日の目玉商品はタバスコ
ソースです。また、千枚漬けは京漬物専門店から学んだ漬
け方に独自の工夫を加えたもので、とてもおいしいです。
本日の講演を聞いて共感していただけた方や、少しでも興
味を持っていただけた方がいらっしゃいましたら、お越し
いただけたらと思います。ご清聴ありがとうございまし
た。

（岸ゼミ４年西山恭平）

【若手卒業生と指導教員による対談】

「学生時代と社会人の今」
竹廣ゼミを卒業し、各分野で活躍されている

５名の若手社会人の方々にお越しいただき、

経済学部で学んだからこそ得られた経験や考え方、

さらには卒業後の生き方について一問一答形式でお話をお聞きしました。

■開催日

2015 年 11 月 23 日 （月）
■開催場所

同志社大学寒梅館ハーディーホール

■講演者

竹廣 良司 氏

（同志社大学経済学部長・教授）

伊林 浩和 さん（第一三共株式会社）
宮本 佳奈 さん（同志社大学）

福田 有以 さん（永大化工株式会社）

後藤 麻友 さん（イオンモール株式会社）
笠木 彩可 さん（オムロン株式会社）

平松 雅矢 さん（経済学部竹廣ゼミ２年生）
■司会進行

中山 真 氏
中原 誠 氏
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（株式会社 WMcommons）
（同上）

し、それを判断基準に、今後どのように進めばいいのかを考え
ました。

伊林 浩和 さん
第一三共株式会社

●就職活動中と就職後では、内定先のイメージは変わりました
か？

入社する前に内定先の方々と交流する機会が多くあったので、
特に大きなギャップはありませんでした。しかし、医薬品は予
想以上にカタカナ語が多く、覚えるのが大変でした。

●経済学部での学びで、社会に出て活かされたことは？

●就職活動の期間はどのくらいですか？

３年生の夏頃から、志望する企業のインターンシップに応募し

一つの課題に対して肯定派と否定派に分かれ、相手の主張の非

ていました。インターンシップは会社の概要だけではなく、社

論理的な部分を指摘しながら自分たちの主張の正しさを伝える

内の方と触れ合える貴重な機会となります。就職活動のスケ

ディベート大会では、論理的な思考が養われました。現在は

ジュールが変動し難しい面もあるかと思いますが、志望する会

MR として、医療従事者の方へ医薬品の適正使用情報を伝える

社があれば出来る限り参加されることをおススメします。

仕事をしています。論理的に説明する基礎力をディベート大会

●志望業界を決めた理由や、志望先が見つかった時期を教えて

で学んだので、根拠をベースとした情報提供活動に非常に役に

ください。

立っていると感じています。

将来やりたいことを考え始めたのは３年生の夏頃で、その頃か

●就職活動を進める上で、どのような判断基準を持っていまし

ら自己分析を始めました。自己分析の結果、自身が医療業界に

たか？

最も恩恵を受けていたことに気付き、この業界を志望すること

就職活動では、自分を振り返るための冊子を活用しました。自

にしました。その後は学内外のセミナーに参加し業界への知識

分はどんな人間なのか、何に一番興味があるのか、まわりの人

を蓄え、最も将来性と人間性に魅力を感じた第一三共を志望先

からどんな風に見られているのかなどを主観的・客観的に分析

として決めました。

りの視点を持って働けるのではないかと考えていたからです。
●就職活動中と就職後では、内定先のイメージは変わりました

宮本 佳奈 さん
同志社大学

か？

大学職員は教員や学生と直接的に関わる職業だと思っていまし
たが、私の所属する財務部は間接的に関わることが多く、この
点にギャップを感じました。また、大学職員は学生・教員の利
便性だけではなく、実際は大学の経営の視点から、「これは効
率的なのか」、「費用対効果はあるのか」などを考えながら業務

●経済学部での学びで、社会に出て活かされたことは？

を行う必要があるということもその一つでした。その点におい

ゼミ活動では、企業のブランド価値を向上するための対策など

ては、経済学部で養った経済学的な視点は、とても役に立って

を考え、実際に企業にヒアリングを行いました。また、学生プロ

いると思います。

ジェクトにも参加し、女子学生が生き方を考えるきっかけにな

●志望業界を決めた理由や、志望先が見つかった時期を教えて

ればと、女性社会人と女子学生が交流できるパネルディスカッ

ください。

ションイベントも開催。社会人の方をお招きしてご自身の生き

就職活動の軸が見つかったのは３年生に入ってからです。きっ

方について話していただく機会を作りました。学生プロジェク

かけは、学生プロジェクトで行った女性社会人と女子学生の交

トではグループで活動することが多かったので、
組織で働く今、

流イベントでした。
「自分もこんな生き方をしたい！」という

社会人としての基本を学ばせてもらったと感じています。

憧れの方と出会い、そのような生き方ができる企業を志望先と

●就職活動を進める上で、どのような判断基準を持っていまし

して選ぶことにしました。最終的に内定をいただいた企業を見

自分の大好きな場所で働きたいという気持ちがあったので、

て決断しました。最初は選択肢を幅広くし、最終的に的を絞っ

たか？

「好き」という気持ちが基準でした。好きだからこそ、自分な

比べた時に、“自分らしく働けるのはどこか” という視点をもっ
た感じです。
DOSHISHA UNIVERSITY
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はじめの頃は軸が非常にぶれていたため、志望先が決まらず、
一
旦就職活動をやめてアルバイトをするなどして自分を見つめ直

福田 有以 さん
永大化工株式会社

しました。塾講師のアルバイトをしていたのですが、
勉強を教え
る仕事だけでなく、
コピーをとったり書類を整理したりする雑務
の重要性を意識していたので、
サポートする方が向いているので
はと、
総合職から事務職へ志望を転向。
すると、
スムーズに内定が
決まったので、自分の選択は間違っていなかったと思いました。

●経済学部での学びで、社会に出て活かされたことは？

●就職活動の期間はどのくらいですか？

約10ヵ月です。私は休学したため１年遅れで就職活動を行っ

英語の授業は TOEIC の点数で振り分けられるのですが、私の

ていたので、３年生の12月に情報解禁、４年生の４月から面

クラスはテーマに関する英文を作ったりと、自分から発信する

接というスケジュールで動いていました。現在は３月に情報解

ことを意識づけられる良い機会でした。もっと英語を話した

禁、８月に面接となっていますが、８月から動き始めると、行

かったので１年間休学し、カナダに語学留学へ。また、学生プ

きたい企業の選考は気がつくと終わっていることもあるので、

ロジェクトでは地域活性化につながる活動を行ったりと、興味

早めの対策が大切だと思います。

のあることには積極的に挑戦していました。現在は仕事と家庭

●志望業界を決めた理由や、志望先が見つかった時期を教えて

の両立で大変ですが、学生時代に様々なことを並行して行って

ください。

いたこともあり、今でも上手に折り合いがつけられています。

３年生の春から自己分析を始めましたが、面接がうまくいかな

同志社大学にはしたいことをさせてくれる環境・風土があり、

かったので、４年生の夏頃、自分自身の「売り」を発見し、そ

そんな環境に支えられ、今の自分があるのだと思います。

こから志望先を絞りました。向き不向きや好みは過去の経験か

●就職活動を進める上で、どのような判断基準を持っていまし

ら理解できると思うので、これまでの自分自身を振り返りなが

たか？

ら、自分は何がしたいのかを考えてみればいいと思います。

のに目を向けて就職活動ができたのは、ゼミのおかげだと思っ
ています。

後藤 麻友 さん
イオンモール株式会社

●就職活動をする上で、どのような判断基準を持っていました
か？

仕事は長く続けたいので、第一は興味があること。また、地域
経済とつながりがあり、形として残っていく仕事であることも
重視していました。

●経済学部での学びで、社会に出て活かされたことは？

●就職活動中と就職後では、内定先のイメージは変わりました
か？

社内外でのプレゼンや交渉などが多い仕事なので、人前での発

専門店の方々と話をしながら売上アップ策について考えていく

表が多かったゼミで「伝える力」を磨いた経験は役に立ってい

以外にも、お客様目線・お客様からのご意見を活かしたプロ

ると思います。また、ゼミでのパネルディスカッションで多く

モーション企画・立案や、各企業様との交渉事に若いうちから

の企業の方々の考えを聞いたことが、自分から新たに発信して

携わるとは思ってもいませんでした。

いく世界に興味を持つきっかけにもなりました。その後、海外

●志望業界を決めた理由や、志望先が見つかった時期を教えて

インターンシップにも参加したのですが、海外や日本の働き方

ください。

を考え直す良い機会になりました。イオンモールは海外進出に

１～２年生の頃は、学んだり遊んだりして経験を積むことに重

積極的な企業なので、海外インターンシップの経験とあいまっ

きを置いていたので、自分なりの軸を決めたのは就職活動を始

て、入社を考える機会にもなりました。また、学生プロジェク

めた３年生の時でした。地域に密着したまちづくりに携わるこ

トでは同志社大学をイメージしたロールケーキを開発し、マー

とができるビジネススタイルと、人との出会い・繋がりを様々

ケティング活動やお客様へのヒアリング、予算の管理等を通し

な場面でもつことができそうな点に、ワクワクした気持ちを持

て考える力が身に付きました。固定概念に捉われず、様々なも

ち続けて仕事に取り組めると思ったからです。
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したので、経済学部での取り組みは非常に役に立ちました。
●就職活動をする上で、どのような判断基準を持っていました
か？

笠木 彩可 さん

結果的に “楽しい” と思えることが判断基準でした。入学前は

オムロン株式会社

教職と理系の二つの分野を目指していて、中学と高校の教員免
許も取得したのですが、理系の世界への憧れが捨てきれず、理
系の授業に潜りこんだり、身近な教授からロボットの話を聞い
たりするうちに夢がふくらみ、理系に進むことを決意。将来は

●経済学部での学びで、社会に出て活かされたことは？

家庭と仕事を両立させたいと考えていたので、福利厚生が整っ

ゼミでは企業経済を中心に学び、
企業分析や毎週のように行われ

ている大企業で、女性を受け入れてくれるところを探しまし

るプレゼンに向けて資料を作ったりしていました。現在の仕事

た。私は理系の技術者にずっと憧れを抱いており、彼らにヒッ

は設備投資に関わる営業なので、
その活動は役に立っています。

トする商品を作りたかったので、開発に投資できる資金力があ

また、オムロンの上海工場でのインターンシップにも参加し、

ることも就職先を決めるための判断材料でした。

「現地」で働く方にお会いし生産現場を見学させていただいたこ
とが、仕事の中では海外が関係する案件で活かされました。具体

●志望業界を決めた理由や、志望先が見つかった時期を教えて
ください。

的には、
長年競合商品を採用しているヨーロッパのお客様が来日

入学してから就職活動を始めるまでは、その時々に興味のある

された際、
自社商品の良さをお伝えするとともにご採用いただく

ことに全力で取り組んでいました。自分自身の軸が見えてきた

ための障壁を確認するため会いに行き、
現地の営業担当者と一緒

のは、就職活動を始めた３年生の頃。文系出身の女性がメー

にお客様のご期待に沿うように活動したところオムロンをご採

カーに就職することは厳しい状況でしたが、多くの面接を受け

用いただけたことです。学生時代から海外に関われていたこと

る中で、その時の運と過去に取り組んだ活動とがうまく結び合

が自信になり、
実際のビジネスでも結果につなげることが出来ま

わされ、内定につながりました。

●質問コーナー

竹廣教授と卒業生に聞く、就職活動一問一答

■質問１

でその仕事を始められるわけではありませんよね。入社したら

帰国後、勉強についていけるかが心配です。

ます。
「どんな人と仕事をするのか」
、
「研修ではどんなことを

ゼミが始まってから長期留学を考えていますが、

どんな風に働くのかを想像すると、質問がしやすくなると思い

ゼミを途中で終えてしまうのはもったいないですし、かといっ

するのか」、「経済学を学んでいて、企画なんてしたことがない

て一年抜けると勉強についていくのが難しくもなります。経済

けれど、大丈夫なのか」など、どんなことでもいいと思いま

学部では学生に継続して学んでもらうために、個々の相談に応

す。企業理念を聞くよりも、具体的な内容を聞いた方が熱意が

じて、帰国後、ゼミに入り直していただくことも可能にしてい

伝わると思いますし、質問をすることで新たな情報が得られる

ます。実際に、本日ご講演いただいた福田さんもゼミの途中で

場合もあります。面接は普段会えない経験豊富な方々と話がで

休学して留学されましたが、帰国後に１年下の学年のゼミで再

きるチャンスですので、少し踏み込んで質問してみると、様々

び学ばれています。４年間の学生生活で留学したいタイミング

なお話が聞けるのではと思います。

があると思いますので、そこで学問が途絶えるのではなく、留
学先で積んだ様々な経験を大学でも活かしてもらえるような環
境を経済学部では整えています。

■質問３

将来やりたいことが見つからなくて不安です…。

いろいろな経験を積む中で、次の道が開けることがあると思い
■質問２

ます。自分一人で考えるより、同級生や先輩、社会人の方と話

うまく質問するコツをおしえてください。

して、様々な価値観に触れる機会を持てば、自分なりの生き方

面接での質問で、何を聞けばいいのかがわかりません。

したり、経済学部で取り組んでいる課外活動に参加してみたり

例えば、営業職に応募する時、簡単な仕事の説明を受けただけ

に気付くきっかけになるかもしれません。
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＜竹廣教授からのメッセージ＞

竹廣 良司 氏
経済学部長・教授

うと、決してそうではありません。きっかけをどう捉え、それ
をどう活かしていくのかは、その学生さん次第ですし、一切そ
ういった活動に参加しない学生さんもいらっしゃいます。しか
し、活動しなかった学生さんが社会に出て困るかというと必ず
しもそういうわけでもありません。大学にはあまり来なかった
けれど社会に出て活躍される方もいらっしゃいます。ただ、教
員としては、さまざまな機会を活用することで、今までと違う
景色が見えるようになったり、自分に少し自信がついたりする

ディベート大会や学生プロジェクト、ビジネスプラン大会と

経験を、学生のうちにしてもらいたいと考えています。

いった経済学部ならではの取り組みは、本日ご講演いただいた

自分の「強み」がわかれば社会に出た時にそれを伸ばしていけ

卒業生の方々が在籍している頃に始まりました。他大学では、

ますし、
「弱み」を見つけたとしても自分自身への理解につなが

こういった活動は正課の科目として卒業単位に数えられる場合

り、就職活動だけでなく、その後の人生でも役立てられると思い

が多いのですが、同志社大学経済学部では自らのスキルを高め

ます。本日お話しいただいた皆さんは、それぞれの活動の中から

てもらうという観点で、単位には関係なく、熱意をもった学生

そういう点を上手に学んで、活躍されていると思いました。

の挑戦を応援する意味で活動をサポートしています。特に参加

大学時代に自分自身を見出すきっかけは、本当に人それぞれ

しなかったからといって単位を失うわけではありませんし、そ

だと思います。経済学部が提供している取り組みへの参加・不

の取り組みが失敗に終わってしまっても不合格になることもあ

参加は自由ですが、参加することで、自分の興味のある分野に

りません。大切なのは、それらの活動にうまく取り組めたこ

とっかかりができ、それを足掛かりにして次のステップに進ん

と、あるいは失敗した経験が、学生のその後の生き方を考える

でいくことができるでしょう。自分の軸足が定まれば、そこか

きっかけになることです。

ら先は主体的に生きていけます。学生さんには上手に大学や学

学生にはこうなってほしいという姿が経済学部であるかとい

部を利用して、挑戦していっていただけたらと思っています。

＜在学生からのコメント＞

す。具体的には、自分の関心ごとや就職活動の軸を見つけるため

平松 雅矢 さん
竹廣ゼミ２年生

のイベントを開催。
「自己発見」をテーマに自分自身を振り返る
内省型のワークや、メンバーでの対話形式のワークを通して、
自
分の価値観や他者の価値観に気づく取り組みを行いました。
もう一つの活動が、自分の興味のある仕事を発見するために
様々な業種の社会人の方にヒアリングをすることです。今年度
は広告業に関心のあるメンバーが多かったため、その業界の方
に来ていただいて、皆で話し合う場を設けました。話し合いを

今秋から竹廣ゼミに入りました、２年生の平松雅矢と申しま

通して、自分たちが抱いていた広告業のイメージと、社会人の

す。今年はディベート大会に出場したのですが、初めて集まる

方からお聞きする現場の印象が大きく異なっていることに気づ

メンバーと協力して取り組んだことで仲も深まり、論理的に話

き、広告業の本質のようなものを理解できた非常にいい機会で

す力や度胸が身に付いたと思います。

した。社会人の方もフランクに話しかけてくださり、みんなで

私は学生プロジェクトにも取り組んでおり、その内容は「社

和気あいあいと話せたかと思います。

会人0.5年生の職発見」というものです。この活動を始めよう

本日、卒業生の方々のお話をお聞きして一番いいなと思った

と思ったきっかけは、１年生の時に「就職活動ってなんだろ

のは、先輩方がイキイキと楽しそうにお話をされていたことで

う」という不安を抱え、１、２年生の段階から就職活動に目を

す。残業したり、お仕事が大変でも、定時の後にいろいろと予

向けるためでした。

定を入れたり、遊んだり、工場見学で勉強したりして、充実し

その活動の目的は２つあります。一つ目は、企業の名前やイ

た日々を送られている姿にとても憧れました。将来そんな生活

メージだけでなく、本当に自分が興味を持って取り組める仕事

をするためにも、興味のあることを突き詰め、それを軸に就職

を探すこと。
二つ目は、
そういった仕事を見つけるために就職活

活動を行えば、入社後も自分らしく働き続けられるのかなと思

動ではどのような判断基準を持てばいいのかを見つけることで

いました。本日はありがとうございました。
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をさせていただきました。すると、日中の漫才研修の際に

株式会社WMcommonsの
お二人からのメッセージ

応援団のネタを披露して会場を大盛り上げしていたある男
子学生が突然Ｗマコトのもとへ駆け寄ってきました。「Ｗ
マコトさん！今日は…僕にとって一生忘れられない一日に
なりました！僕は…今日人生で初めて自分を表現すること
ができました！ありがとうございます！」。そう言って彼
は号泣し出したのです。
感極まっている彼を落ち着かせて話を聴き進めていく
と、実は小中高とひきこもりで、これまでなかなかうまく
周囲の人とコミュニケーションを図ることができなかった
そうなのです。そんな彼が日中は人前に立ち、漫才をして
爆笑をとっていました。
人が心の殻を破る瞬間、人が変わる瞬間を目の前で見た
かけがえのない宝物のような体験でした。
同志社大学には、人が変わる “場づくり” があります。
そしてその場づくりを通して社会で活躍できる “人づくり”
をしています。本日ご講演いただいた卒業生の方々のお話
を伺い、ディベート大会や学生プロジェクト、ビジネスプ
ラン大会、海外インターンシップなどの “場づくり”、そし
てキラキラとイキイキと学生時代と社会人の今を語るその

『若手卒業生と指導教員による対談』で、
当日司会進行をご担当いただいた、
Ｗマコトの中山 真さん、中原 誠さんから、
同志社大学で学ぶ学生に応援メッセージをいただきました。

われわれＷマコトは2011年４月より同志社大学経済学
部で笑いを活用したコミュニケーション研修を実施させて
いただいています。また、2013年４月に今回のイベント

姿をみて同志社大学の素晴らしい “人づくり” を改めて感
じました。
同志社大学は、短期的ではなく中長期的に学生のみなさ
んの人生を考えています。現役の学生の皆様にメッセージ
したいことは、人が成長するための素晴らしい場づくりが
整っている同志社大学で、失敗を恐れず常にチャレンジし
て欲しいということです。
チャレンジの向こうにしかチャンスはありません。失

にご出演された竹廣先生が担当されていたプロジェクト科

敗の向こうにしか成功はありません。自ら考えて、自ら

目の受講生を対象に行われた一泊二日の漫才研修を担当し

行動し、様々なチャレンジをして、様々な失敗もして、

ました。滋賀県にある同志社びわこリトリートセンターで

社会で活躍するための足腰を鍛え、社会人としての土台

開催された合宿に、三十人ほどの受講生が参加してくれた

を築き上げて欲しいと思います。そして、これからの社

のですが、今でも忘れられない強烈に印象に残っている出

会で本当に活躍するための人生の根幹であるコミュニ

来事があります。

ケーションとしっかり向き合い、より良い人づくりを学

漫才研修は即席でコンビを結成し、ネタ作りやネタ合わ
せ、ネタ発表までを行い、一歩前に踏み出す力、考え抜く
力、チームで協力する力といった社会人基礎力を身につけ
ることを目的に行います。その日も参加した三十人ほどの
学生さんが即席でコンビを組み、ネタを作り、ネタ合わせ
をして、ネタ発表を全力でしてくれました。そして初日の
晩、ひとつの大部屋に受講生全員が集まる懇親会にわれわ
れＷマコトも参加させていただきました。それぞれが思い
思いに今日感じたことを話したり、研修とは関係のない他
愛もない話をしたり、Ｗマコトも学生の皆様と様々なお話

生生活の中でお互いにし合い、自分磨きをしていただき
たいと思います。
皆様のさらなる活躍を陰ながら応援しています。今日は
真に、誠に、ありがとうございました！
■Ｗマコト（中山真・中原誠）

吉本総合芸能学院 NSC の出身で、吉本興業の劇場を中心に漫才活動、『ユニバー

サルスタジオジャパン』にて MC 活動などを経験。その後、放送作家に転身し、

現在はテレビやラジオの企画・構成、イベントやライブの MC などを務める。また、
日本初の漫才式セミナー講師として活動し、“笑い” を活用したコミュニケーショ

ン術の第一人者として、全国の企業・病院・学校などで研修・講演を行っている。
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2015. 10. 3 父母会／新潟会場

学業履修について
和田 美憲（経済学部准教授）

父母会行 事
の中から

ご紹介に預かりました和田美憲です。タイトル

シップ」などへの参加は、非常に高い評価を企業

が「学業履修」ということで「父母会報」にいろ

様からいただいています。もちろん正課の授業は

いろなデータ、資料がございますが、一番ご関心

大切です。いろいろなカリキュラムで経済学をしっ

のある卒業できるかどうかといったところを詳し

かり勉強してください。それと並行して経済学部

く説明させていただき、経済学部の取り組みや今

が準備している課外活動にも積極的に参加してく

後、学生の皆さんに積極的に取り組んでほしい内

ださい。参加することで総合的に「人間力」や、

容についても、話させてもらえればと思っており

単に勉強だけではなく、社会に出るのに必要な実

ます。

践力を身に付けてもらう取り組みを経済学部では

お手元に「経済学部だからできる10のこと」と
いう青いパンフレットを用意しています。これは

お手元の経済学部の白いパンフレット中に「海

経済学部の学業に関するカリキュラムやゼミ活動

外インターンシップについて」というページがご

に関する説明ですが、「実践的な学び」として、

ざいます。
「学生プロジェクト」ということでドー

卒業要件に直接関係のないいろいろな活動を経済

ナツが４つ程並んでいる写真がありますが、学生

学部でやっているものを紹介しています。「学生

が独自の視点でドーナツを通じて、地域の商店街

プロジェクト活動」「ディベート大会」「ビジネス

の活性化をプロデュースする動きの象徴としてドー

プラン大会」「経済学部海外インターンシップ」

ナツが並んでいます。学生が企画立案し、企画書

などは経済学部が独自で設置しております課外活

として提出し、実践していきます。経済学部はそ

動と呼ばれるものの全体の内容です。

の活動に対して資金的なサポートなども行ってお

「人間力」を身につける

ります。これが本当に社会あるいは一般企業の方
たちと学生が一緒になって取り組む課外活動になっ

紹介していただきましたように「国際担当」と

ており、これに参加した学生は、「社会勉強」と

いうことで「海外インターンシップ」や「ディベー

いわれる取り組みを通じて、教室で勉強した知識

ト大会」
「ビジネスプラン大会」などに関わって

や情報をさらに発展させることができます。また

おりますので、その点についても少しお話させて

このような機会は、大変高く評価されるプログラ

いただければと思います。経済学部では「ディベー

ムとなっています。

ト大会」
「ビジネスプラン大会」に積極的に参加
してほしいと学生に働きかけているのですが、
「卒

24

行っております。

海外インターンシップ

業に関係ない、結構、時間もとられる、準備が大

そして「海外インターンシップ」です。実際に

変だ」ということで、期待するより参加人数が少

どういうプログラムかといいますと、同志社大学

ない状況です。ただ実際に参加した学生たちは満

経済学部が提携している海外に現地法人を置く日

足度が高く、
就職活動をする際の評価も「ディベー

系企業の海外の現地法人等に、８月から９月の２

ト大会」
「ビジネスプラン大会」「海外インターン

週間、経済学部での選考を通過した学生が赴き、

父母会行事の中から
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集中的に就労体験を行うというプログラムです。

りそうですが、実際には賛否両論あり、１つの正

今年で９回目を迎えました。ここでは、海外で働

解がありません。それに対して学生は自分たちが

くことを学生にイメージしてもらい、実際に海外

勉強した知識、自分たちで調べた情報を使って意

で必要となる英語力を体験してもらいます。海外

見を交換する。そしてディベートの専門家の方た

の現地法人等で業界の枠を超えてさまざまな業務

ちに、どちらの討論がよりロジカルで説得力があ

を行う２週間のプログラムを終えて帰ってくると、

るかということを毎年競い合っています。このプ

“Before ⇒ After”ではないですが、学生の表情や
話す内容だけでなく態度まで変わるのを我々は実
感しています。海外インターンシッププログラム
は３年生の夏に行われるプログラムですが、それ

ログラムにも、ぜひ学生に参加してもらいたいと
考えております。

ビジネスプラン大会

にも積極的に参加してもうらために、１年、２年

課外活動の中で一番新しい取り組みが「ビジネ

生の段階からいろいろな取り組みを行っています

スプラン大会」です。今年で３回目となります。

が、
サポートしていただいている企業側からは
「我々

私も立ち上げの時点から関わりました。パンフレッ

も学生達を鍛えますので、もっとプログラムを盛

トにも本選当日の写真があります。実は今、学生

り上げてください。そして将来のいい関係を築き

を対象とした「ビジネスプラン大会」は、結構い

たいですね」といったメッセージをいただいてお

ろいろな団体が主催しているのですが、経済学部

ります。この事業に関しては経済学部の「同経会」

では、自分たちでイメージしたビジネスを、企画

からも寄付をいただいており、学生の渡航費や現

書としてまとめるノウハウを身に付けてもらうた

地の滞在費はすべて無料で行っています。学生か

めに、企画書の作成、プレゼンテーションの仕方

らも非常に評価が高く、社会からも高い評価を受

を学ぶ「ブラッシュアップ講座」を設けています。

けていますので、ぜひとも学生に参加してもらい

そして選考の結果、本選に進んだチームは実際に

たいプログラムです。

企業家の方の前で自分たちのビジネスのアイデア、

ディベート大会
次に「ディベート大会」「ビジネスプラン大会」

起業プランをプレゼンします。この企画も企業家
の方たちにかなりサポートいただいておりまして、
本選の審査委員やプランを評価していただく方に

です。これも課外活動として位置付けしており、

はビジネス界では有名な方もおられました。その

卒業必要単位に換算されません。ディベート大会

中には楽天の常務や、IT ベンチャー企業の社長で

とビジネスプラン大会は学年、ゼミを問わず、チー

同志社大学経済学部 OB である方もおられました。

ムとして参加するイベントとなっております。
ディ

そうした方々とのネットワークを通じて、学生と

ベート大会は毎年テーマを決め、それに対して是

社会、学生と一般企業をつなげる機会を設けるこ

か非かという形で自分たちの意見をロジカルにま

とで、学生が経済学部で勉強したことを実際にど

とめ、討論する。いわゆる「知のゲーム」といわ

う使えばいいのかを自分たちで模索してもらうこ

れていますが、実際には現代、話題となっている

とを目指しています。この企画も審査員の方や社

経済問題や社会問題について、より理解や知識を

会から高い評価を受けています。ここに参加した

深めていく目的があります。そして人前でしっか

学生が、本人はあまり気づいていないようですが、

りと自分の意見をロジカルにプレゼンする能力を

しっかり自分の意見を説明できるようになってい

培うプログラムになっています。今年は「消費税

ますし、３ヶ月も４ヶ月もかかって一つのビジネ

軽減税率を導入すべきか否か」といった、まさに

スについて考えるわけですから、その分野の知識

タイムリーなトピックでした。先日も自民党と公

が非常に深くなっています。社会問題や新しいビ

明党で議論されていて、一応の政策の方向は決ま

ジネスを時間をかけて深く考えることを、学生は

DOSHISHA UNIVERSITY

25

講演
Lecture

1

学業履修について

あまり勉強とは感じていないようですが、実際に

れば大丈夫だと思います。ただ就職するという時

は経済学部で勉強したことを、いかに社会問題や

になって、なんとなく学生生活を送っている学生

企業で働くことに積極的かつ具体的に結びつけて

と、目標を持って意識的に自分のスキルを高めて

いけるかを考えるポジティブラーニング（積極的

いく学生とは、大きな差ができています。“キャ

な学習）として考えております。ぜひご父母の方

ンパスという渦中”にいる学生はあまり気が付か

もお子様の背中を押していただくと幸いです。

ないと思います。そこで教職員、ご父母、社会や
企業の方が一緒に学生を育てて社会に送り出して

学業成績については個別にじっくり、資料を見

いく。そのような取り組みが大切になってくると

ながらお話させていただきたいと思います。ただ

考えております。ぜひご父母の方も、ご協力のほ

学生も、ご父母の方も、心配されるのですが、授

ど、よろしくお願いします。短い説明でしたが、

業に出席し、試験を受けていれば、ほとんどの学

私の話はこれで終わります。どうもありがとうご

生は４年間で卒業することができています。普通

ざいました。

に学生生活を送っていれば、よほどのことがなけ
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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）

今年、父母会参与をさせていただいております

です。今日は１年生の方も多いということですが、

が、先ほど学部長から紹介いただきましたように

卒業するには卒業要件というものを満たさなくて

2010年から2013年まで学部長をしておりました。

はいけません。１年生の方も春学期の成績表は、

2013年というのは、皆さんご存知の通り「八重の

もうお手元に届いているでしょうか。今日お渡し

桜」が放映された年でございます。学部長の最後

するようですが、そちらの「成績通知書」を見て

の年だったわけですが、その年、郡山で父母会が

いただきますと右下の方にごく簡単にまとめた卒

ございまして、
大学全体で開催しておりました
「キャ

業要件が載っております。卒業要件としては全体

ンパス・フェスタ」、今は名前が変わったのですが、

で124単位を４年間でとらないといけません。た

そのイベントと合同で開催された父母会でござい

だしその内訳を満たす必要があります。カリキュ

ました。その時、私もこちらに来させていただき

ラムのⅠ類は「専門科目」、経済学の専門科目で

ましたので２年ぶりということになります。今回

すね。積み重ね方式を採用しています。
「導入科目」

は秋10月ですけども、2013年は、忘れもしない７

「基礎科目」「基幹科目」「応用展開科目」という

月20日の土曜日という日程でございました。次の

積み重ねです。１年生春に「導入科目」がありま

日が７月21日日曜日「八重の桜」で放映された内

して１年生秋と２年生春を標準として「基礎科目」

容が鶴ヶ城開城の回でございました。21日は会津

をとっていただきます。「基礎科目」は８科目26

若松におりましてホテルでその放映を見たという

単位あるのですが、そのうち18単位以上取らない

思い出深い日でございました。

といけない。まさに経済学の基礎をここで学んで

さて、今日は「学業履修について―経済学部だ

いただくという科目群になります。赤色で示して

からできること―」という話をさせていただきた

いるのが内訳で、特に重要な「基礎科目」は18単

いと思います。内容はほぼ、パンフレット「経済

位以上です。「導入科目」は卒業するために取ら

学部だからできること」の内容に沿っているんで

ないといけないというわけではございませんが、
「基

すが、それに少しプラスアルファをしたような形

礎科目」は18単位とらないといけないということ

になっております。また経済学部全体のパンフレッ

です。
「基礎科目」は１年生秋と２年生春が標準で、

トがあります。この中の一部にも触れたいと思い

落とせばその次にも響いていきます。続いて履修

ますので、御覧いただきたいと思います。

していかなければなりません。次に、「基幹科目」

主たる学び

が２年生春から始まって、卒業までにとればいい
んですが、24単位以上とらないといけないという

目次は大きく分ければ４つ。「主たる学び」「実

ことになっています。「基幹科目」の場合は科目

践的な学び」
「学生の支援」「大学の様子」という

数が多いので、その中から選択することになりま

ことで最後に少し写真を見ていただきたいと思い

す。

ます。
「主たる学び」、中身はカリキュラムと語学

その次、「エコノミックス・ワークショップ」

履修、ゼミに分かれています。まずカリキュラム

というのは１年生秋と２年生春です。導入科目の
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「基礎演習」が１年生春にありまして、２年生秋

説明会を春学期６月中旬から２週間行い、今年は

からは「演習」が始まりますので「エコノミック

８月初旬に２年次演習の選考を行いました。２年

ス・ワークショップ」は１年生春の「基礎演習」

生の90％くらいが演習を履修しております。「３

の小クラスと２年生秋からの小人数の「演習」の

年次演習」は持ち上がりが主体になっていますの

間をつなぐ小さなクラスになっています。１年生

で２年生での選択は重視していただきたいと思い

秋と２年生春の小クラスということです。「演習」

ます。そのあと「３年次演習」「卒業研究」と続

については後で詳しく触れます。そして４年生か

いていきます。今日は１年生の方が多いというこ

ら応用展開科目が履修できます。Ⅰ類全体として

となので、かなり先になりますけども、ゼミの選

「専門科目」66単位以上、124単位の半分以上は「専

択は気を付けて行っていただければと思います。
「演

門科目」でとらないといけないということになっ

習関連科目」は、それぞれに１科目ずつございま

ています。

す。設けている先生と設けてない先生がいますけ

Ⅱ類という科目群は語学で、
「言語コミュニケー
ション科目」と呼んでいます。４年間でとればい
いのですが、標準は１年生と２年生で16単位以上
をとるということになります。Ａ群とＢ群に分か

ども、こういう科目もございます。

実践的な学び
次の大きな括りといたしましては「実践的な学

れておりましてＡ群の中で「英語」は８単位以上、

び」で「学生プロジェクト活動」
「ディベート大会」

英語は必修でございます。その他、Ａ群の中に英

「ビジネスプランコンテスト」
「海外インターシッ

語以外の「初修外国語」と言われるようなドイツ

プ」という内容です。白い経済学部のパンフレッ

語、フランス語、中国語や、情報系の科目で「情

ト14～17ページあたりにあります。
「学生プロジェ

報言語」でもいいのですが、それらを４単位とら

クト活動」ですが、プロジェクト単位の活動を経

ないといけません。全体で16単位以上、12単位以

済学部では推奨しております。４月と10月に募集

外の部分はⅡ類Ｂ群としてなにをとってもいい。
「英

し、１プロジェクトあたり最大30万円を補助して

語」
をさらに４単位とってもいいし、
「初修外国語」

プロジェクト活動を奨励しております。対抗ゼミ

クラスの続きをとってもいい。あるいは上級クラ

に行くというケースの交通費などです。本当にい

ス、
「語学研修」などに参加することで修得する

ろいろな活動があるのですが、詳しくは「学生ケー

こともできます。合計16単位以上とらなくてはい

ザイレポート」として経済学部のホームページに

けないカリキュラムになっています。

成果報告が出ておりますので、参考にしていただ

Ⅲ類は「啓発科目」といって、昔でいう「一般

ければと思います。今年は10月に締め切りまして

教育」です。４年間通じて16単位以上とらなくて

４月募集と10月の募集合わせて計37のプロジェク

はいけません。こちらもたくさんの科目がありま

トが立ち上がっております。

す。
「同志社科目」というのもあります。同志社
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「ディベート大会」
「ビジネスプランコンテスト」

科目は同志社やキリスト教について詳しく学ぶ科

ですが、ディベート大会は2009年度から始まりま

目ですし、また「科学と技術」「文化と社会」「企

して今年で７年目になります。今年度の論題は「日

業分析」という経済学部が独自に設置している啓

本は消費税の軽減税率を導入すべきか」です。学

発科目もあります。

生は今、大変だろうなと思います。いろんな案が

「ゼミ活動」と「演習関連科目」ですが、「基

出ては、批判されて立ち消えになったりして、今

礎演習」が１年生の春にありまして、ここから大

はどうなっているんだろうというような状況です

学生活への導入を図っています。秋になりました

が、３月４月にこういうテーマで行おうと決めま

ので１年生も少し大学生活に慣れてきたと思いま

した。
「スキルアップ講座」というのを春学期にやっ

す。２年生秋から「２年次演習」が始まりまして、

て、予選が10月31日の土曜日です。今年の参加チー

父母会行事の中から
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ムは何チームか聞いてないのですが、昨年2014年

都の伝統工芸をもっとカジュアルに」というビジ

は32チーム、１チーム５、６名ずつ全体で180名

ネスプランだそうです。五十嵐君というこの方、

ぐらいが参加したという大きな規模の大会です。

今３年生、去年２年生だったのですが、福島県喜

３年生が中心で、３年生は１学年900人くらいで

多方市出身の学生です。今日は来られてないよう

すから約２割が参加しているという大きな大会に

ですけども、２年前に基礎ゼミで私が担当したク

なっています。あと２週間ですけども、31日に予

ラスに所属していて、その時から面白い子だなと

選リーグがあります。予選では肯定側と否定側で

思っていたんですけども、小林ゼミに入って、去

一回ずつ２試合します。そのポイントで上位の、

年２年生の時に、もうビジネスプラン大会に出て

多分、今年も８チームが本選に進んで、２週間後

優勝したという学生さんです。

の11月14日に本選のトーナメントがございます。

小林ゼミと和田美憲先生のゼミ生が多く参加し

８チームですから４分の１ぐらいしか本選に進出

ていると聞いています。確か準優勝は和田ゼミで

できません。サッカーのワールドカップは32チー

はなかったかと思います。審査員特別賞の一番上

ム中、ベスト16、リーグ戦で上位２チームに入る

に来ている「アドチャリ」というビジネスプラン

と本選トーナメントに出場できますし、ラグビー

チーム。この３名は私のゼミ生でして、写真が出

のワールドカップは20チーム中８チームが決勝トー

ていて一番上の真ん中あたりに「宴会予約承り中」っ

ナメントに進出します。サッカーやラグビーより

て自転車の横に書いて広告するというプランです。

も激戦という大会になっています。16チーム本選

実際につくって走らせたそうです。いろんなプラ

に残れたらいいんですけど、そうすると本選トー

ンが審査されてこういう結果になりました。

ナメントが大変になりますので、今年も多分８チー
ムしか残れないのではないかと思います。

「海外インターシップ」。これは「同経会」と
いう経済学部の卒業生の会が協力してくださって

「ビジネスプランコンテスト」ですが、2013年

いまして原則３年生が対象ですので、今の２年生

度から始まりまして今年で３年目となります。今

が来年度の対象になります。募集を４月、５月に

年のタイトルは「京都の未来―新しい経済価値創

して実際に行くのは夏休みの２週間です。今はも

造グランプリ―」です。このサブタイトルは３年

う帰ってきております。今年度はベルギー、ドイ

間共通ですが、その中で今年は京都に絞った「京

ツその他８社に10名を派遣いたしました。報告会

都の未来」というテーマでビジネスプランを募集

が週明け10月19日（月）にある予定です。良心館

しています。
これも６月７月のモチベーションアッ

２階にあるラーニング・コモンズの中にプレゼン

プセミナーから始まりエントリー、今はこのあた

テーションコートというのがありまして、そこで

りですから一次審査を通ったチームがブラッシュ

報告会がございます。

アップ講座を受けているという状況です。二次審

「正課外活動」（単位にならない活動）とあり

査、そして12月12日に最終のプレゼンテーション

ますが、プロジェクト活動はゼミの活動とリンク

と表彰式がある予定です。

していることが多いですが、海外インターシップ

去年の結果ですが、2014年12月13日に最終審査

の他、ビジネスプラン大会、ディベート大会など

会がありました。優勝、準優勝、３位、審査員特

は、単位にならないような活動です。そのような

別賞で６チームが表彰されています。優勝チーム

活動をしてもらうのも非常に重要かなと思ってお

は小林千春先生のゼミ生と聞いています。ビジネ

ります。卒業要件124単位といいましたが、単に

スプランは「トラクラ」。トラディショナルクラ

単位をとって卒業するだけではなく、単位になら

フトの略ですけど、17ページがビジネスプラン大

ない活動にも積極的に参加していただけたらと思

会の様子です。写真もありますのでよくわかると

います。クラブ、サークル活動もそうですけども、

思います。
右下の写真が優勝チームの写真です。
「京

体育会に入っているからそれで良いということで
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はないんです。体育会クラブの中で色々な面で鍛

です。数学をわかっている方が履修は進みやすい

えられてチームワークや組織の中で自分の意見の

と思いますので、数学の復習を少ししてもらえた

言い方なども学べたりしますので、ぜひ単位にな

らと思います。

らない活動もしていただきたいと思います。

学生への支援
「学生の支援」。「学生支援・学生指導」ですが、

「検定試験受験料補助」。これは一人、年間2,000
円。いろいろな試験を受験した時に補助をしてい
ます。経済学部独自の制度です。今年は新たに2013
年度生向けに全学 TOEIC テストが実施される予

大学生ですから18歳でも自己責任が基本ですが、

定です。2016年２月17日。この日だけなのですが、

何らかの理由で学生生活がうまくいかない、単位

全2013年度生を対象に受験料無料で TOEIC テス

修得がうまくいかないというケースは、成績につ

トが受けられるということですのでぜひ受けてく

いては個別面接をして指導をいたしますし、健康

ださい。新しい情報です。

面とか心理面ですと全学のカウンセリングセンター
や保健センターに行っていただければと思います。

大学の様子

教員に相談したい場合はオフィスアワーという制

最後に「大学の様子」を写真で見ていただけれ

度を設けています。教員だと相談しづらいという

ばと思います。こちらが自転車置き場。良心館東

場合は学部事務室や事務長、ご父母の方だったら

側の一番大きな自転車置き場です。バイク通学が

父母会に連絡していただければ相談にのることに

禁止になっておりますので下宿生は自転車が通学

なっております。クエストルームという経済学部

の中心になっています。たくさんの自転車が整然

生だけが使える大きな部屋もございます。こちら

と並んでおります。良心館の地下にある食堂で昼

の整備については父母会と同経会にもご協力をお

休みの様子です。非常に混雑しております。この

願いしましたので活動に利用していただければと

あたりがレジです。こちらは明徳館にある食堂で

思います。最近だいぶ利用者が増えてきているよ

す。昼だけやっていましてこちらも非常に混雑し

うです。

ております。混雑しているので昼だけ教室を開放

「大学生基礎力調査」というのがあって１年生

して食べていいということにしております。教室

と３年生と２回実施して自己発見をしてもらいま

もお昼休みはいっぱいです。もう一つ別の教室で

す。フィードバックがあって１年生だったら「な

す。お弁当も販売しておりますけども、良心館地

りたい自己」
、自分を発見してもらって３年生な

下の食堂からトレイごともって来て食べている人

ら学生生活を振り返って、なりたい自分に向けて

もいます。

どうやったのか、今後どうすればいいのかという
フィードバックがあります。なかなか結果を取り
にきてくれない学生が多いらしく、困っているの
ですが、フィードバックの結果を知って行動を変
えてもらいたいと思っております。
「数学補習講座」。これは９月に１年生対象で
終わってしまいましたが、１年生の方、参加され

30

た方はおられますでしょうか？実は参加者数が少

父母会から額を寄贈していただいた非常に大き

なくて困っていまして苦手な人に参加してもらい

な絵画です。良心館の教員が利用するラウンジに

たいのですが、あまりそういう人は参加してくれ

あります。「額縁寄贈

ません。できる人が半年たって錆びついているか

会2014年３月21日」と額が寄贈されたことの証拠

もしれないといって参加するケースが多いらしい

写真を撮ってきました。ありがとうございました。

父母会行事の中から
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作品を寄贈していただいたのは、改発静香さんと
いう方です。
「花の小径」というタイトルの300号
というかなり大きな作品です。写真ではわかりに
くいかもしれませんので300号の絵だということ
を示す写真を撮ってまいりました。
こちらに高い木がございます。夜のチャペル、
そして夜の彰栄館と高い木となります。この高い
木が11月の下旬から12月いっぱいクリスマスツ
リーになります。これは上から見た写真です。下
の方もイルミネーションになっています。11月下
旬から12月ですので、もし時間が許せばその頃に
キャンパスに来ていただければと思います。
ということで、駆け足でしたけども、ご清聴あ
りがとうございました。私の話はこれで終わりに
します。
こちらが教員ラウンジから見たキャンパスの南
東方向の写真です。これがチャペルです。チャペ
ルの北側に良心館がありますので、そのラウンジ
からの写真です。こちらは南西方向ですね。彰栄
館、京都で一番古いレンガづくりで重要文化財、
その前がサンクタスコートという広場になってお
ります。こちらが容保桜という、山桜に大島桜の
特徴も混ざっている珍しい品種の桜です。京都府
庁は旧京都守護職の屋敷跡で、守護職が松平容保
さんだったということで、生えていた桜を「容保
桜」と命名してそちらから苗木を分けてもらって
移植されたものです。
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2015. 11. 28 父母会／高崎会場

学業履修について
横井 和彦（経済学部教授）

みなさんこんにちは。「学業履修について」お
話しいたします。経済学部は１学年850人の定員

です。16単位以上取らなければなりません。

を擁する大規模な学部ですので、少人数のクラス

このようにただやみくもに124単位取ればいい

などさまざまな取り組みをして、何とか大規模で

のではなく、専門科目である１類科目から66、言

あることの負の部分を補うようにしようとしてい

語・コミュニケーション科目から16、啓発科目か

ます。そうした少人数のクラスやさまざまな試み

ら16、さらに66のうち基礎と基幹にこれだけとい

に重点をおいてお話したいと思います。私の自己

う必要単位数を満たしたうえで、合計124単位な

紹介につきましては、お手元の経済学部パンプレッ

ら卒業できるのです。
『同志社大学案内』の54ペー

トの７ページをご覧ください。苦節10年、ようや

ジには導入・基礎・基幹にどのような科目がある

く学部パンフレットに紹介していただける教員に

かが載っています。経済学部では系統的に履修す

なりました。専門は中国経済です。『父母会報』

ることになっていて、最初に導入科目、次に基礎

の８ページと『同志社大学案内』の54ページを合

科目、そして基幹科目というように履修を進めて

わせてご覧ください。経済学部のカリキュラムが

いきます。

出ております。

導入・基礎・基幹科目

経済学は、基本的な経済学をツールとして身に
つければ、それを用いてどの分野の何を対象とし
て分析しても構わないという、自由度が高い学問

経済学部の学業はまず専門科目である１類科目

です。経済学部のパンフレットの最後には、経済

を履修します。導入・基礎・基幹と段階的に学ぶ

学部教員50数名の一人ひとりの顔写真と専門、コ

ようになっています。経済学部は最近、専門性に

メントが載っています。経済学のツールを用いて

力を入れるようになり、専門科目を中心とした１

分析する対象はさまざまであり、その対象に応じ

類科目から66単位を取る必要があります。卒業単

て担当教員が決まっております。学部生も多いで

位は全部で124単位ですから、その半分以上を経

すが、教員も多いです。

済の専門科目から取る必要があり、さらに導入・
基礎・基幹のうち、基礎科目、基幹科目の中から
それぞれ18単位、24単位を取る必要があります。
２類科目とは言語・コミュニケーション科目、
すなわち外国語科目のことです。経済学部では英
語が必修で、それ以外の言語も履修する必要があ
ります。Ａ群とは一般的な語学の講義のことで、
Ｂ群とは会話や文化事情という特殊な講義形式の
もので、あわせて全部で16単位以上取る必要があ
ります。
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同志社大学にお子様をお送りいただいているとい

その間をつなぐためにエコノミクス・ワークショッ

うことで、お子様方がどのように学習しているか

プという科目を設けています。エコノミクス・ワー

イメージしていただけるように、写真を撮ってま

クショップは少人数で、１類科目、経済科目の専

いりました。

門科目でもあります。１科目２単位ですから、こ

最初は導入科目のうちの基礎演習です。これは

こできちんと単位を取ると66単位を取る上でプラ

全員必修です。登録必須で30人前後のクラスで30

スになると思います。ぜひおすすめしたい科目で

クラスあります。入学して１年目の春学期はここ

す。２年秋学期に２年次演習が始まるまでの基礎

を基盤にして学生生活を送ります。導入科目であ

演習と２年次演習の間の２つのセメスターを、こ

る基礎演習では、パソコンを用いたプレゼンテー

れでつなぐことによって自分の居場所、皆でわい

ションを学習します。大学で学んだこと、自分で

わいできる科目で学ぶことができ、しかも専門科

研究したことをプレゼンテーションするのです。

目の66単位にも入るのです。一粒で二度おいしい。

私のクラスでは、相手にわかりやすく話をするた

画面で紹介している科目のうち赤字は私の担当科

めに、基礎演習でグループ発表をしてもらってい

目です。さまざまな種類の科目があります。２年

ます。30人のクラスですから、一人ひとり発表す

次演習で「こういうことを学びたい」ということ

るのは難しいので、グループを組んでテキストを

にたどりつくまでに、さまざまなものにチャレン

もとに発表してもらっています。さらに、大学で

ジしてほしいです。40クラスくらいあります。先

すから学んだこと、研究したことについて論文、

生方が熱心に設けてくださっています。

レポートを書くこともあります。そこで、プレゼ

私のクラスの「新語で読み解く中国経済」につ

ンテーションとともに論文の書き方、レポートの

いてですが、中国では市場経済化の結果、今まで

書き方も学びます。これについては情報教室を使っ

なかったような言葉が次々と生まれています。言

て、情報を集めながら、自分でレポート、論文を

葉から現在の中国の社会、経済の様子を学ぼうと

仕上げていきます。

いうことです。去年のクラスと今年のクラスの写

新島学園出身の方の場合は、学年に必ず同級生

真です。４つのグループに分かれて、発表班の発

がいるわけですが、それでもいきなり大学に入っ

表を聴きながら、キーワードの社会的、経済的背

て、850人の中でどうやって学んでいくかという

景について話し合います。それを、ワークシート

不安があると思いますので、このようにして、学

にまとめるという授業をしています。「2014年の

習、研究の足場となる場所を設けているのです。

新語・流行語」というテキストから取り上げてい

それで写真のように、教室に料理をケータリング

く形です。これは学生のパワーポイントの例です。

して懇親会も実施しています。少しでも早く大学

インターネットからどんな言葉が生まれてきたか、

に慣れて打ち解けてもらえるように配慮をしてい

その背景と社会的、経済的意義について発表して

るクラスも多いので、ご安心いただければと思い

います。さらにクラスを盛り上げるためにクラス

ます。私のクラスでは連休前に行っています。５

でハロウィンパーティーをしました。僕は「もじ

月の連休に帰省した時に、クラスでこんなことを

もじ君」になりました。

したよと話してもらえれば、また同志社大学に戻っ
てきてもらえるかと思います。この基礎演習は１
年春学期に終わります。

エコノミクス・ワークショップ
２年秋学期に２年次演習が始まりますが、それ
まではこのような少人数クラスがありませんので、

演習
このように少人数クラスを設けているとはいえ、
経済学部の専門科目は大教室で授業を受けること
が一般的です。私は「中国経済」と「中国経済史」
を担当していますが、履修者が多く、この秋学期
の「中国経済史」は1,000人を超えてしまいました。
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春学期の「中国経済」は、600人程度でした。１
学年850人おりますので、大規模教室で授業を受
けることが多いのです。ゼミ生に「写真を撮って」
と頼みました。このように大学の講義はパワーポ
イントを使い、ハンドアウト（印刷物）に書き込
みをしながら授業を聴くことが一般的です。大学
の授業でもさまざまな小道具を用いて、学生たち
に飽きさせず、居眠りしてもらわないように工夫
をしています。私の場合はなるべく書いてもらう
ように努めております。
しかしながらやはり大規模クラスでは退屈なの

える人がいる。それについて説得力がある説明が

で、２年次の秋学期以降、２年次演習、３年次演

できるかということをゼミで考えてもらいます。

習、卒業研究というように、少人数クラスで、自

これは３年生が教室でピザパーティーをしたとき

分の専攻を定めて卒業研究に向けて研究を進めて

の写真です。この学年は女子学生が多いです。

もらうようにしています。私の演習は残念ながら

このようにテキストを用いて現在の中国経済の

基礎演習なみの人数でやっています。４つ、５つ

評価をしながら、最終的に卒業研究をまとめます。

のグループに分かれてテキストについて発表して

４年次生の卒業研究は、情報教室で情報収集しな

います。中身については３年次演習についてお話

がら執筆してもらっています。情報教室は今出川

をしたいと思います。写真は現在の２年次演習の

キャンパスにはたくさんあります。授業で使って

みなさんです。この10月からスタートして懇親を

いなければ自由に使うことができます。論文を書

深めたいとサイゼリアのパーティールームでラン

き進めるためのさまざまな教材があり、この写真

チ交流会をしました。体育会系の学生が多くて元

のように、ワークシートを順番に完成させていく

気そうですよね。この演習を足がかりに、無事卒

と論文が書けるという教材がありますので、それ

業していってほしいと思います。

を完成させていきます。これは、現在の４年生を

３年次演習も同様にグループに分かれて発表し
ています。
テキストに
『中国経済の真相―中国ニュー
スは「27のウソ」をつく！』という本を使って「著
者が正しい」というチームと「いや間違っている、
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経済を見ても、こうとらえる人がいる、ああとら

中心に、京都の髙島屋のビアガーデンで懇親を深
めている写真です。

成績・課外活動

通説を批判しているが、通説の方が正しい」とい

『父母会報』の10ページをご覧ください。成績

うチームに分かれてディベート形式でやっていま

は、週１回の授業で、１セメスター、15回の授業

す。肯定・否定をワークシートにまとめて、「テ

で２単位を取得することになります。Ａは４点、

キストが正しいと思う理由」
「そうでない理由」

Ｂは３点、Ｃは２点、Ｄが１点、というのが GPA

を発表してもらい、それを聞いてメモをとって、

です。加重平均であらわされ、Ａが多いと４に近

どちらが正しいと思うかを各グループで話し合っ

い GPA を取ることができます。Ｆは０で単位が

てグループの結論を出します。だいたい３つの課

取れません。他の GPA の足を引っ張ることにな

題についてそれぞれ話し合って、最終的に結論を

ります。加重平均なのでＦが多いとどんどん下がっ

出します。経済学は論理性を重視しますので、結

ていきます。取り直すことをしないと下がる一方

論が正反対であっても構わないのです。同じ事実

です。就職活動を考えると２点以上は取っておい

を見て「正しいか、間違っているか」を論理的に

た方が無難です。１に近いとＦの数が多い。２以

説明する。これが経済学の特色です。同じ中国の

上あってほしい。2.5以上だと大学院への推薦入

父母会行事の中から

3

学業履修について

学の可能性があります。
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考えます。社会人が活躍している様子を見て、自

単位を取る活動以外にも、経済学部ではさまざ

分もこのようになりたい、そのために何をしなけ

まな活動を展開しています。海外インターンシッ

ればならないかを真剣に考えるようになります。

プもその１つです。この写真の学生２人は、３年

ぜひ参加をおすすめします。新島学園短大から編

生の夏休みに、経済学部の OB の経営する上海に

入された方も果敢にチャレンジされていました。

あるコンサルティング会社に行きました。２週間

ぜひみなさんのお子様方もチャレンジしてほしい

くらいです。マイツという会社ですが、ここだけ

と思います。

ではなく、全部で10社くらいあります。事務長が

経済学部では850人という大規模な学部ですが、

奔走して、インターンシップ先を集めてきてくだ

このように大規模教室以外の少人数教育、課外活

さっています。アジア、ヨーロッパ、アメリカ等

動を通じて新島先生の言葉どおり、「一人ひとり

ありますから、ぜひチャレンジしてみてください。

を大切に」ということで努力しております。ぜひ

単位は取れませんが、ここで学んだことは必ず将

安心していただき、新島中高並びに短大から生徒・

来に生きます。
参加した学生は大きく成長して帰っ

学生をお送りいただければと思います。それでは

てきます。働くことがどういうことか、なぜ企業

これでお話を終わりたいと思います。ありがとう

は海外に行っているのか、経済学の視点を交えて

ございました。
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新潟県が実施するＵ・Ｉターン就職支援について
古川 和春（新潟県産業労働観光部労政雇用課参事）

皆さん、こんにちは。本日は同志社大学経済学

ております。どちらかというと、母親は日頃、お

部父母会からお声掛けをいただき、新潟県からお

子さんとのパイプがあるけれども、父親というの

話をさせていただく時間をいただきました。お手

は子どもとなかなか直接的な会話がない、少ない。

元の資料で話を進めていこうと思います。

特に就職に関しては父親の場合、「就職はどっち

地方父母会
での就職講演

お手元の資料、なぜ今日、皆さんにこの時間を

でもよい」というのが多いそうで、「どっちでも

お借りしてお話をしにきたかというのが、トップ

よい」ということで、進学した大学の地域に就職

ページです。新潟の場合、人口減少が極端に進ん

してしまう学生さんが非常に多いと聞いています。

でいるという現状があります。赤い棒グラフの中

この現状を見て、皆さんが今後、何年かして、歳

で社会増減数を見ていただきますと、平成前半は

をとっていくと子どもが近くにいてほしいという

まだ人口が増えていた時期がありました。これは

気持ちが強くなって参ります。今ならお子さんに

バブルが弾け首都圏が不況の時、新潟にも相当戻っ

その気持ちがストレートに話せますが、後ではな

てきてくれた学生、そのまま新潟に就職してくれ

かなか話しにくくなります。「何年かは首都圏で

た学生がたくさんいたのですが、その後、どんど

働いて、10年したら戻ってきてくれ」という思い

ん転出が進んでいます。転出が進んだために自然

があったとしても、学生は、今なら自分を企業に

減が加速しているという現状です。現在、新潟県

直接売り込むことができますが、一旦、就職した

の人口は230万人を切っている状況で、県として

社会人が、５年、10年磨いたスキルを、自分が就

も全国に先駆けて人口減少に対して対策を打とう

職したい企業に売り込みできるかというと、それ

と、知事をトップに人口問題対策会議を立ち上げ

は非常に難しいのが現状です。それを考えると、

施策を進めていますが、簡単に実を結ぶものでは

やはり学生の時に「ぜひ地元就職を考えてほしい」

ありません。やはり親御さんに直接お話させてい

と親御さんから発していただきたいと思います。

お話したいという思いで今日、参りました。

▼

ただくことが必要です。ついては学生さんに直に

新潟県における大学等進学及びＵターン就

▼

職の動向
親御さんの影響力

皆さん、親御さんとして県外に高い学費をかけ
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資料２「新潟県における大学等進学及びＵター
ン就職の動向」。31.5％という数字がありますが、

て進学をさせておられる中で、お子さん自身もい

これは昨年、新潟県で調査し大学から回答いただ

ろいろな世界で活躍したいという思いで進学され

いた数字をまとめた数値です。31.5％の学生さん

た学生さんも相当おられるわけですが、中には最

が新潟に戻ってきてくれた。31％しか帰ってきて

初から地元で、新潟で働こうという学生も、実際

いただいていないということです。毎年、新潟県

にはおられます。しかしそうでない学生も多い。

では約２万人の生徒が高校を卒業しておりますが、

どちらでもいいという学生さんの進路を決めるの

その半分、約１万人が大学等に進学しています。

は、
やはり親御さんの影響力が非常に大きいと伺っ

１万人のうち４割は県内進学、６割が県外の大学

地方父母会での就職講演
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に進学されています。県外に進学された約６割、
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新潟県が実施するＵ・Ｉターン就職支援について

新潟県と東京の生涯収支は変らない

約6,500人のうちの31％ですので約2,000人程度し

「新潟県と東京における生涯収入と支出のバラ

か戻ってきていただけていないという状況です。

ンス比較」。新潟県と東京、首都圏への転出が非

残念ながら毎年約5,000人が県外に転出されてい

常に多いので収支状況を調査試算しています。新

るという数字もあります。ぜひ学生さん、若い方

潟県の収入は東京の８割。東京が100であった場合、

に戻ってきていただかないと新潟県は厳しい状況

新潟は80という指数が出ています。その差20とい

であるということです。

うのは大きいですが、支出もその分、多いという

▼

ことで、生涯収支を比べた場合、変わらないと申

Ｕ・Ｉターン者が希望する企業規模

「Ｕ・Ｉターン者が希望する企業規模」。なぜ

し上げたいのです。
学生は見た目の賃金を重要だとみると思います。

こういう話を皆さんにさせていただくかと申しま

就職活動をする場合、やはり少しでも待遇のよい

すと、
「新潟にはよい企業がないので新潟には戻

企業へ行きたいという思いがあり、それはごく当

らない、戻れない」という声をよく聞きます。新

然ですが、地域が違えばそれだけ生活支出も異な

潟によい企業があるかないか。
「よい企業って何か」

るとみていけば、決して新潟は極端に賃金が低い

という価値観の問題だと思います。この図を見て

ということではないことをご理解いただきたいと

いただくとＵターンされた方、Ｉターンされた方、

思います。

それぞれで企業規模に対しどのような意識がある

賃金以外にも新潟の良さは、一旦、県外に出る

かを新潟県で調査しましたが、全体で「大企業が

とわかると思います。ただ何がいいかというとな

よい」と回答された方は１割以下。「中小企業が

かなか伝えにくいということもあり、新潟でＵター

よい」と回答された方が２割。残り７割は「企業

ンを叶えていただきたいということで、賃金を始

規模にはこだわらない」と回答されています。親

め、いろいろなライフスタイルの中で新潟の良さ

御さんとしては、県外大学に進学させて新潟に戻

を発信したいと考え作成したパンフレットです。

るなら世間体から、公務員、次に金融系などに目

まず親御さんからみていただき、さらに学生ご本

を向けがちですけれども、それだけではないとい

人にお渡しして「新潟で就職しよう」という気分

うことをぜひご理解いただきたいと思います。

をつくっていただきたい。まず「賃金はそんなに

新潟県には調査上では個人事業主も含めると企

変わらないんだよ」と伝えていただきたい。たと

業は約12万社あります。うち従業員50人以上の企

えば通勤時間ですが、毎日、通勤電車に押し込め

業は約3,000社。全体に占める割合は、わずか2.6％

られる生活と、新潟は決して交通機関は首都圏の

ですが、全国平均は2.9％であり、「新潟県だけが

ように十分ではありませんが、車であれば通勤時

突出して中小企業が多いわけではない」と申し上

間は少ない。自然の豊かさ、精神的なゆとりが生

げたいのです。県内にも魅力ある中小企業があり、

まれることも加味していただいて考えていただき

世界に誇れる一流もあるということをお伝えした

たいということです。

いのです。ただ伝える方法が、一企業が一学生に
届けられない現状があるので、後ほどその情報の
発信状況をお伝えしたいと思います。
「こういう
企業じゃなきゃダメだ」という親御さんはおられ
ないと思いますが、学生の視点でぜひ選ばせてほ
しい。働くのはご本人です。大企業であっても、
一歩、経済環境が変わると大きく変わる状況、価
値観はブランドではないということです。
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新潟県が実施するＵ・Ｉターン就職支援について

新潟県の雇用情勢とＵターン就職サポート

「新潟県の雇用情勢」。これは新卒者を除いたデー
タです。７月のデータで、1.20倍。全国19位になっ
ています。ほぼ中間地点です。新潟が悪いという
状況はありません。これは新潟県内の大学に寄せ
られた求人数です。新潟労働局が県内の大学に調
査をさせていただき、今年３月、どれくらい求人
をいただいたのか。14,335人の求人をいただいて
ということです。

４年生と３年生への支援

Ｕターン就職、そのサポート体制はどうなって

ここからは学年ごとに切り分けてお話をさせて

いるのか。首都圏に学生の多くが行っているとい

いただきます。今、４年生で就職活動中、内定を

うことで東京に「にいがたＵターン情報センター」

もらえていない学生には、まだまだチャンスがあ

を設けていることをお伝えしたいと思います。同

ります。県内でも合同説明会を行っています。公

志社大学さんは京都ですので東京の話をしてもど

的な機関のものだけですが、これ以外にも民間が

うかということはありますが、県としてこういう

行うガイダンスが用意されています。メインとし

取り組みがあることをご紹介しようと思って資料

て新潟市内にあります朱鷺メッセで行われていま

に入れております。新潟県は、東京の「にいがた

すが、新潟市内の企業だけでなく、中越、上越か

Ｕターン情報センター」に新潟のハローワーク職

らの企業参加もあります。ほかにもホームページ

員を常駐させておりまして、一般のＵターン、Ｉ

で公開されている会場がありますので、効率的に

ターンの方の就職斡旋も行っています。新潟のハ

企業を知る機会はまだまだあるということでお知

ローワークを東京に置いているのは新潟の他に２

らせをさせていただきます。

県しかありません。新潟は人口減少もあり、他に
先駆けて取り組んでいるところです。
若者しごと館は、帰省時にサポート窓口を使っ

資料の中に１枚、青いリーフレットをお入れし
ています。10月１日からスタートした「シューカ
ツアシストにいがた」。４年生の10月１日時点で、

ていただきたいということで新潟県が設置をして

まだ内定を受けていない学生さんに個別支援をし

いるものです。新潟、長岡、上越三カ所に若者だ

ましょうということで始めております。こちらも

けに特化した就職サポートを行っている窓口があ

是非利用していただきたいと思います。昨年この

ります。就職活動をする際に、いろんな準備が必

アシストで約40名の学生さんが新潟に戻ってきて

要です。そういった意味での支援をさせていただ

いただいております。

いている窓口が新潟にもあります。
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▼

おります。新潟にも相当の求人が寄せられている

４年生になって就活をスタートしても、うまく

次に、ハローワークのご紹介です。県内には13

いきません。３年生までに「戻ろう」という気持

カ所ハローワークがありますが、その中で上中下

ちになっていただくことと同時に新潟に魅力的な

越、特に新潟地区には学生さんが多いということ

企業があることを伝えたいという事業です。月に

で、新潟駅すぐ近く「弁天」というところに「新

１回、企業見学をバスツアーで行っております。

潟新卒応援ハローワーク」を置いており、ここで

10月は印刷業をターゲットにしました。一社は卒

もサポートを行っております。
「若者しごと館」

業アルバムをつくる企業、もう一社は各種印刷業

と同じフロアでハローワークが支援しております。

務の企業２社をみていただきます。同業種ですけ

就職が決まるまでは諦めないで頑張っていただき

ども、同じ印刷業といっても違いがあることを実

たいということでご利用をおすすめしております。

際に見ていただこうと考えております。いろんな

地方父母会での就職講演
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業種をみていただけるということですが、京都に

ています。二つ目「若者応援企業」。厚生労働省

行かれている学生さんに参加いただくのは難しい

が提唱しているものですけれども、新潟県内で特

ところがありますが、県内でもこういう取り組み

に若者を採用したいという企業が登録されており

があることをご承知いただいて、お知り合いの方

161社ございます。三つ目「にいがたモノ・クリ

にお伝えください。

エイト」。これは県内に事業所がある製造業を主

▼

体とした企業124社をご紹介しております。製造

企業情報の収集

メーカーというと、理系学生しか採用しないので

県内の「企業情報の収集」ということで、大学

ないかと思われるかもしれませんが、製造業にお

１年生から３年生を対象にしたインターンシップ

いても理系以外の学生を必要としている企業がた

に対する支援です。来年３月に卒業する学生さん

くさんあります。四つ目「ハッピー・パートナー

は就職活動のスケジュール変更がありましたが、

企業」。今、ワークライフバランス、女性の活躍と

その中でインターンシップが脚光を浴びています。

いわれていますが、新潟県内で「女性を積極的に

新潟県内でもインターンシップへの橋渡しが行わ

登用し、働きやすい企業」として宣言し、登録さ

れております。主として新潟県中小企業団体中央

れている企業は679社です。これからは男女が共

会が取り組んでおられ、その他にも私ども新潟県

に働きやすい企業が注目されます。この４つのホー

が運用している「新潟企業情報ナビ」に登録して

ムページで情報を得るだけでも、相当数の企業情

いる企業がありますので、新潟県内のインターン

報を得ることができます。ぜひ、ご縁のある企業

シップを案内させていただきます。

を探してください。

３年生までを対象にしている「にいがた交流 in

私は新潟県として参っておりますけれども、他

東京」ですが、東京へ企業を毎回６社ずつお連れ

自治体も就職のサポートを行っております。新潟

し、そこに学生との出会いをつくろうというもの

市は「新潟市学生就活相談デスク」を開設、長岡

です。企業を研究していただこうということで今

市は「ながおか就職・Ｕターンサポートデスク」

日、10月３日、第一回目をスタートしたところで

を開設しております。新潟市や長岡市も地元就職

す。お手元にオレンジ色のリーフレットに来年２

への支援を一生懸命行っていますので、両市の出

月７日まで８回、東京にお連れする企業を一覧表

身学生さんは、ぜひこちらでご相談ください。学

で出しています。各企業から入社された方をお連

生さんだけではなく、保護者のご相談も行ってい

れいただき体験を語っていただき、そこに学生さ

ますので、ぜひご利用ください。

語っていただいています。学生からは「東京にい

▼

んを加えて毎回40人の定員で、各社毎の座談会で

就職を話し合う

ても新潟の企業の情報、話が聞けた」、「新潟にも

就職について親御さんとお子さんでぜひ語り合っ

こういう企業があると知り得た」等の声を聞き、

てほしいのですが、お手元の冊子をご覧になった

それを機に多くの若者から帰ってきていただいて

ことはありますか？初めてご覧になられた親御さ

います。

んはぜひご登録ください。「Ｕターン」という緑

次に、多くの企業を皆さんにお伝えできるホー

の冊子、このマガジンは年３回、12月、３月、８

ムページでの情報提供です。京都でも効率的に情

月に発行しております。学生が帰省する時期の少

報を収集してください。公的なもので民間のもの

し前です。登録していただいた方に送らせていた

ではありません。大きく４つ。一つ目は「ジョブ

だいています。これは保護者のためのＵターンサ

カフェカンパニー」。現在、1300社のご登録をい

ポートマガジンで、親御さんから、まず現状を理

ただいております。県内全域の企業から「若者を

解していただきたい。皆さんの学生時代の就職活

採用したい、育成したい」という企業が登録され

動と今の学生の就職活動とは相当違うということ
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新潟県が実施するＵ・Ｉターン就職支援について

を含めまして、親が知っていることで子どもと話

でしまいます。自分自身から皆さんに届けたいと

すきっかけになります。しかしいきなり就職とい

いう大事なメッセージです。全員が地元に帰って

う話は出しにくいと思いますので、このマガジン

きていただけるわけではありませんが、「どっち

を使いながら就職というものを家族で話し合う機

でもいい」、気持ちが揺れている時に最後の決め

会を作っていただきたい。そういう時に親の思い

手は皆さんの一言です。ぜひ今日の話を持ち帰っ

として「ぜひ新潟に帰ってきてほしい」と発信し

ていただいて、ご家族でお話をして、お子さんに

てください。

も語っていただければということで私の話とさせ

私は、複数の保護者会に参加させていただいて
おりまして、その中で印象に残ったお話です。あ

ていただきます。ぜひよろしくお願いします。あ
りがとうございました。

る大学のお子さんの話ですが、女子学生が就職内
定を受け帰省してご両親にご報告された時のこと
です。
「東京で就職決まったよ」とご両親に話を



新潟県産業労働観光部労政雇用課雇用対策班

したら、お父さんが開口一番、「新潟で就職しな

電話

025-280-5270（直通）

いのか」が第一声だったのです。そこで学生は泣

FAX

025-280-5493

き崩れた。
「なんで早く言ってくれなかったの？」

ＨＰ①新潟県のトップページ

という思いですね。早く「帰ってきてほしい」と
子どもさんに言っていれば、子どもも親の気持ち

http://www.pref.niigata.lg.jp/
②Ｕ・Ｉターンのページ

はわかってくれたと思います。決まった時の開口

http://www.pref.niigata.lg.jp/u-turn.html

一番がそれですから、お子さんとしては「よかっ

③Ｕターン就職サポートマガジンの登録

たね」といってほしかったと思います。あたりま
えですよね。その一言で、残念な躓きになったと
いうことでした。この話をする度に私自身涙ぐん
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地方の就職状況と親としてできること
堀川 明子（株式会社向日葵専務取締役）

皆さん、改めましてこんにちは。キャリアカウ

志向」
「安定志向」の学生が多く、地域のネットワー

ンセラーというお仕事をさせていただいておりま

クを重視する傾向が顕著なようです。大学生の就

す堀川明子と申します。今日は皆さんには知って

活セミナーを行うと、「地元で就職したい」「地元

おいていただきたいことと、今の大学生の状況も

に残りたい」という学生が多く、地元の企業に就

併せてお話ししたいと思います。簡単に自己紹介

職するのが大半であるという印象が強くあります。

させていただきます。キャリアカウンセラーとい

実際に地元志向の学生は、大学のある県で就職す

うのは就職支援の仕事が中心です。高校生、大学

るパターンと、出身地に戻って就職する。大きく

生の就職や、一般の再就職の方に対する面接の指

はこの２パターンに分かれています。就職に際し

導や個別の相談。大学生であれば就活セミナーな

ては、親御さんの意向が反映されており、親御さ

どを担当しています。それ以外にも企業研修も行っ

んが「地元に戻ってきて欲しい」という希望が強

ています。新入社員研修では、今、よくいわれる

い学生さんですと、地元に戻って自分の家から働

「職場定着」
。若い人が職場に定着しない状況を

けるところを探しています。そして大学で学んだ

改善するため、モチベーションアップを目的とし

ことを生かせるように、大学の近くで就職したい

た取り組みを行っています。「ほめる達人」とい

という学生。この２つに分かれています。

う言葉をご存知でしょうか。「ほめ達」と呼ばれ

福島県でいいますと、もっともメジャーで皆さ

るのですが、褒める、承認することによってどの

んが知っている大学としては、福島大学があげら

ようにモチベーションがアップするのか。このよ

れます。うちの息子も福島大学に通っているので

うなことも新入社員研修で行っています。またプ

すが、約50％が県内の高校生が進学しています。

ライベートでは、大学４年生と２年生の２人の息

残り半分が他県から福島に来て、福島大学に通っ

子がおり、皆さんと同年代の子供を育てる親の視

ている学生になるのですが、他県といっても関西

点からもお話したいと思っています。

から来るケースはほとんどありません。地元とい

▼

うのは変なのですが、山形や宮城、茨城や栃木と

東北地区の大学生の状況

いった北関東から通う学生がほとんどなので、
「地

東北地区の大学生の状況をお話ししたいと思い

元」といってもいいぐらいの状況になっています。

ます。東北地区の大学生の状況としては、「地元

地元志向の学生さんは、どちらかというと安定志
向で、企業よりはネットワークを大切にする学生
さんが多くなっているようです。私も福島大学経
済経営学類の先生とお仕事させていただくことが
多いのですが、福島大学の学生さんの話を聞きま
すと、経済経営学類ですと金融機関に就職したい
という学生が多いのですが、メガバンクと呼ばれ
る大きな金融機関よりは、地銀、地元の金融機関
に就職したいという学生が多い。先生方が「もう
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少し大きなところに挑戦すればいいのではないか

加えて公務員志向です。民間企業に比べると公務

と思う学生であっても、どうしても地元に残りた

員の仕事の方が「安定性」が高いというイメージ

いという意向がすごく強いのです」という話でし

を持ち、公務員を希望される学生が多くなってい

た。また、男子と女子だと「圧倒的に女子の方が

ます。中小企業さんからは、いい学生さんが来て

モチベーションは高い」ということです。企業側

くれないという声があがっており、人手不足が顕

の採用担当者の方と話をしますと、筆記試験や面

著に表れているのが今の状況です。

接試験では点数が高いのは圧倒的に女子というこ

今の大学生のキャリア形成のパターンで、よく

とです。単純に点数だけで採用してしまうと８割

いわれるパターンが２つあります。一つが「山登

から９割女子になってしまうので、本人の意向を

り型」、計画的に目標に向かって進んでいくキャ

聞きながらバランスをとりながら採用するのです

リア形成のパターン。これは大学選びや学部選び

が、圧倒的に女子の方がモチベーションは高くて、

の時も反映されると思いますが、「目標をもって」

コツコツやる学生さんが多いというのは、しばし

という部分についていえば、学校の先生になりた

ば耳にすることです。

い、お医者さんになりたいということで大学、学

地元の大学生は何を基準に企業を選択するか、

部を選択すると、目標に向かって計画的にキャリ

皆さんも考えていただきたいと思います。福島大

ア形成が進んでいきます。大学入学のタイミング

学経済経営学類の学生さんに「安定性」
「お金」
「出

で「山登り型」の学生さんは決まってくるようで

世」
「社会貢献」
「やりがい」
「人間関係」そして「自

す。

由な時間」
。この７つの項目のうちどれを基準に

それ以外の学生のキャリア形成は「いかだ下り

企業を選ぶかアンケート調査を行いました。皆さ

型」といわれます。どこが目的かわからないが、

ん見ていただいて、自分だったらこれから就職を

岩を避けながら進んでいく。その時の状況に合わ

する時に、この中から３つ選ぶとしたら何を基準

せて、何となく雰囲気がいい会社があれば、その

に企業を選ばれるでしょうか。
「安定性とお金と

会社に何となく就職して、その中で何となく自分

やりがい」ですね。
「安定性」と「お金」と「や

の位置を見つけながら、自分のキャリア形成をし

りがい」
。私もこれ見た時に一番はお金かな、給

ていく。これが「いかだ下り型」といわれるパター

料は高い方がいいかなと思いました。それから「出

ンです。大体大きく分けると、この２つに分かれ

世」
。ある程度、高い立場にいけるようなところ

るといわれます。

年代だと思うのですが、バブルの時に就職活動を

42

▼

に就職したい。自分が学生の時、多分皆さんと同

地元企業の採用状況

したので、どうしてもお金や出世が、就活に対す

それでは実際の地元企業の採用状況についてで

るイメージとして強いように思います。自分だけ

すが、お手元の資料に文章を載せております。
「経

でなく、実際に今の大学生に調査をすると何が一

団連に加入していない中小企業の多くは独自の採

番多かったかというと「安定性」です。圧倒的に

用スケジュールを取っている。Web 等の募集よ

「安定性」がトップです。その次は「人間関係」

り合同企業説明会等を利用する傾向も強い」とい

と「自由な時間」。お金よりも自分のプライベー

うのが地方の企業の一番の特徴といえます。実際

トな時間を大切にしたい。それからコミュニティ。

に地元の企業では、合同説明会や、地元の労働局、

自分のいる環境を重視している傾向が強いようで

ハローワークからの情報によって学生を募集して

す。逆に一番少なかったのが「出世」という結果

いる傾向が強くなっています。それ以外の大手の

が出ているとお聞きしました。大学の就活のセミ

企業は、就活のスケジュールが後ろ倒しになり８

ナーを担当して感じるのは、「安定性」という意

月１日から本格的な就職活動が進みますが、そう

味では、企業の規模が大きい会社、知っている会

いった流れにのって就職活動をしているケースが

社に就職したいという学生が圧倒的に多い。それ

圧倒的に多い。ただ地元に戻りたい、地元に就職
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したいという学生さんは、大手とは若干スケジュー

半は内定が出ているという状況でした。企業側は

ルが変わってくるので、ご注意いただきたいと思

「採りたい」という意向がありますが、学生さん

います。

は、もう内定が出ているというのが現状です。表

どうしても地元に戻って就職したいという場合
には、地元の労働局のホームページ、都道府県で

向きのスケジュールより早く企業は動いているこ
とを、頭に置いておかれるといいと思います。

開催する合同説明会の情報をしっか掴んで、それ

福島県内の地銀では、東邦銀行、大東銀行、福

に合わせて就職活動をする必要があります。大手

島銀行さんがメジャーなところだと思いますが、

の就活とは若干色合いが違うということを覚えて

春先には内々定を出していました。表向き面接を

おく方がいいと思います。今年は特に就職活動が

やってはいけないことになっていますが、「面接」

後ろ倒しになって、大学４年生には戸惑いが多い

とはいわないで「面談」といって学生に会って、

ように思います。いつ動いていいのか。前年の先

いい学生は「内々定」という形で口頭や簡単な書

輩の動きとはまったく違う。去年の秋頃、東北に

面で通知していることを覚えておかれるといいと

ある様々な大学で就活セミナーを行ったのですが、

思います。こういった地元の企業ではホームペー

多くの大学の先生方からお聞きしたのが、
「大学

ジや「リクナビ」を使わない。インターシップで

３年生がどう動いていいのかわからないので、い

学生の囲い込みをするケースがありますので、も

つもの年よりのんびりしているので、セミナーで

し地元に戻りたいというお子さんがいらっしゃっ

お尻を叩いてもらいたい」という話です。このよ

たら、早い段階で企業との接触を持つということ

うな話が多く、スケジュールが後ろにずれたため、

も考えておかれるといいと思います。

就職活動が遅くなると思っている学生が多いのが、

お手元の資料の「雇用状況」という参考資料を

今の４年生の状況といえます。実際は水面化で面

ご覧ください。現在の「正社員の有効求人倍率」

談や説明会が行われていることを忘れないで欲し

を載せています。全国で0.75という数字が出てい

いと思います。

ますが、仮に100人正社員を希望する方がいると

８月１日から今の４年生は就活の合同説明会が

すると75人分の正社員の求人があるというのが、

解禁になったのですが、８月１日時点では県内、

正社員の有効求人倍率になるのですが、都道府県

福島県の学生のほとんどが、すでに内々定をもらっ

によって有効求人倍率がかなり違います。東京は

ていました。ということは、３月、４月の頃から

1.06。大阪や京都でも0.8ぐらいは有効求人倍率

インターンシップや、個別に OG・OB 訪問を行

があるのですが、東北では若干、この有効求人倍

いながら、いい学生さんの囲い込みに入っている。

率が低い県が多くなっています。一番低いのが青

現場ではそういうことが起きているようです。８

森県で0.51。東北で一番高いのが福島県0.95とい

月１日以降、最初に福島県で行われた合同説明会

う数字になっています。なぜ福島県の有効求人倍

が８月６日で、この会場の近くのビッグパレット

率が高いのか。それは震災関連の復旧事業が多い

ふくしまで開催されました。企業は200社ブース

ことと関係しています。それに加えて、若い方が

用意し、学生は約200名参加したのですが、実際

福島県を離れる傾向があるので、求人、求職の数

には既に内々定をもらっていて、取り敢えず様子

自体が少ないというのが福島県の現状です。その

を見に来ている学生さんが多かったようです。

ため他の県よりは福島県の有効求人倍率は高くなっ

私の所属している会社でも、今週も大学生向け

ています。

合同説明会を郡山市内で行いました。その時には

次に正社員の求人倍率の状況です。お手元の資

「参加したい」という企業が70社、応募があった

料の下の方に「今週の大卒者の進路」ということ

のですが、実際に合同説明会に来た学生は20名ぐ

で、文部科学省が発表しているデータも併せて載

らいでした。大学生はゼロでした。福島県内には

せてあります。よく「内定率」という言葉を聞く

私立大学、国立大学、公立大学がありますが、大

と思います。大学生の内定率をみると、９割、
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割合になっています。
全国的にみましても業種別の新規求人数は宿泊
業や飲食サービス業、卸・小売業で大幅に増えて
います。東京オリンピックとの関係もあり、観光
関係の求人はかなり増えているというのが全国的
な傾向です。それ以外では、医療福祉系でも少子
高齢化を反映して人出不足になっていますので、
どうしてもこの部分の求人が多くなっています。
総務省の見解によりますと失業率の悪化が若干
95％などかかなり高い数字を目にすることがある

あったのですが、好待遇の仕事を求めて自発的な

と思いますが、就職を希望する人に対して、何％

離職者が増加しているようです。今の待遇では自

内定が出ているかという割合なので、９割以上の

分と見合わないと思う場合、早く見切りをつけて

内定率が出ています。現実はアルバイトや就職を

次の場所を探しているというのも、今の雇用状況

希望されない学生は内定率の分母から外れている

の特徴です。また、金融関係や公務員は新卒で入

ので、内定率の割合よりは低く、正社員に雇用さ

らないと就職するのが難しいのが現状だと思いま

れた学生は63％という数字になっています。

す。再就職や一旦会社を辞めてしまった場合、こ

よく話題になる言葉で「ニート」、
「フリーター」
というものがあります。「フリーター」といわれ

比較的就職することは容易ですが、自分の希望に

る方がどの枠に入ってくるかというと「非正規雇

沿うかというと、そうではないケースが増えてい

用」と「アルバイト」、4.1と３％、ここが「フリー

ると思います。

ター」という括りになります。「進学も就職もし

賃金面もみていきたいと思います。最低賃金が

ていない」13.6％。この値がよく耳にする「ニー

毎年10月に更新されます。普段、目にする機会は

ト」と呼ばれる割合になります。大卒者の20.7％、

ないと思いますが、東北の最低賃金、青森、岩手、

２割ぐらいの方がフリーターという非正規で働か

秋田が、時給695円、これが最低賃金です。宮城

れるというのが、今の大学生の状況です。逆にい

726円。山形696円。福島705円、東京や大阪から

うと就職を希望して就活を行っていれば内定がと

みますと、地方の賃金の格差が、生じていること

れないということは、あまりないのです。本人が

がおわかりいただけると思います。

就職を希望されない、就活していないということ

大学生はどうか。東北地区の大卒者初任給、平

を除き、本人の希望があれば就職自体はそれほど

均で19万くらいです。全国的な大卒の初任給は大

難しくはないのです。

体20万くらいといわれているので、大卒者だけで

それではどういう求人が多く出るのか、福島県
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こに載っているような求人が多いお仕事であれば、

いえば東北も全国平均もそれほど差はありません。

内で多い職種は何か。１位が介護サービスのお仕

再就職の場合には、最低賃金は地域でかなり違い

事になります。２位が一般事務。総務や人事、秘

が出てきていますので、大卒ですぐ就職した方が

書や医療事務もここに含まれます。３位は土木関

賃金面でも有利に働くケースがあると思います。

連。これは福島県の特徴です。除染など手つかず

ただ東北地区の大卒者の初任給も職種によって賃

のところも多いので土木関係の求人も多い。４位

金の差が出てきているようです。技術職、専門職

は商品の販売。５位は自動車の運転。運送業など

は24万、25万のように高い賃金になるケースがあ

の絡みで自動車運転のお仕事が多くなっています。

るのですが、介護系の職種は15万くらい。大卒者

県の合同説明会でも説明会のブースを出す会社が

でも高校生とそれほど変わりませんので、概ね19

多いのが、医療、介護の福祉関係。２番目に多い

万くらいということだけ、覚えていただければと

のが小売業。３番目に多いのがサービス業という

思います。
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親としてできること

会社に入ってからメンタル不調で会社を休みがち

それでは３つ目の項目。「親としてできること」

になることや、ストレスを抱えて精神的な障害が

ということでお話させていただきたいと思います。

出てきてしまうというケースも多くなっています。

今の就職活動は一時期、「氷河期」と言われたも

そして「壁が乗り越えられない」
「リアリティ・

のが、
どちらかというと地球の温暖化と同様に、
「温

ショック」といわれるのですが、イメージしてい

暖化」になりつつあります。どちらかというと売

たものと現実のギャップが違いすぎる。「残業は

り手市場になっていますし、積極的に早めに就活

あるとわかっていたが、こんなにあるとは思わな

を始めている学生は、自分の希望するところに就

かった」「上司との付き合いで、いつも断っても

職できています。それほど選り好みをしなければ

いいものかと思っていたけども、やっぱり付き合

就職先がないということはまずありません。きち

わないとならないと、お酒の席でうまく話ができ

んと就活していれば、ほとんどの学生が内定をと

ない」。このような現実とイメージしていたもの

れていますので、就活自体はそれほど厳しいもの

が違うため、そのギャップ、壁を乗り越えること

ではない。早めに自分の目標とする企業や業種を

ができずに、メンタル不調になってしまうという

決定し、それに向けて活動していけば、結果はき

ことも多くあります。

ちんと出ると思います。

「自己肯定感が低い」。これはキャリアカウン

ただ実際には就職活動がそれほど大変でなくて

セラーとして、若い方と個別の相談をして、その

も、新社会人の特徴である「社会人としての意識

中で業務の一つ「ニート」とか「フリーター」の

が低くなってしまう傾向」がみられます。企業側

方の相談を受ける仕事があるのですが、相談に来

からよく言われることですが、時間管理ができて

られるニートやフリーターの方、若くて就職が困

いない、自分のモチベーションをなかなか高く保

難な方の多くが、結構いい大学を出ている学生さ

てない。このような傾向がどうしても出てきてし

んが、実は多いのです。高校や大学では学業をしっ

まうことがあります。以前は、就活が厳しくてやっ

かりやっていれば自分が評価されますが、社会に

と内定をもらえると、なんとかこの会社で長く勤

出ると勉強ではないところで評価されることにな

めたいという意識が高くなるので、社会人として

ります。自分のことを認めてもらえなくて自分に

の意識も高くなるのですが、今は逆に、すぐ就職

自信がなくなってしまいます。特に学力が高い人

できるので、
どこへ行っても通用するだろうと思っ

は余計、勉強ができる以外のところでの評価を自

てしまう傾向が若干みられます。どうしても社会

分でうまく表現することができなくて、自信をな

人としての意識が低くなりがちなので、企業も新

くしてしまい社会に適合できないという人が増え

入社員研修等でなんとかして社会人の意識を上げ

ています。自己肯定感が低い若い方が多いという

たいと思い、様々な取り組みを行っています。そ

現状があると思います。

して「コミュニケーションがとれない」。これは

そして「早期離職」の問題です。今よくいわれ

今の若い人の中でいわれることが多いことですが、

る「七・五・三現象」、３年以内に会社を辞めて

友だち間でも LINE や Twitter などの SNS でコミュ

しまう現象です。大卒の場合は３割の人が３年以

ニケーションをとってしまうため、対面では話が

内に会社を辞めてしまうという状況があります。

できないことがあります。上司から厳しい口調で

早く会社を辞めてしまうと次の仕事になかなか就

いわれると、それだけで落ち込んでしまったり、

けなかったり、再就職ですので、一般の再就職の

へこんでしまったり、会社の中でうまくやってい

方と一緒に就職活動をする中で、自分を表現する

けない。立ち回れないという傾向が強くなり、コ

ことができなかったり、社会経験が少ない分、経

ミュニケーションが取りづらいという新入社員の

験が少ないと思われ、いい結果が出なかったりす

方も多くいらっしゃいます。それとも関連してく

るケースも多い。大学を卒業されて就職する就職

るのですが、
「メンタル不調」の問題があります。

先に関しては、できれば３年以上は勤められる会
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社やお仕事ということを頭に入れながら、就職活

というのは、お父さんお母さんのお子さんに対す

動をしていく必要性があると思います。

る意識で、かなり変わると思っています。

▼

「ピグマリオン効果」という言葉を存知でしょ

会話を増やす工夫

うか。1964年にアメリカの心理教育学者のローゼ

今日は地元のお話、状況についてお話させてい

ンタールが提唱した「ピグマリオン効果」という

ただきましたが、最後に親としてできることとし

ものがあります。「人は、このように成果がある

て「会話を増やす工夫」と書いています。私もそ

と思われた人は、そのような成果を出す傾向にあ

うですが、うちも息子が同じ年代ですので親とし

る」。いろんな実験で提唱されているのですが、

て心配な部分があると思います。家から大学に通っ

一つの実験をご紹介すると、ある小学校で権威あ

ているのですが、ほとんど家にいません。サーク

る学者が知能テストを行ったそうです。知能テス

ルやアルバイトなど自分の好きなことやっていて、

トの結果から「クラスのＡさん、Ｂさん、Ｃさん

一緒に住んでいても顔を合わせることはあまりあ

は、ものすごく優秀ですよ」と担任の先生にいっ

りません。
たまに会うとどうしても心配なので、
「大

たそうです。でも実際は、そのＡさん、Ｂさん、

丈夫なの？」
「ちゃんとやっているの？」といっ

Ｃさんというのは無作為に選ばれた３人で、何の

てしまいがちです。子どもからすれば親から「大

根拠もなかったそうです。ただ担任の先生は権威

丈夫なの？」
「どうなの？」といわれると自分の

のある学者の方から「この人、優秀ですよ」とい

ことを信頼していないのではないかという気持ち

われたので「この人たちは優秀に違いない」と思っ

になってしまうケースが多い。「自己肯定感」と

て毎日接していたことによって、１年後、同じよ

いうのは親御さんとの関係性の部分で形成される

うなテストをやった時に、そのクラスでトップの

と思います。人間関係の基本は、親子間の人間関

成績をとったのが、無作為に選ばれたＡさん、Ｂ

係が色濃く反映すると思います。実際に早期離職

さん、Ｃさんだったのです。人は「この人、でき

してしまう若い方の一つが、なぜ壁を乗り越えら

る」と思われると、その能力が発揮できる。これ

れないかというと「自分に何となく自信がない」

を「ピグマリオン効果」というのです。

というのです。「なんとなく自信がない」「なんと

子育てで重要なのは、根拠のない思い込みです

なく自信がある」ということは、どこから来るか

だと思います。自分の子どもならできると思い込

というと、お父さんお母さんから自分のこと認め

むことが、最終的にはお子さんに本来、隠されて

られていると思っている若い人は、何かあった時

いる能力が活かされることにつながってくると思

に「それでも何とかなるのではないか」という考

いますので、日ごろのお父さんお母さんの接し方

え方になる傾向が強いのです。逆に親子間で自分

を意識することにより、お子さんの本来の能力が

のことをすごく心配されている。自分のことをあ

十分活かされる選択ができると思いますので、こ

んまり信用していないと思っている人は「なんと

のように意識されるといいと思います。

なく自信がある」というのが、欠けてしまうケー
スがあるのです。親子間の信頼感というのはすご

私からのお話は以上で終わらせていただきます。
本日はご清聴ありがとうございました。

く重要だと思いますので、私も意識しているのは
「大丈夫なの？」と声かけたいのですが、「あな
ただったら大丈夫。そこまでやっているから、頑
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群馬県の就職状況と親としてできること
山内 弘夫（群馬県若者就職支援センターＵ・Ｉターン就職支援担当

▼

株式会社ワークエントリー シニアコーディネーター）

Ｕターン就職相談会

を様々に抱えていますので、その時に親御さんが

「ジョブカフェぐんま」といっても初めて耳に

果たせる役割は大きいものがあるのではないかと

する方もあるかと思いますが、群馬県の予算で設

思います。ぜひ、お子さんといろいろな話をして

置、管理されている就職支援機関です。通常の運

ください。

せていただいております。その中に大学生等のＵ・

▼

営は手前ども株式会社ワークエントリーが受託さ

親御さんは希望表明を

Ｉターン就職支援部門がありまして、学生のＵ・

Ｕターン就職に関していろんな考え方があるの

Ｉターン就職支援を行なうとともに、群馬県出身

ですが、「帰っておいでと言わなければお子さん

者が多い大学を中心に「Ｇターン倶楽部」をとい

は帰ってきませんよ」と父母会でたびたび話をさ

う制度を設けています。重点支援対象大学という

せていただいています。今の親御さんの世代は、

ことになります。現在106大学（平成27年11月現在）

戦後民主主義の申し子のような世代ですから、例

に入っていただいております。同志社大学さんも

え自分の子どもといえども、人権を尊重するとい

昨年会員になっていただいております。昨年行わ

うことになります。就職に関して、「あなたの人

れた貴校のＵターン就職相談会では今出川キャン

生だからあなたのしたいようにしなさい」と理解

パス、京田辺キャンパスの両キャンパスに参加さ

のある言葉をいいます。ところが、言葉とは裏腹

せていただきました。

に、心の奥底では「本当は帰ってきてほしいな」

▼

と思っている親御さんは結構いらっしゃいます。

「普通」は少数派
さて、いつもＵターン就職の話の前にお話しし

お父さんの例で言えば、「あなたの人生だから好
きなようにしなさい」といっておきながら、いざ、

ているのですが、全国に約780ある大学の平均的

お子さんが「東京の会社の内定をもらった」と報

な数字ですが、大学の入学後、１割の方が中退し

告すると、「それは絶対だめ」、と豹変する方もい

てしまいます。留年される方が２割くらい。そし

らっしゃいます。お子さんは就活を、また一から

て卒業しても不安定就労につく、正社員以外の就

始めなければならないので、かなり苦労すること

労者等が卒業生のうち２割くらい。そして正社員

になります。本当は「帰ってほしい」と思ってい

就職しても３年以内に離職する比率が３割くらい

るなら、お子さんと話しあってみることが重要で

です。そうすると、入学者数を分母にとると、退

はないかと思います。お子さんにすれば群馬では

学せず、留年もしないで、不安定就労ではない正

なくてどうしても「この会社でないとだめだ」と

社員就職して、入社した会社に３年以上勤め続け

いうこともあります。それは尊重しないといけな

る方の比率は５割を切ってしまいます。ここから

いと思いますが、もし「Ｕターンしてほしい」と

思うのは、若い人たちのライフステージに関して、

思うならば、口に出して「Ｕターンした方がいい

親御さんが果たす役割は決して少なくないという

と思うよ」と、学費のスポンサーとしての立場か

ことです。就職問題だけでなく、若いなりの悩み

ら、はっきりお子さんに伝えることが必要ではな
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いかと思います。いろいろなお考えがあるかと思
いますが、父母会に出させていただいて、様々な
お話を聞くたびにそのことを感じています。

▼

Lecture

群馬県の就職状況と親としてできること

Ｕターン就職受入基礎数は8,000人

群馬県の人口は200万人、働く人は100万人。そ
のうち雇用者数は90万人。この数字に正社員比率

▼

６割、さらに正社員を採用する企業の比率６割を

Ｕターン就職比率は３割強

掛けて、その数字に、企業は正社員数に対して２

それでは群馬県以外の大学に進まれた学生がど

～３％の大学新卒を採用しますので、推計ですが、

のくらいＵターンするかというと、３割強です。

32.4万人の２％で6,480人、３％で9,720人の大学

これは、保護者の住所が群馬県にある学生数を分

新卒を受け入れるキャパシティ（受容能力）が群

母にして、群馬県に本社がある会社に入った学生

馬県にはあります。真ん中をとって約8,000人と

数を割った数字です。ですから、理系の学生は工

して、不景気の時はこの７割に減少し、好景気の

場、研究所に配属されることが多く、本社が東京

時は1.5倍に新卒求人数が膨らみます。一方、群

であったとしても工場が群馬県にある場合は帰っ

馬県の高校卒業者数はこのところ18,000人前後で

てきている。しかしそれは統計上、数字になって

終始しています。大学進学者数はこの半分の9,000

現われないので、保護者の住所と群馬県に本社が

人です。ですから、景況によってブレはしますが、

ある会社を基準にした数字は３割ですが、実際は

群馬県出身の学生数に対し、充分な新卒者の受け

４割くらいあるのではないかと推測しています。

皿はあるのです。ところが、学生に聞くと「就職

文系では、日本郵政グループとか中央労働金庫、

口がない」ということになる。その最大の原因は、

農林中央金庫、商工中金とかは群馬県に配属する

多くの学生さんにとって差し迫ったＵターン就職

ことを前提にしての採用もあります。しかし本社

の誘因がないということです。

ことになります。

揺れているＵターン就職への思い

ところで群馬県の法人（企業等）はどれくらい

Ｕターン就職相談会で会った学生さんからの聞

あるかといいますと、約４万法人です。株式会社

き取りによる推測数字ですが、「絶対、Ｕターン

等に法人化されている、町の八百屋さんや美容室

就職するぞ」という学生は２割くらい。「群馬県

なども含んだ数です。そのうち年間売上高が10億

はいやだ」という方が２割、そして６割は「自分

円以上の法人（株式会社等）は1,200社。30億円

の希望を生かせれば、どっちでもいい」という意

以上は500社くらい。50億円以上が250社。100億

見です。そこを突いて親御さんが「できたら帰っ

円以上が120社。1000億円以上が６社。上場企業

てきてほしい」とはっきりいった方が学生さんは

が23社です。因みに1,000億円以上売上高を上げ

Ｕターン就職を真剣に考えるように思います。い

ている会社は全国280万法人中3,000社くらいです。
東京が中心ですが、群馬県でも６社あることはご
記憶していただければと思います。
リクナビ、マイナビ等、就職ナビサイトで群馬
県に本社がある会社を検索すると、リクナビで
250社。マイナビで150社。日経就職ナビ（キャリ
タス）で150社。地元の就職ナビサイト、上毛新
聞社がやっているジャンプスで90社。高崎のスパ
ンさんがやっている就活応援ナビで130社。決し
て少なくない会社数だと思います。
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ろいろな会社を調べられないのは「群馬県に帰ろ

覧が掲示されます。学生にお願いするのは「プリ

う」という気持ちが固まらないからです。中途半

ントアウトするか、データとしてパソコンに保存

端な気持ちのままだと企業研究もなおざりになる。

しておいてください。合説に参加できなくともエ

自分の希望の会社が見つけられない。見つからな

ントリーはできますよ」とお話します。参加でき

いとＵターン就職しようかどうか、また悩む。そ

なければ関係ないのではなく、企業情報をすくい

の堂々巡りからなかなか出られない。決められな

取っておくことが重要です。上毛新聞社の「求人

い→見つからない→自分の気持ちもわからない。

サンデー」もネットで見られます。学卒、新人募

この繰り返しの中で、群馬県企業よりも圧倒的に

集をしている企業の求人が載っています。

多くの求人情報を発信する東京の会社に就職する。

会社情報、求人情報の情報源として役に立つウェ

このような現象が多いかなと思っています。年間

ブサイトとしてリクナビ、マイナビ等があります

50回くらいＵターン相談会で大学に呼んでいただ

が、ジョブカフェぐんまでも求人の検索ができま

いて学生と話した印象でしかないのですが、その

す。群馬県中小企業団体中央会のサイトにも大卒

ような感じを受けます。

求人があります。リクナビ、マイナビ等就職ナビ

▼

サイトに広告を出してない会社の求人も結構あり

探せば必ずある就職先

ます。そういうところをうまく利用してほしい。

企業研究に力を入れていただければ「なんだ、

また、大学の資料室、キャリアセンターの資料室

こんな会社があったじゃないか」ということにな

にはいろんなものが用意されています。群馬県の

ると思います。業種によってはなかなか難しいか

企業研究に役立つものとして、個人で買うと高い

なという業種もないわけではありません。群馬県

のでキャリアセンター等で閲覧する、
「東商信用録」

には総合デベロッパーとか大きな広告代理店は

や帝国データバンクの会社データを上げています。

ないのですが、視点を換えて企業に入ってがん

この２社は調査会社です。分厚い本です。本では

ばって本社に引き上げられて広告・マーケティン

なく CD で購入している大学さんもあります。CD

グ部門に配属される手だてもあるのですが、そこ

になっていればパソコン上で利用できる。それで

まで思い及ばないのですね。電通や広告代理店の

「群馬県」、「売上高100億円以上」などの条件で

派手さに魅かれてしまう。視点を変えて、Ｕター

検索すると該当する企業が出てきます。それをプ

ン就職してもマーケティングの仕事はあるだろ

リントアウトしておけば企業研究の資料に使えま

うという考えは出てこないのではないかと思い

す。

ます。

18歳で県外の大学にいっているので早いうちか

同志社大学だと群馬県から遠いというハンディ

ら群馬の企業研究をする人は殆どいません。多く

はあります。ジョブカフェぐんまも合同企業説明

の学生が群馬の企業に関する知識は18歳のままで

会は年間５回くらい、伊勢崎、桐生、太田の商工

す。帰ってきても夏休みに企業研究するかといえ

会議所も合同企業説明会をやっています。農業関

ばそれも殆どないと思います。群馬県企業の知識

係の団体も年１回春にやっています。ハローワー

どころか、
「草津温泉は群馬県だよ」というと「えっ、

クの元締めである群馬労働局でも、合同企業説明

そうだったんですか」、「尾瀬の東京からの入り口

会や面接会を開催しています。群馬県中小企業団

は群馬県だよ」というと「初めて聞きました」と

体中央会も年２回やっています。しかし、遠いだ

いう学生さんもいます。「群馬の企業というとど

けにそのたびに帰ってこられません。群馬県で合

んな会社が思い浮かぶか」と聞いても、ほとんど

同企業説明会をやっても、行けないから関係ない

上げられない。せいぜい銀行等金融機関か身近な

という方が結構あります。けれども、合同企業説

食品スーパー、ホームセンターの名前が上がるく

明会の主催者のホームページには必ず参加企業一

らいです。まして B to B の法人営業やっている
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会社や製造業への関心がない。群馬県の場合は文

いうことです。リクナビ、マイナビを探しても出

科系の学生も製造業に関心を向けていただいたい

てきません。食品業界に関心をもって群馬県の企

というのが最大のお願いです。求人や企業研究の

業を調べないとめぐり合えません。群馬県の会社

幅が大きく広がります。メーカーでも多いところ

でもワールドワイドに活躍しているところがあり

だと３分の１は文科系の学生を採用して営業、財

ますが、年齢が上がって管理職になれば最終的に

務、会計、人事、労務、購買等に配属しています。

は本社に配属になるかと思います。親御さんが元

群馬県の場合23社上場企業があるのでまずは上場

気な若い頃は、あちこちに行かされるのもいい経

企業から研究してほしい。それから徐々に研究対

験ではないでしょうか。例えば藤岡市に冨士製作

象を広げてもらえればと思います。

所という会社があります。この会社は、サンヨー

▼

食品はもちろん、日清食品、エースコック、明星

バラエティに富む群馬の会社

食品等々のラーメンプラント（製造機械）をほと

例えば高崎市に太陽誘電という会社があります。

んど手がけています。世界的な食品会社であるネ

連結売上高で2,000億円を超える会社です。人事

スレのプラントも手がけています。ネスレはアフ

採用課長に「太陽誘電は東京本社ですが、採用し

リカのナイジェリアに２年くらい前、ラーメン工

た学生はどうするんですか」と「聞いたことがあ

場をつくりました。ブランド名はマギー。ナイジェ

ります。すると「東京の所在地は上場の関係でお

リアは１億5,000万人の人口がいますので、きっ

いてあるだけで実質的には全部高崎です。学生も

と即席ラーメンの需要が高まるだろうとの判断だ

一旦全員高崎に配属します」とのお答えでした。

と思います。このプラントを手掛けたのも冨士製

富士重工業ももともと太田ですが、本社は東京と

作所です。アフリカに出張して中国のメーカーに

いうことになっています。この会社も今年理系の

寄って日本に帰ってくるという忙しいが、ワール

学生を140名、文系の学系を30名くらい採用して

ドワイドに活躍したいというなら、そういう会社

います。８割の採用者は太田の本社工場に初任地

も群馬県にはあるのです。

配属するそうです。富士重工はワールドワイドに

ラスクで有名な原田（ガトーフェスタハラダ）

活躍しているので営業に配属されるとどこにいく

さんは知っている学生さんが多い方です。今年は

かは分かりませんが、ただはじめは８割は太田配

販売職10名、製造関係で20名採用しています。始

属だそうです。同じメーカーということになりま

めは現場からスタートです。ラスクの原田さんは

すが、前橋の方は知っていると思いますが、サン

知っている学生は多いのですが、同じ食品関係で

ヨー食品という会社があります。聞いてもピンと

全国一の売上高を誇る豆腐メーカーが群馬県にあ

こない学生には、
「一人暮らしているならきっと

るといっても社名を上げられる学生は途端に少な

この会社の商品を食べているよ。ブランド名はサッ

くなります。相模屋食料さんというのですが、
「ザ

ポロ一番です」というと分かってくれます。「こ

クとうふ」というガンダム関連の商品が大ヒット

の会社はもともと前橋の会社です」と話します。

して、テレビにも良く取り上げられていました。

事務職に採用された方は前橋の本社工場に配属さ

絹豆腐、木綿豆腐という豆腐の概念に縛られない

れる可能性があります。参考までにいいますとサ

商品開発に盛んに取り組んでいます。そういう会

ンヨー食品は大阪のエースコックの大株主です。

社もあります。地元に帰ってくる強い気持ちを固

即席麺ついでにいえば、日本全国に衝撃を走らせ

めれば、企業研究にも力が入る。企業研究をして

た会社が群馬県にあります。商品名はペヤングソー

いけば、本社が東京でも群馬に配属される会社が

ス焼きそば。この製造元の伊勢崎市のまるか食品

見つかるわけです。

さんは就職ナビサイトに広告は出さないのです。
「ホームページからエントリーしてください」と
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お金、時間、情報の重要性

ますが、よくない状況であれば、お尻を叩いて３

親御さんにお願いしたいのは、就活にはお金と

年生の場合は「しっかりやってね」というしかな

時間と情報が必要です。Ｕターンに関してはさら

いと思います。過干渉と無関心はいけないといわ

にこの３つの重要性が高まります。経済的な支援

れます。親御さんができることには限界はあると

ですが、今の学生はお金に困っても親御さんに連

思います。しかし、一人暮らし先をたまには訪れ

絡しません。多くの学生は大学にいかせてもらっ

てもいいのかなと思います。好物をもって京都に

ただけで有難いと感謝しています。
「これ以上経

訪ねてみるのも、親の愛を感じる機会になると思

済的負担をかけるのは申し訳ないと思っている」

います。

と、泣けることを言ってくれる学生が多いです。

時間づくりを手伝うのには限界がありますが、

お子さんが就職活動に入ったら、まずは「お金は

お金と情報については、親御さんの出番です。
「こ

足りているか」と連絡してください。交通費等い

ういう求人が出ている」。そういったことをメー

ろいろかかります。冬だと人が集まるところに行

ル等で送ると、親の真意がお子さんに伝わるとい

くのでインフルエンザの予防注射も打っておかな

う副次効果もあります。口では「あなたの人生だ

いといけない。
しかし、タダではありません。3,000

から好きなようにしなさい」と伝えても「こうい

円くらいかかります。新聞を読まない学生が多い

う情報を送ってくることはＵターン就職しろとい

ですが、学生の経済事情を考えるとこれもやむを

うことかな」と悟るわけです。できるだけメール

えない。日本経済新聞だと月5,000円くらいする。

で「こういう情報があるよ。こういう募集が始まっ

全国大学生協連合会の調べでは、今の大学生は１

たよ」とメールを出していくと何となく感じるわ

日、食費を入れて1,000円くらいで暮らしていか

けです。働いているお父さんなら、企業情報の他

ないといけない。そうすると月の新聞代3,000円、

にも、社会人になるとこういうことが必要になる

4,000円は大きな金額です。大学で新聞は閲覧で

という話しをいくらでもできると思います。

ち着いて読んでいられない。内定が出るまで、
「新

▼

きますが、後ろに誰かの影を感じながらでは、落

人生全般を考えた判断を

聞読んでいるか」という話をしてもいいのではな

ところで、厚生年金の平均支給額、政府がいう

いかと思います。お金が足りない場合、電話で言

モデルでは平均では月22万円ですが実際の平均支

いづらければ、
「諭吉に会いたい」というメール

給額は約18万円だそうです。どちらか先に亡くな

を送れ、と言っておいてもいいんじゃないかと思

れば、もっと支給額は少なくなる。それで安心し

います。お正月には帰ってくると思いますのでＵ

て暮らしていけるか微妙ではないでしょうか。預

ターンするかどうかの話し合いとお金の話。もう

貯金がたくさんあって、高齢になっても暮らして

一つ親御さんにお願いしたいのは情報です。

いける自信がある方は、「帰ってこい」と言わな

就活にはお金、情報、時間が重要と言いました

くていいかもしれません。ただ、介護状態になる

が、就活の時間を作るためには「できれば３年生

方の比率は、85歳以上になると半分以上だそうで

のうちに、できるだけ卒業に必要な単位はとって

す。夫婦は二人ですから、高齢者の半分以上が介

ください。少なくとも必修、選択必修科目は４年

護状態になるというのは、要するに85歳を過ぎれ

生に持ち越さないように。そうすればより多く就

ば、夫婦どちらかが介護状態になるということに

活に時間が割けますよ」と話します。それも「GPA

なります。今はお元気でも、歳をとるのは避けら

は平均2.5以上とった方が良い」と学生さんに言

れない。その時一番経費の掛からないグループホー

います。
「できたら平均３をめざしてください」

ムでも一人月13万円は必要です。やはり、お子さ

とも言います。時間の問題は親御さんには手伝え

んのＵターン就職というものを人生全般に立った

ません。父母会で成績は確認されているかと思い

視点でトータルに考えていただきたいと思います。
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先々週、
「東洋経済」で介護離職の特集をやっ

ていましたが、身に詰まされる話がたくさん出て
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お問い合わせ先



群馬県若者就職支援センター

いました。平均寿命は女性86歳、男性が80歳です。
統計上、平均寿命まで生きる確率はその年に生ま

52

（ジョブカフェぐんま）
高崎センター

れた人の６割なんだそうです。つまり半分以上の

Ｕ・Ｉターン就職支援担当

人が平均寿命くらいまで生きるわけです。長い人

山内弘夫

生を見据えて、どうお子さんと話し合うか、それ

E-mail：j-yamauchi＠wakamono.jp

はお子さんにとっても本当の人生デビューにつな

〒370-0052

がるのではないかと思います。以上になります。

群馬県高崎市旭町34-5

長い間、どうもありがとうございました。

TEL 027-330-4510

地方父母会での就職講演

旭町ビル３Ｆ

FAX 027-330-4521

海外で、
企業の現場を
体験する

現地でしか得られない経験
―ホリバ・ヨーロッパ社―
経済学部３年次生

Overseas internship

川井 千佳

今夏、ドイツのホリバ・ヨーロッパ社において、二週間の海外インターン
シップに参加させていただきました。このインターンシップに参加した理由
は二つあります。一つは、日本の企業がどのように世界と関わっているのか
を現場で学びたいと思ったからです。留学や旅行、ボランティア活動を通し
て日本の企業が世界で活躍しているのを感じ、将来自分もそうした企業で働
きたいという思いを抱いていたため、この経験が自分の将来のビジョンをよ
り明確にするだろうと考えました。もう一つは、日本が誇る自動車産業に関
わる業務に魅力を感じたからです。世界各地に支社をもつ会社であり、また、
グローバルな問題となっている環境問題にも大きくかかわる排ガス計測機器
という製品を扱う仕事に興味を持ちました。
滞在した二週間のうち、前半はオーバーウルゼルで、後半はダルムシュタットのオフィスでプログラムが実施されまし
た。プロジェクトマネジメント、品質管理、テストセンター、エンジニアリング、営業、サービス、経理などの部門を回
り、各部署での仕事内容や会社全体としての流れを学び、最終日には成果報告を英語で行いました。各々の部署で実際に
働いておられる日本人・現地の方々に付いて、工場の製品を見たり、サポート業務や電話応対を行ったり、会議に参加し
たことで、実際に海外で働くとはどういったものなのかを身をもって感じることができました。中でも英語で行われる会
議に参加した際、次々に飛び交う英語に圧倒され、言語の壁がある中で会議に積極的に参加し意思を伝えるという海外業
海外で、企業の
現場を体験する

務ならではの難しさを知りました。また、現地で働く日本人の方々が、言語や文化の違いがある中で和気あいあいと仕事
をなさっている姿がとても印象的でした。仕事中だけでなくプライベートの時間も多く共にさせていただいたことは本当
に貴重な経験になりました。日本とドイツでの働くスタイルの違いや、現地で働く日本人としての責任・やりがいについ
てのリアルなお話をたくさん聞くことができました。また、実際に扱う製品を使った
作業現場を見学したこともとても興味深いものでした。普段文系学生としてはあまり
馴染みのない機器について新たに知ることにより、そうした製品が日本の製品のとし
てのブランドを持ちながら世界の舞台で活躍しているということが分かりました。
今回の海外インターンシップを通じて、英語ができることはもちろん大切なことで
はありますが、それ以上に仕事に対する考え方や積極性が大切なのではないかと感じ
ました。熱意や責任感をもって現地で働く方々の雰囲気を肌で感じて、仕事に対する
イメージが劇的に変わりました。同時に、自分が熱意をもって取り組みたいことは何
なのか、どのような経験が自分に必要なのかを考えることの重要性を痛感しました。
今後も視野を広げるために様々な経験を積んでゆく努力を続けようと思います。
後輩のみなさんにアドバイスしたいのは、英語力は努力して高めておくことです。
今回のインターンシップにもあったように、選考はある程度価値あるものにはつきも
のであり、選考に受からなければ機会すら与えられません。私もほかの選考で落ちて
しまい、面接でアピールが思うようにできないことや機会すら与えられない状態で何
を武器にすればよいのかと考えたことがありました。しかし、そんなときにどうしよ
うもないと諦めるのではなく、目標を叶えるために努力すれば得られるものは得てお
くことで、
着実に目標に近づくことができると思います。特にこの海外インターンシッ
プにおいては、英語力を高めておくことで、参加する機会を得るだけでなく、期間中
により多くを吸収することに役立つと思います。
最後に、
このような大変貴重な機会を与えてくださった、堀場製作所およびホリバ・
ヨーロッパ社の皆様、同経会の皆様、同志社大学経済学部の皆様、関係者の皆様に心
より感謝申し上げます。ありがとうございました。
DOSHISHA UNIVERSITY
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みずほ銀行デュッセルドルフ支店で銀行業務を体験して
―みずほ銀行デュッセルドルフ支店―

Overseas internship

経済学部３年次生

冨樂 輝

・経済にダイレクトに関わる、銀行の業務を見てみたい
・海外で働くということを経験してみたい
・世界経済の中心の一つである今のドイツを見てみたい
これが、みずほ銀行デュッセルドルフ支店のインターンに参加したいと思っ
た理由です。
デュッセルドルフはライン川沿いのとても美しい都市で、日本企業の進出
が進んでいます。8,000人以上住んでいるといわれているだけであって、街
では多くの日本人を見かけました。様々な国籍の人が在籍する、みずほ銀行
デュッセルドルフ支店では、コミュニケーションは日本語、英語、ドイツ語
を混ぜて行われ、中には５か国語を話せる方もいらっしゃいます。グローバ
ル企業で働くということを実感しました。
仕事の合間には、ドイツの休日の多さ、産休の仕組み、食文化、習慣など色々なことを教えていただきました。時には
ドイツのビールを御馳走になりながら、経済や仕事について様々な経験談を聞かせていただき、とても有意義な時間を過
ごしました。
インターンシップの初日から様々な部署でレクチャーを受けました。１週目には Treasury、企画・リスク管理課（格
付けチーム）
、営業課、２週目には Credit & Customer Relations、法務課、主計課、企画・リスク管理課（口座管理、ロー
ン）を訪れました。
一日の終わりには、日誌を書くことが義務付けられていました。日本語でレクチャーを受けた日には日本語で、英語の
日は英語で書きました。聞き慣れない金融業界の専門用語は難しく、また企業で求められる提出物のレベルは高く、何度
も添削をしていただき、夜遅くまで掛かった日もあります。
また、このインターンシップの総仕上げとして、最終日には「担当企業の分析」のプレゼンが予定されていました。こ
の準備は毎日の講義の合間を縫って行うため、就業時間より早く出社したり、業務が終わってから９時ごろまで残ったり
しました。また営業課の方と企業を訪問して、直接質問をし、格付けの際の参考としました。みずほ銀行のその企業を担
当する方が外国人であったため、英語でプレゼンを行いました。プレゼン後には何人もの方から講評をいただき、支店長
からは、特に「数字を読む」ということの大切さを教えていただきました。それは、私が行った PL の分析において見落
としていた点に関してのご指摘であり、ここまで細心の注意を払って数字を追うことができるようになってこそ、本物の
バンカーなのだなと感心しました。
最後に、支店長から Intern Certificate と書かれたみずほ銀行デュッセルドルフ支店でのインターン研修を終了の証明書
を頂きました。そこには以下のように書かれていました。
“We are impressed that Mr. Tomiraku is very diligent and self-motivated. We have recognized that he had an
excellent progress for the understanding of overseas banking business. We appreciate for his interest to join this
program and with him all the best in the future.”
大学で学んだこと、英語ディベート、茶道など今までに学んだことのすべてが今回のインターンシップで役立ちました。
しかし、まだまだ学ぶべきことは山ほどあると痛感しました。
このインターンシップの機会をくださり、渡航までの手厚いバックアップをして下さった同経会、同志社大学経済学部
の皆様に感謝しています。また、ドイツでの銀行業務という貴重な経験をさせてくださり、いつもフレンドリーに接し、
応援してくださったみずほ銀行デュッセルドルフ支店の皆様ありがとうございました。そして、関係者のすべての皆様に
心からお礼申し上げます。
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海外インターンシップを通して
―シークス株式会社―
経済学部３年次生

Overseas internship

奥 悠記子

シークスシンガポールとシークスエレクトロニクスインドネシアで２週間
のインターンシップに参加させていただきました。シークス株式会社は、部
材調達から物流業務、EMS（電子機器受託製造サービス）まで幅広く手掛け
ており、海外に多くの営業拠点・製造拠点をもつグローバルな商社です。１
週目のシンガポールでは、主に営業の業務を体験させていただき、各部署で
は実際の製品の納品・出荷のプロセスを教えていただきました。オフィス内
の業務だけではなく、部品工場まで足を運んだり倉庫の様子を見せていただ
き、実際の製品の輸出入の過程を感じることができました。２週目はインド
ネシアのバタム島にある２つの工場で、生産管理・在庫管理、製造過程につ
いて学びました。実際に製品の組み立てやはんだ付けの工程も体験させていただき、もの作りの難しさや管理業務の大変
さについて身をもって知ることができました。シンガポールで商社業務、インドネシアの工場で生産業務を体験すること
で、商品が生産されてから消費者の手元に届くまでの流れを実感することができました。
この海外インターンシップに参加するにあたり、２つのことを目標に掲げていました。ひとつは現地の方々とできる限
りたくさんコミュニケーションをとること。そしてもうひとつは、遠慮せずに疑問に思ったことは質問する、ということ
です。初めの２～３日間は、英語の書類や会話に馴れず戸惑いもありましたが、現地の方々は皆フレンドリーできさくな
方々で、質問にも丁寧に応えて下さり嬉しかったです。現地の方々とコミュニケーションをとるうえでは、やはりある程
度の語学力は必要です。しかし語学以上に、自分が誰に何をどうやって伝えたいのかを意識することが大切であると感じ
ました。
振り返ってみると、２週間はあっという間に過ぎてしまいましたが、毎日が本当に充実していました。２つの異なる国
で、本当に貴重な経験をさせていただきました。たくさんの新しい出会いがあり、知らなかったことをたくさん教えてい
ただきました。残りの学生生活も、これまで以上に充実したものにできるよう、人として成長できるよう頑張りたいと思
います。昨年、海外インターンシップ報告会で先輩方の姿を見たことがきっかけで、今年の海外インターンシップに応募
しました。後輩の皆さんも、失敗を恐れずにたくさんのことに挑戦してほしいと思います。最後になりましたが、この海
外インターンシッププログラムのためにご尽力いただいたシークス株式会社の皆様、同経会、経済学部事務室の皆様に心
より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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学生感を捨て去る場
― SMBC 日興セキュリティーズ―
経済学部３年次生

Overseas internship

粟井 豊人

今回、SMBC 日興証券株式会社の海外拠点会社である、SMBC 日興香港の
インターンシップに参加させていただきました。
今回参加志望するに至った理由は２つあります。
１つ目は、社会に出て働いている方々と同じ環境に身を置き、学ばせてい
ただきたいと考えたからです。社会に出て、更に海外に出ておられる方と、
学生の視座には大きく差があると思い、その差を直接感じることで、今後の
成長に繋がると考えました。
２つ目は、グローバル化が進んでいると言われている今日、海外で働くと
いうことを経験しておくのは非常に有意義なものであると考えたからです。
インターンシップの内容としては、大きく勉強面と活動面というように大きく２つに分けることができます。
勉強面では、まずそれぞれの部署の方の代表に、仕事内容や、金融の知識についてといったことを説明していただき、
座学で学ぶ時間をとっていただきました。また、それぞれの部署を回らせていただき、実際の PC 画面を拝見させていた
だいたり、ツールを触らせていただいたり、という時間もとっていただきました。
活動面では、主に３つの経験をさせていただきました。１つ目は、JETRO（日本貿易振興機構）による、対日投資セミ
ナーへの参加です。私が任された仕事は、このセミナーに出席し、重要な点を Word にまとめあげていく、ということで
した。２つ目は、IRmeeting といわれる、企業と投資家の会議への参加です。そこに出席し、議事録をまとめて、社長に
提出するという仕事を任されました。実は、この会議に出席できるというのは、非常に貴重な経験で、私の担当者だった
方も出席したことがないとおっしゃっていたのに驚きました。３つ目が最終プレゼンテーションです。社長の前というこ
ともあり、ひどく緊張してしまいましたが、無事に終えることができました。
今回のインターンシップに参加させていただくことで、メールのマナーといった小さなことから、社員の方の視点まで、
本当に様々なことを学ぶことができました。将来にかならず役に立つと自信を持って言えます。また、語学力のなさも痛
感しました。オフィスには、数カ国語を操れる方が普通に在籍しておられます。英語すら満足に操れないという状況は、
非常に良くないと感じ、これからも勉強が必要だと思いました。
この文章を見てくださっている方はたくさんおられるかと思いますが、少しでも参加してみたいだとか、興味があると
いう後輩の皆さん、まずは行動してみてください。このような経験ができる機会というのは、本当に限られていますし、
とても恵まれているなと感じました。不安な要素もあると思いますが、勇気を出して挑戦してみてください。挑戦するこ
とで、きっと今後の糧になります。
最後になりましたが、本インターンシップに参加する機会を与えてくださった SMBC 日興証券株式会社の皆様、同経会
の皆様、及び関係者の皆様、心より感謝いたします。この経験は一生大事にしていきます。
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海外インターンで見えた課題と目標
―株式会社 KAITO-WINGS ―
経済学部３年次生

Overseas internship

柳川 彰宏

2015年の９月７日から２週間の間、ベトナムの KAITO-WINGS 社へ海外イ
ンターンシップに参加してきました。
今回、この海外インターンシップ制度に応募した理由は大きく２つありま
す。まず１つ目は、今までしたことがないような仕事を体験してみたいとい
うことです。今までアルバイトなどを通して仕事に触れてきましたが、より
実践的で責任感のある仕事を経験してみたいと考えていました。そして、今
まで大学生活で学んだことを実際の仕事に活かしてみたいと思っていました。
２つ目の理由は海外でしかできないことを体験してみたいと思ったことで
す。日本と違う文化や社会を経験することは、これからの人生での選択肢に
幅が増えると確信し応募しました。また、昨今多くの日本企業が進出している東南アジアでインターンシップを体験する
ことは、日本で社会に出た後も活かすことができると考えました。主にこの二つの理由が、この海外インターンシップに
参加した理由です。
インターンシップの内容は、主に営業活動と Web マーケティングでした。営業活動は日本人向けの企業へ訪問して行
いました。一方 Web マーケティングとは、Web 上において集客率を高め、サービスの購入率を高めるための方法で、パ
ソコンでの作業でした。
これら二つの仕事を通して、具体的な仕事の内容はもちろんですが、特にスケジュール管理とコミュニケーションの大
切さなどを学びました。
今回のインターンシップは２週間と短い期間だったので、特にスケジュール管理の大切さを体感しました。最初に目的
を立て、それに向かってスケジュールを組み立てる。当たり前のことかもしれませんが、なかなかできてない人も多いと
思います。私自身、今回のインターンシップでもスケジュール管理がうまくできていなかったために、後半は焦るという
結果になってしまいました。これは仕事に限らず、生活すべてにおいて言えることだと思うので、今回の経験を忘れずに
活かしていきたいと思います。
また海外での活動では日本語が通じないので、日本にいるとき以上にコミュニケーションの大切さを痛感しました。こ
れに関しては、語学力を磨くという地道な努力はもちろん、積極性が大事だと学びました。
そして、何より私がこの体験を通して、今後変えていきたいと思ったことは、自分で考え自分で行動するということで
す。人から言われたことをただするだけではなく、人が何を求めているのかを自分で考え、求められている以上のことを
できるようになるのが今後の目標です。この目標ができるようになるために、先ほど述べたスケジュール管理やコミュニ
ケーションはもちろん、これからの大学生活で今まで以上に勉学に励もうと思います。
海外でのインターンは不安や苦労も多くありましたが、意欲的に取り組めば得られるものばかりなので、２年生の学生
で迷っている人は積極的に参加してほしいと思います。
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海外インターンシップで得たもの
― Ishida Taiseisha USA, Inc（ITP strategic）―
経済学部４年次生

Overseas internship

高森 亮

今年の夏に株式会社石田大成社・ロサンゼルス支店で二週間のインターン
シップをさせていただきました。今回のインターンシップに志望したのには
二つの理由があります。まず一つ目は去年アメリカで語学留学をしていた際
に出会った先輩の言葉が強く心に残ったからです。自動車業界に就職した先
輩の「自分の努力が日常生活で走っている車を通して見ることができるとこ
ろにやりがいを感じる」という言葉が印象的で自動車業界に携わっているこ
の会社に興味を持ちました。もう一つは近年世界を大きく変え、まだまだ変
える可能性を秘めている IT にも力を入れていたからです。実務経験が少な
い私にとって、現在特に興味を持っていることの両方に一致し、それを体験
できるという点で大変魅力的でした。
株式会社石田大成社・ロサンゼルス支店では、IT、マーケティング、会計、経理など様々な部署で研修を受けた後に課
題をこなしたり、自動車会社を訪問して新規事業のミーティングに参加させていただいたり、パーツのデータ管理などを
させていただきました。そして最終課題として会社の今後の方針や、私の携わった仕事に関するプレゼンを作りました。
このような体験を通して実際に働くことの難しさや、仕事に対する姿勢を学びました。
また、今回のインターンシップを通して語学力に関して一定の自信と課題が浮き彫りなったのが大きな収穫の一つです。
去年の留学のおかげでコミュニケーションに関して問題はあまりなく、大きな自信に繋がりました。一方で留学中にビジ
ネス英語も専攻していましたが現場で使われる専門用語などに苦労しました。改めて語学の勉強に終わりはないことを感
じ、将来海外で働きたいと考えている私には大変勉強になりました。またマーケットリサーチなどの際に具体的な数字を
出すのに時間がかかり、様々な面で数字がモノをいう仕事に自身のレベルの低さを痛感しました。
現在１、２年生の方々には是非このインターンシップに参加していただきたいです。実際に働くとはどういうことかを、
それも海外で体験できる貴重な機会だと思うので積極的に参加して多くのことを吸収してもらいたいです。
最後になりますが、この度海外インターンシップという大変貴重な経験をさせていただいた株式会社石田大成社・ロサ
ンゼルス支店、同経会、同志社大学経済学部の皆様に心から感謝いたします。今回のインターンシップで学んだことをこ
れからの大学生活だけでなく、就職活動や人生に活かしていきたいと思います。
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海外で活躍する人材になるために
―ダイキンヨーロッパ社―

Overseas internship

経済学部４年次生

川村 純志

ダイキン工業（Daikin Europe N.V.）の海外インターンシップに参加した動
機は２つあります。１つ目は、私は世界トップレベルで活躍する日本企業で
自身のファーストキャリアを形成したいと考えているからです。昨年のアメ
リカ留学経験を活かし、グローバル人材に必要な英語能力の運用と向上、そ
して海外で「働く」を自分の目で確かめることを目的に参加させていただき
ました。２つ目は環境保全に対する CSR 活動を会社の目線に立って学びた
いと考えたからです。ダイキン工業のようなグローバル企業は多くの新興国
にも市場を展開する上で、持続的な発展が重要なテーマであり、市民や地球
のことを真剣に考えた社会事業や社会活動を学んでみたいと考えました。
今回、ERC（Environmental Research Centre）という環境規制や、環境問題に取り組む部署にてインターンシップを行い
ました。初日には２週間のインターンシップを通して考える、ビル用マルチエアコンという自社製品を競合他社とどのよ
うに差別化していくか？（
“How can we differentiate our VRV4?”）という大きなテーマを頂きました。インターンシッ
プ序盤は、空調機器の環境負荷や認証制度について自身でリサーチや現地担当社員にヒアリングを行い、自社製品の理解
を深めました。また、ERC が有している VRV の独自モニタリング技術やサービスについても担当者の方の話を聞くこと
ができました。２日目のオステンド工場見学では、日本人と現地の人々との労働に対する帰属意識や考え方の違いについ
て学ぶことができました。海外と日本との違いを知り、日本と常に同じやり方、常に同じ方法で世界の企業と戦っていけ
るほど簡単ではないと改めて実感しました。時には外国の常識を疑い、時には自国や自社の常識を疑ってみることも必要
だと考えました。
そして、
インターンシップ中盤から最終日にかけてはプレゼンテーションへ向けての資料作成やミーティ
ングが業務の中心になりました。
今回のインターンシップの一番大きな成果は自分自身の至らない点や弱みを数多く見つけられたことです。聞き取るこ
とも、発言することも難しかった英語でのミーティングや、論理的な思考の欠如した資料など、どれを取っても自らの能
力不足を痛感する結果となりました。その反面、一生懸命に取り組んだからこそ見つけることのできた自分自身の頑張り
や、粘り強さを発見することもできました。
参加を希望している後輩の皆さんは、ぜひとも恐れず勇気を持ってインターンシップへと参加して欲しいと思います。
書籍や映像だけでは得られない、目で見て肌で感じる一次情報を自身のキャリアを考える上で大切にしてください。そし
て、真摯に現状と向き合い、自身の強みや弱みを見つけてください。その経験はきっと大きな成長へと活きるはずです。
今回の海外インターンシップの経験をこれから残りの学生生活、自身のキャリア形成に活かすことができるよう日々精
進していきたいと考えています。将来は世界で活躍し、名を轟かせるようなビジネスマンになろう！という思いは、より
一層強いものとなりました。最後になりましたが、このような大変貴重な機会を与えていただいたダイキン工業の皆様、
ダイキンヨーロッパ N.V. の皆様、同経会の皆様、関係者の皆様には、心から感謝しています。本当にありがとうござい
ました。
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Challenge the world
―ダイキンヨーロッパ社―
経済学部３年次生

Overseas internship

立石 雅洋

海外インターンに参加した理由は、海外で働くことに対する漠然とした憧
憬の念を抱いており、実際に働いてみて、現地の社員の方々がどういう風に
物事を考えて、どういう態度で臨んでいるのか肌で感じてみたかったからで
す。国内の業務用空調機シェア No.１を誇る日本トップクラスのメーカーで
あり、なおかつ海外にも事業を展開しているグローバル企業であるダイキン
工業株式会社が同志社大学経済学部に門戸を開き、応募者を募っていたので
これを逃すわけにはいかないと思いました。インターン内容は会社の概要を
知り、製品が作られている工場を見学したり、オランダのミーティングに参
加したり最後には与えられた課題についての最終プレゼンを行いました。と
りわけ重要になったのは最終プレゼンでした。
私に課せられた課題はドイツの販売会社の売上データとマーケティングノー
トをもとにして、ドイツでの空調売上の伸び悩みの原因やそれらから読み取れることを分析し、解決策を提案することで
した。経営知識に乏しく、ドイツの市場動向や空調ビジネスのバックグラウンドについての知識が少ない私は、与えられ
た資料から手探りで原因や売上の落ち込みを解消する提案を考えました。同じ部署の社員の方にアウトプットをして、感
想・意見をもらいながら、最終プレゼンに臨みました。慣れない英語でのスピーチを重役の方々の前で行うので、緊張し
ました。
学んだことは自分の力不足の点ばかりでした。対話力が足りないことや、積極的に周りを巻き込む能力、最終プレゼン
でオリジナルの提案ができなかったことなど、悔しい思いをした経験は数えきれません。
受け入れ先であるダイキン工業株式会社様には手厚くサポートしていただき大変感謝しています。仕事中、わからない
ことがあって、質問をしに行けば、親切に答えてくださり、時には鋭い指摘をしてくださったり、仕事が終わればご飯に
も連れて行ってくださいました。社内の雰囲気は思った以上に静かで、昼食時になると和やかに部署間・肩書関係なく、
会話していたので、とても働きやすい環境だと感じました。約二週間ほどであったこの経験は、私の学生生活の中でも濃
いものでした。海外の第一線で働く社員の方々と一緒に働けた経験は、今後の自信につながると思います。また足りない
点を発見し、悔しい経験を積めたことは自己を見直すきっかけとなりました。
後輩に向ける言葉としては是非とも海外インターンシップに参加してもらいたいということです。海外で働けるチャン
スは学生生活の中ではあまりありません。グローバル化する社会で活躍できる人材になりたい方や、海外で働くことに興
味のある方にとって、この海外インターンシップは良い機会だと思います。英語が話せるかどうかは確かにキーポイント
の一つですが、それ以上に挑戦する気持ちが重要だと思います。実際私はインターン以前の海外渡航経験がありません。
それに加え、仕事がとりわけできる人間でもありません。ですが
最後まで諦めず仕事をやり通しました。失敗、成功うんぬんより
も、勇気を出して新しいことに挑戦することが今後の糧になると
信じているので、不安でどうしようか悩んでいる人はチャレンジ
してみてください。
最後に、海外インターンシップという機会を与えてくださった
同経会の皆様、ならびに父母会の皆様、受け入れ先であるダイキ
ン工業株式会社様には大変感謝しています。この経験を大事にし
て、挑戦する気持ちを忘れず、残りの大学生活を実りある時間に
できるよう精進していきます。
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新たな未来に向かって
―上海邁伊茲咨詢有限公司―
経済学部３年次生

Overseas internship

田 静霖

８月10日から、21日までの二週間、株式会社マイツの中国事業所、上海邁
伊茲諮問有限公司でインターンシップ体験をさせていただきました。今回の
受け入れ先は、会計部門を軸としながら、上海における日系企業の現地進出
から採用、経営支援、労務顧問、撤退までトータルでサポートするコンサル
テイング業務も行っています。
海外インターンシップに参加した目的は二つあります。一つ目は、今回の
チャンスを通して、中国の日系企業で働いている方々と交流したいからです。
二つ目は実際の企業や社会人に直接触れることを通して、社会人として必要
なマナーやスキル、自分に欠けているものを探すとともに、今後の大学での
学びの方向性を見極めたいからです。
初日には、会社の朝礼に参加して、副社長さんから会社概要と経営理念などを教えて頂きました。２日目から、私は監
査部に配属されて、資料を調べたり、集めたり、
《中国再生可能エネルギー法》の調査報告書を作成しました。４日目から、
経営支援部での翻訳の仕事が始まり、主に法律制度、月次報告書、講座用資料、コンサル提案についての中国語訳、日本
語訳を担当しました。具体的には、ある店舗の立地、経営、人事制度、管理制度をめぐって、売上を伸ばせる改善点をま
とめて、翻訳しました。また、経営支援部の上司から、管理業務を円滑に進める手法の一つ、
［PDCA 理論］の応用をお
教えていただきました。
２週目、邁伊茲諮問有限公司の子会社ジエッイクマイツ公司へ向かって、人材育成に関する２つのゼミナールに参加し
ました。ジエッイクマイツ公司は主に社員育成事業を行います。他の日系企業から参加してくる社員さんたちと一緒に、
グループを分けて、ディスカッションをしました。最終日に、経営支援部のある先生が人事制度に関するセミナーを開催
するので、今回のセミナーの受付として、資料のコピー、装丁、会場の設置、案内などの仕事をしました。
今回の海外インターンシップを振り返れば、学んだことは非常に多かったです。まず、社会人にもとめられる基本スキ
ルとして、自分には実践能力が足りないと自覚しました。たとえば、パソコンの基本操作です。PowerPoint については大
学の発表資料を作るレベルで満足していては、社会では通用しないことを痛感しました。特に EXCEL などのソフトを使
うときに、数値を入力することだけでなく、演算やグラフ作成までできる能力も持っているべきです。これはインターン
シップをしたからこそ、学べたことだと思います。次に、コミュニケーションという面では、実際、現地で日本語と英語
と中国語を母国語のように話しながら働く若い世代の社員がたくさんいます。彼らにとって、５か国語くらい話せること
はあたりまえです。素晴らしい上司と社員さんたちから刺激を受けて、これからも言語の勉強を続けて、もっとビジネス
英語と丁寧な日本語を話せるようになりたいです。
インターシップに参加して一番良かったことは、やはり自分の強み、弱みを見つけるきっかけができたことだと思いま
す。そして、これも実際に中国の日系企業で働いている方々と同じ職場で過ごし、交流し、業務を体験することができる
貴重な機会です。後輩の皆様も是非、この海外
インターンシップに参加してほしいです。
最後になりましたが、私をインターンシップ
で受け入れてくださった株式会社マイツの皆様、
そして、このような大変貴重な機会を与えてく
ださった同経会の皆様に心から感謝いたします。
この二週間の経験で得たものを今後の就職活動
に活かしていきたいです。また、自分の未熟な
ところも痛感しましたので、高い意識をもって
これからの大学生活を過ごしていきたいと思い
ます。
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中国ビジネスを経験して
―上海邁伊茲咨詢有限公司―
経済学部３年次生

Overseas internship

五十嵐 快

今年の夏、
株式会社マイツの中国法人である上海マイツで２週間のインター
シップに参加させていただきました。このプログラムを志望した理由は２つ
あります。１つ目は中国が好きで、中国でビジネスを体験したいと考えたか
らです。昨夏同志社大学のサマープログラムで北京大学に一か月の留学を経
験しました。そこで中国の文化と今後の可能性を知ることができ、次はビジ
ネスの一端を体感するために中国に行きたいと思っていました。２つ目はコ
ンサルティング業務に興味があったことです。コンサルタントは実際に何を
やっていて、どのような能力が必要なのかを身をもって体験することを目標
にしました。
株式会社マイツは会計事務所であり、今回のプログラムではコンサルティング担当の経営支援・労務諮詢室に配属とな
りました。２日目までは翻訳業務を中心的に行い、それ以降は某日系大企業のコンサルティングを担当しました。財務諸
表を作成し具体的に、何が足りないのか、どうして売り上げが低いかなどを考察しました。コンサルタント業務の必要性、
重要性を勉強し、最終日にはプログラムの集大成として、自分の考察を発表しました。
このインターンシップに参加して最も良かったと思ったことは、尊敬できる先輩方に出会えたことです。仕事をする上
で何が重要なのかということは人それぞれかもしれませんが、今回の機会を通じて「人」が何よりも大切であると痛感し
ました。特に、尊敬できる人と切磋琢磨できるような関係構築が、重要であることに気付けたことが財産になりました。
今後は先輩、後輩関係なく、互いに意見を言い合い、認め合える関係の構築をゼミ活動等を通して学んでいきたいと考え
ています。
中国で働くということは、日本とは全然違うということを認識しなければなりません。特に、日本企業は中国進出に非
常に苦労している現状があり、その状況を打破するには日本人は中国の本質を知る必要があることを学びました。中国を
理解し、それに基づいた戦略を立てていくことが必要です。今回のインターンシップを通して、将来どのような仕事に就
くにせよ必ず中国で仕事をし、日中関係改善の力になり、中国と日本の橋渡しに貢献できるような人物になりたいと考え
るようになりました。
後輩たちに伝えたいことで特に強調したいのは、上海での２週間が文化も言語も違う中国人の方々と同じ職場で過ごす
貴重な機会であるということです。何事にも挑戦し、特にコンサルタントになりたくて、さらに、ビジネスマンとしての
基本を学びたい人は是非とも参加して欲しいと願っています。
最後になりましたが、このようなプログラムに参加する機会を与えてくださった株式会社マイツの皆様、上海マイツの
皆様、同経会の皆様、関係者の皆様に心から感謝申し上げます。今回の経験を一度きりの経験にすることなく、今後の学
生生活、さらには将来の仕事に生かしていきます。
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申します。早いもので、息子が入学して４年が経ちました。
入学当初、現在の就職活動はどういったもので、そのために今からして
おかなければならないこと。ゼミは。留学は。などなど知りたいことばか
りで、先輩御父母、先生方と直接お話をすることができると、入学式後に
行われた新入生父母歓迎会でお聞きし、全国交流会へ参加させて頂きまし

父 母 会に感謝

こんにちは。今年度父母会副会長を務めさせて頂きました小谷寿和子と

役員だより ◆

た。
グループ懇談では、
１年次から４年次までの御父母と先生方が一緒になっ
て、学生生活、ゼミ、アルバイト、留学、履修単位、就職活動など、自分
が聞きたかったことも含め、様々な話を聞くことができ、何となく大学の
様子が見え、息子に近づけた、そんな気がして帰宅したように思います。
ご縁があり、翌年より阪神支部長、父母会本部役員をさせて頂きました
が、わからないこと、困ったことがあればすぐに聞ける状況であり、いつ
も安心していられたように思います。
2015年度より、就職活動の時期などが変わり混乱する中で、父母会の存
在はとても大きいものであったと思います。就職、採用活動開始時期の変
更の狙いとは？大きく何が変わったのか？そして、企業が学生に求めるも
の？「選考にあたって特に重視した点」とは、①コミュニケーション能力
②主体性③チャレンジ精神④協調性⑤誠実性であり、就職活動で大事なの
は第１印象で、表情や身だしなみであるなど、全国交流会、就職説明会、
地方父母会、それぞれの場で現状をいち早く知ることができ、親として気
をつけること、どのように子供をサポートしていくかなどを聞くことがで
きました。
正直、保護者ができることは少ないのかもしれませんが、表情は、あな
役員だより

た。身だしなみは、私。と靴磨き、クリーニング通いを私の日課として、
私なりの見守りができました。おかげで、息子ともコミュニケーションを
とり、アドバイス（お聞きしたことをそのまま話をしたのですが…）する
こともでき、二人三脚で（息子は思ってはいないでしょうが…）就職活動
を乗り切ってきたように思います。そして何より、息子が歴史ある同志社
大学経済学部に入学してくれたことで、沢山の方々と知り合え、楽しい時
間を過ごすことができました。
最後になりましたが、学部長の竹廣教授をはじめ、先生方、事務長、事

したが、自分自身の勉強と成長（？）にも繋がり、心より御礼申し上げま
今後ますますの父母会のご発展をお祈り申し上げます。

寿和子

す。

◇副会長

本当にありがとうございました。皆様に支えて頂きながらの役員となりま

小谷

務局の皆様、父母会役員の皆様、御父母の皆様には、大変お世話になり、
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ヒントがいただける父母会

息子は現在３年次生。この春からいよいよ就職に向けての活動が本格的
にスタートします。今年度は３月から説明会の解禁で６月から面接が始ま
るそうです。今までに何度か父母会での就職説明会に参加させていたただ
きました。今年の就活の流れはこんな感じですよとか、今の時代の就活と
はこうなっていますよというお話も、１年次生のころは正直に申しますと
どこか他人事でした。それがあっという間に月日が過ぎ、就活生の親とし
て私も初めてのスタートとなりました。とは言え、父母会での就活のお話
を何度か聞いて内容が心に残っていたお蔭で、社会の流れや親としての接
し方がある程度理解できているつもりです。３年次生からインターシツプ
で何カ所か会社もまわり頑張っている姿も、今までのお話からずいぶん理
解できました。今はまわりの情報に特に左右されることもなく、本人のや
る気を静かに見守っている状態です。つい親の価値観や社会の先輩ぶった
押し付けがましい意見を言ってしまうところでしたが、親としてサポート
するポイントをいくつか教えていただきましたので、参加して良かったと
感じています。
就職ジャーナル編集長の大黒氏から「就活で大事なことは第一印象」と
お聞きしました。表情はもちろんですが服や靴の汚れお化粧などなかなか
自分では気が付かないとことを、
親は面接官になったつもりで厳しくチェッ
クしてあげてください。その身だしなみにかかる費用や交通費など経済的
な援助をできればしてあげてくださいと言われました。大学生なのだから
と全て本人任せにするのではなく、これは親がしてやれる大切な応援の一
つだとわかりました。
地元が大学から離れていることもあり、もし父母会というのがなかった
ら私も同志社の門をくぐるのは入学式と卒業式だけになったかもしれませ
ん。父母会は保護者全員の皆さまの会です。学部長の竹廣先生をはじめゼ
ミの先生方とも交流できる全国12カ所での交流会、就職説明会などニーズ
に合った行事が年に何度かあります。
また経済学部父母会の公式ホームペー
ジも開設しています。
「経験に勝るものなし！」は我が家の方針ですが、
昔とは環境が違う今、自立していく子どもたちの邪魔はしないように父母
会の参加やホームページを通じ、適切なサポートのヒントを学びたいと思
います。
親元を離れて暮らして３年間。文武両道で高校まで熱心に続けた野球の

◇監事

河嶋

ユニフォームのひとつさえも洗えなかった息子。その一人暮らしの部屋が
使いやすく整理整頓してあるのには驚きました。本もたくさん読みいろい
ろなことに挑戦し、人に出会いどんどん世界を広げていく姿にとても頼も

栄里子

しく感じています。これもすべて同志社大学経済学部という伝統ある素晴
らしい環境の中で学び影響を与えてくださった先生方のお蔭だと感謝して
います。またお互いを高めあえることのできる素晴らしい友人たちとのご
縁にも感謝しています。あらためまして常日頃から子どもたちのそれぞれ
の学びをいろいろな角度から支えてくださいます先生方、父母会事務局、
経済学部事務局の皆さまに深くお礼を申し上げます。
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