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　秋涼のみぎり、ご父母の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃

より父母会活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝しております。

　今年度の父母会活動は、５月７日（土）春の就職説明会よりスタートしました。GW 中にもか

かわらず、300名を超えるご父母の皆様にご出席いただきました。就活ではどんなに真面目で優

秀な学生でもつまずくことがある。自分らしさや軸を持って企業との共感接点を探すこと。時代

は変わり、就活は情報洪水のなかで行う事になる、等々。当時、娘が就活真最中ということもあ

り、ご講演いただきました皆様の言葉は１つ１つが心に響きました。そして OB、OG の方々の

ご講演では、私自身のあり方を問われているようで、こちらもまた深く心に響いてきました。

　各地方の父母会は、多くの先生方にご協力をいただき開催させていただくことが出来ました。

学業履修のお話し、個人面談、１年次生のご父母の皆様へ向けたお話。そして、講師をお迎えし

ての各地方の就職環境、Ｕターン就職について、等。それぞれの地方に合った情報をお伝えさせ

ていただきました。会場の大小にかかわらずご父母の皆様と近く接する事で、父母同士の親睦は

もちろんの事、様々なご意見も頂戴出来ました。また今年度は、学部生による父母会のお土産「焼

きチョコいかがどす。」も、好評いただいているようです。

　そして７月16日（土）の父母会京都会場では、「新島譲と同志社大学」のご講演。学部長のゼ

ミ生によります就職活動報告もありました。３名のゼミ生のお話しはまさにタイムリーといいま

しょうか、特にこれから就活を始める学生達にも聞いて欲しい内容でした。

　父母会活動は、８月のお休みをはさみ９月から再開されています。10月22日（土）には秋の就

職説明会、翌日は京都観光と続きます。そして、年が明け２月25日（土）には教育講演会が開催

されます。この父母会報と併せまして行事の案内やレポートなどは、ホームページでもご確認く

ださい。タイムリーな情報をお伝えしています。

　経済学部父母会は、お子様の学生生活のサポートやご父母同士、そして父母と大学を繋ぐお手

伝いを目的として活動を行っています。今年度、私は多くの会場に出席させていただいています。

その中でご父母の皆様からのご意見はとても貴重なものと改めて感じました。ご父母の皆様には、

今後も父母会活動により一層のご理解、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

　最後に、今年度父母会行事を開催するにあたりご協力いただいております新関学部長をはじめ

多くの先生方、沼井事務長、事務室職員の皆様、そして父母会事務局の谷口様に心より感謝申し

上げます。

ごあいさつ 経済学部父母会　会長

山　川　恭　美



2016年度  春の就職説明会

就職環境と企業の新卒採用について
～企業はどんな学生に、何を求めているのか？～

就職活動における採用方法が複雑化する中、
企業は学生のどのような点を重視して採用を行っているのか。

リクルートキャリアの大黒 光一氏に、
現在の就職活動への対処法と

選考でのアピールポイントについてお聞きしました。

【開催日】2016年５月７日（土）
【 会 場 】同志社大学寒梅館ハーディーホール
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３月１日までの準備で結果に差が。　　　
油断せず、未来と志望先へアプローチを。

　リクルートキャリアの大黒です。本日は就職活動におい
て企業が学生に何を求めているのかについてお話しします。
　まずは現在の就職環境ですが、弊社の最新の調査では
2017年３月卒の求人倍率は1.74倍で、去年より若干上
がっていました。５年連続で求人倍率は増加しており、一
連の報道で「就職状況は良くなった」と言われています
が、リーマンショック前の2.14倍と比べると、まだそこ
までは戻っていないことがわかります。
　2017年３月卒の学生の就職活動スケジュールは、３年
生の３月１日から企業の採用情報が公開され、６月１日か
ら選考を開始するという流れになりましたが、弊社が行っ
た調査では、３年生の３月１日時点でなぜか4.6％の学生
がすでに内定を持っているという結果が出ました。そこか
ら１ヵ月経った４月１日時点での内定取得率は9.7％、さ
らに内々定・内定をすでに確実に取得できるという「見な
し就職内定率」が14％、４月１日時点でほぼ内定がもら
える見通しが立っている学生が37.5％もいることがわか
りました。つまり、面接開始は６月１日からだと油断して
いると、出遅れてしまう危険性があるということです。
　就職活動のスケジュールについて簡単にお伝えすると、
３年生の３月１日に一気に就職活動が開始され、３月の
たった１ヵ月間にプレエントリー、説明会への参加、エン
トリーシートの提出、web テストの受験、場合によっては
面接まで進んでいきます。そのため、３月は学生が非常に
忙しくなり、アルバイトなどやっている暇がありません。
つまり、３年生の３月１日までに、動き出すための準備が
できていたかどうかでかなり差がつくということです。
　この準備には、「自己理解・分析」と「企業認知・研究」が大
切で、入学してから自分の人生についてこつこつ考えてい
た学生は就職活動が比較的うまくいき、３月１日になって
初めてこれからの人生を考え始めた学生は、スタート地点
から出遅れ、時間不足になってしまいます。そのため、１・２
年生の保護者様には、「将来どうするの？」という話など、普
段から少しずつお子様に考えるきっかけをつくってあげて
ほしいと思います。就職活動において、入学時からが「考え
る活動（準備）」、就職活動と採用活動の解禁時（３月１日）か
らは「動く活動」という意識でいることが大切になります。

企業が見たいのは学生の「性格」。　　　　　
求める人材像を探り、合う企業を見つけて。

　さて、本日のテーマである「企業が学生に何を求めてい
るのか」についてですが、最初に「学生と企業がお互いに
求めるものを確認する活動が就職活動と採用活動」という
ことをお伝えしたいと思います。学生はよく「落とされた」
という言い方をしますが、ほとんどの場合、それは能力が
ないから落とされたということではありません。例えば、
社会貢献をしたいと考えている学生を、社会貢献をメイン
にしている企業は採用します。しかし、利益追求を主に考
えている企業はそういう学生を落とすでしょう。つまり、
企業側の理念やビジョンや経営戦略と、学生の性格や価値
観、行動特性といった「自分らしさ／軸」が一致している
かどうかが就職活動では問われているということです。
　企業はその理念やビジョンを実現するために必要かつ不
足している人的資産かつスキルを「求める人材像」と定義
しています。それは企業の HP にも載っていますし、私ど
もの運営しているリクナビ上でも公開しています。一度ご
覧いただきたいのですが、リクナビには先輩を紹介する
ページがあり、「同志社大学経済学部」と検索すると先輩社
員の仕事紹介ページが出てきます。そこには実際の仕事内
容と、その仕事のポイントが書かれています。例えば、あ
る企業の仕事紹介に「目標をきちんと予定通り進めること
が必要な仕事」とあれば、物事をスケジュール通りに進め
られる学生に向いている仕事であることがわかります。ま
た、「使命感に燃えやすい人向きの仕事」とあれば、ある目
標に向かって全力で努力できる学生が求められていること
がわかるでしょう。ここを見る限り、「頭のいい人」という
条件はほぼ書かれていません。つまり、大学の成績や能力
といった部分ではなく、どちらかというと「性格」に近い部
分が、仕事や採用時には重視されているということです。

語るべきは「経験」ではなく、　　　　
「動機」と「その結果身についたもの」。

　企業が選考にあたって重視する代表的な項目は、「コ
ミュニケーション能力」、「主体性」、「チャレンジ精神」、

「協調性」、「誠実性」の５つです（【図１】参照）。学業成績
は4.8％で、クラブ活動、所属ゼミ、保有資格なども下位に

株式会社リクルートキャリア
シニアプロフェッショナル

大黒 光一  氏

就
職
説
明
会
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あります。ではそれらの経験は無意味かというとそうでは
なく、そういった経験を通して企業が求めるどんな能力が
身についたのかを意識できているかがポイントになります。
　弊社の調査では、企業が採用の際に見たい項目の一位に

「人柄」が挙がります（【図２】参照）。また、「熱意」や
「性格適性検査の結果」も重視されます。あとは「大学で
身につけた専門性」が挙がりますが、それは「何をしてき
たか」という経験ではなく、それによって「何が身につい
たか」を知りたいということです。
　また、業界別に求める力にも差があります。例えば「ア
ルバイト経験」は、流通業・金融業・サービス情報業で重
視されます。一方で「語学力」、「海外経験」は、グローバ
ル化が進む製造業で、「所属クラブやサークル」、「ボラン
ティア経験」は金融業で重視されます。そのため、普段の
学びや活動が、どんな業界やどんな職業でどう活かされる
のかを意識することも大切です。
　また、「GPA」を重視する企業が増える傾向もあります。
企業が求める「優秀な人材」は、個々の企業によって様々
です。しかし共通して言えるのが、「大学時代に何をした
か」ではなく、その経験を「なぜ、どのように行い、何が
身についたか」という点に重きを置いているということで
す。例えば、面接で「留学をした」という経験だけを語る
のではなく、「なぜ留学に行ったのか」、「留学によって何
が身についたのか」、「留学によってどのように自分らしさ
が発揮できたのか」といった結果の部分こそ語るべきであ
り、その点を企業は評価するということです。
　さらに、最近ではエントリーシートを使わずに大学の成
績表を採用活動時に活用する企業も増加しています。それ
は、成績で判定するというよりは、履修科目や取得単位数
の状況から、「やらなければならないことを計画的にやり遂
げられる人物かどうか」を判断する目的で活用する企業も
あります。エントリーシートであれば学生は事前にある程
度、面接の準備ができますが、成績表を面接で使う企業に
おいては、学生は事前準備ができません。何を聞かれるか
わからない状況で、学生の素の部分や想定外対応ができる
かどうかも見ているのです。また成績表から質問を掘り下
げて、求める人材かどうかを判断する場合もあります。成
績表を使えば、「やりたくなくてもやらなければならないこ
とへの姿勢」がわかります。入社後、自分のやりたいことが
できるのは１～２割くらいと言われています。そのため、
やらなければならない業務に対しても熱心に取り組める人
物かどうかを成績表から読み取ろうとしているのです。
　企業が見ているのは「履修歴」ではなく「学習歴」で
す。「学習歴」とは、ある経験によって何を学び、何が身
についたかということで、そういったところを学生自身が
認識できるように、保護者の皆様からもアドバイスをして
いただければと思います。

本人が気づきにくいポイントを
保護者の視点からアドバイス。

　企業は SPI という能力・適性検査で「基礎能力」と「性
格」を分析しています。「性格」を構成する要素は非常に
細かく分かれており、「主体性」や「実行力」など、計40
個の様々な因子を組み合わせて、個々の企業が求めている
能力と合致する人物を探っていきます。近年、企業はどち
らかというと、「後天的に身につくものは入社後でいい」
という傾向が強く、例えば英語は入社後でも必死に勉強す
れば話せるようになるため、「変わりにくいもの」を面接
で見ているということです。
　SPI の性格因子の中で、以下の傾向はマイナスに働きま
すのでご注意ください。例を挙げると、何かピンチがある
とすぐに逃げてしまう「回避傾向」。とにかくマニュアル
に頼ろうとする「マニュアル信仰」。すべて他人に依存す
る「依存傾向」。１か０かという極端な思考で中庸がない

「１・０思考」。人に相談せずにすべて自分で解決しようと
する「自己完結思考」。発想の切り替えができない「発想
転換不全」。他人を信用しない「他者不信傾向」。自分なり
の意味や価値ばかりを重視する「意味・価値へのこだわ
り」。あとは「権利意識」や「自己中心傾向」や「他責傾
向」で、全部で11個の因子があります。もしこのような
傾向がお子様に見受けられるようでしたら、日々の生活の
中で改善するようご指導いただければと思います。また、

「言葉遣い」や「口癖」、「悪癖」に関しても、これから意
識して改善するためにも家庭内でのお声掛けをお願いしま
す。女性であれば「化粧」で面接での印象も変わりますの
で、あまり派手なようでしたらご注意いただくと良いで
しょう。SPI は早くから取り組むほど能力が上がります。
また、「他者理解」や「協調性」は様々な年代の方と接す
る中で磨かれるため、そういった機会をお子様にさりげな
く与えるのも支援の一つだと思います。
　就職活動で大切なのは第一印象です。人事担当者が
チェックしている８つのポイントをご紹介すると、「身だし
なみ」、「姿勢」、「歩き方」、「視線」、「声の大きさ」、「表情」、

「元気のよさ」が挙げられます。中でも「視線」は、挨拶
をしながらドアを開けると上目遣いになって印象が悪くな
るので、ドアを開けてからお辞儀をするといったポイント
も注意が必要です。本人が気づきにくいこれらの点を、普
段の生活の中で皆様からアドバイスをお願いします。
　あとは、卒業に必要な単位をきちんと取れているのか
を、ぜひ３年生くらいからお子様に確認するようにしてく
ださい。なぜなら、最近、卒業を目前にして数単位足りず
に留年しそうになる学生の話をたびたび耳にするからで
す。ある学生は、卒業に必要な単位をぴったりの数しか
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取っておらず、最終的に２単位を落として卒業が危うくな
りました。実際に多くの大学でそういった学生が増えてい
ると聞きます。いくら就職活動を頑張っても、卒業ができ
なければ内定は取り消されます。４年間で卒業できるよう
に、普段の生活の中で確認いただくとともに、卒業必須単
位はその数以上に取得しておくことをご指導いただければ
と思います。また、就職活動には交通費や PC 環境の整備
等、いろいろとお金がかかりますが、ぜひ経済的なご支援
をお願いできればと思います。
　学生は普段の生活の中で身についている力をなかなか自
覚することはできません。例えば、息子に「最近男らしく
なったね」と言っても、本人がそれを自覚していることは
少ないはずです。何かを学んだり経験したりすると必ず何
らかの能力や知識が身についているはずです。就職活動の
自己 PR 欄にそれが書けるように、普段の生活の中で客観

的な評価を与えたり、ご指摘をお願いします。
　「学生生活」・「キャリア選択」・「就職活動」で大切なの
は、大学での学びを通して「知っていること」と「できる
こと」を増やすことです。それによって、学生自身の将来
の可能性や選択肢は広がっていきます。学生生活、就職活
動が無駄になることは絶対にないと思います。問題は、多
くの経験を積んでいるのに、それを本人が自覚できていな
いことです。この点を、皆様からさりげなく認識させてあ
げてほしいと思います。身についた能力や知識やスタンス
は、就職活動の大きなアピールポイントになりますので、
それらを普段の生活の中で探って、さりげなく気づかせて
あげてください。お子様自身がわかってないところを認識
させてあげられるのは保護者の皆様だけだと思いますの
で、ぜひさりげなく伴走していただきたいと思います。本
日は貴重な機会をありがとうございました。

■採用場面の企業と学生の視点の違い【図 2】
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就職活動のスケジュール変更もあり、
まだまだ厳しい就職状況の中、
学生をとりまく状況はどのようなものなのか、
また経済学部の卒業生は
どのような進路を選んでいるのか。
経済学部の宮本教授にお聞きしました。

経済学部

宮本 大　教授

同志社大学経済学部の卒業生の就職動向について

　経済学部で労働経済論を担当しています宮本と申しま
す。本日は経済学部の就職状況についてお話しします。
　まずは大卒求人倍率の推移についてですが、求人倍率と
は、求職者一人あたりに市場にどれだけ仕事があるのかを
示した数値で、倍率が１の場合は一人につき最低１つは仕
事があることになります。1988年からの統計で最も求人
倍率が高かったのは、1991年３月の2.86倍。これは学生
一人につき2.86の仕事があるといういわゆるバブル期で、
学生が極めて就職しやすかった時代です。一方で最も低
かったのは2000年３月の0.99倍。統計をとって初めて１
を下回った年で、就職氷河期と呼ばれた学生にとって大変
困難な時代でした。その後回復したもののリーマンショッ
クで第二就職氷河期が到来し、2010年３月頃から再び下
降気味に。これを経て、直近は1.74倍にまで回復しまし
た。
　長期的な求人倍率の推移をご紹介したのは、ご父母の
方々が就職活動をされていたバブル期と、お子様が就職活
動をしている現在とでは大きく環境が変わっていることを
お伝えしたかったからです。最近、就職活動の状況が良く
なっていると言われてはいますが、ご父母の方々が就職活
動をしていた頃と比べると求人倍率は1.0ポイントほど低
い状況です。また、最近は厳選採用の傾向が強く、企業は
最初からポテンシャルの高い学生をとろうという流れに
なってきています。例えば50人の募集枠に一定のレベル
を超えた学生が10人しか集まらなければ、10人で募集を
打ち切り、数合わせのための無理な採用はしないという動
きです。そういった点から考えると、求人倍率は1.74倍
ではあるものの実質的な数字はもう少し低いのかもしれま
せん。
　現在ではインターネット上での就職活動が主流になり、
エントリーシートやインターンシップといった我々の頃に
はなかったものも続々と登場しています。最も大きな変化

は、インターネットによって学生が入手する情報量が圧倒
的に増えたことです。我々は限られた情報の中から選択を
していましたが、今の学生は情報の洪水の中で自分に必要
なものの取捨選択を迫られています。このように、昔と今
では就職活動の進め方も環境も異なるため、それらの点を
ふまえた上でお子様に向き合うことが大切です。

大手企業の求人倍率は低く、かつ厳選採用。
中堅・中小企業も視野に入れて活動を。　

　企業規模別の求人倍率については、【図１】をご覧くだ
さい。点線が1,000人以上の大手企業の求人倍率、太線が
1,000人未満の中堅・中小企業の求人倍率を示していま
す。中堅・中小企業は最も高い時で4.26倍あるのに対し、
大企業は統計をとりはじめて以降、一度も１倍を超えたこ
とがありません。最も高かったのは0.92倍で、2016年は
0.90倍という状況でした。さらに大手企業ほど厳選採用

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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リクルート・ワークス研究所「大卒求人倍率調査」より
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【図1】企業規模別求人倍率

1,000 人未満
1,000 人以上

4.26

2.49

0.92

0.90

⇧近年、1.0 に近づいているが、厳選採用！

中堅以下の企業は概ね    倍率 2.0    を超えている！
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の傾向があり、入社するにはかなりの競争が待ち受けてい
ます。大手を目指す学生は多いと思いますが、そこだけに
絞って就職活動をしていては危険だということをご理解く
ださい。中堅・中小企業の中にも自分に合う企業や優秀な
企業はたくさんあると思いますので、両方を視野に入れて
就職活動をすることをおすすめしたいと思います。
　2015年４月のデータにはなりますが、経済学部の就職
状況は男子は550名中533名、女子は198名中191名が就
職し、就職率は男子が96.9％、女子が96.5％の計96.8％
でした。業種別就職状況については男女ともに金融業界が
最も高く、男子学生は25.5％、女子学生は49.2％もあり
ました。
　次に企業規模別の就職状況ですが、男子学生について
は、従 業 員 数 5,000 人 以 上 の 巨 大 企 業 へ の 就 職 率 は
22.2％、1,000人以上の大企業への就職率は32.5％で、計
54.7％が従業員数1,000人以上の企業に就職。女子学生
は、巨大企業への就職率が31.8％、大企業への就職率は
26.5％で、計58.3％の学生が1,000人以上の企業に就職し
ました。さらに2015年４月に採用された卒業生の就職者
数順の企業の上位30社を調べたところ、銀行系が12社、
生損保が６社、証券が４社で、７割以上が金融関係の企業
であることもわかりました。

面接開始は４月がピークに。　　　
前倒しのスケジュール対策が必須。

　今後の就職市場の動向ですが、企業の2017年春の新卒
採用計画では、前年に比べ8.8％採用人数を増やすという
結果が出ています。2016年春の増加率は8.6％でしたの
で、同じような状況とお考えください。
　しかし、厳しい就職活動が続いている現状もあります。
2016年３月卒と2017年３月卒の学生の面接時期のグラフ

【図２】をご覧ください。これによると、2016年３月卒の
学生は面接選考の解禁が４年生の８月だったにもかかわら
ず、面接開始が４月にピークを迎えており、８月に面接選
考を始めた企業は２割を切っていることがわかります。最
終的に、就職協定をきちんと守って面接を開始した会社は
２割強くらいでした。また、2017年３月卒の学生は、面
接選考の解禁が４年生の６月からでしたが、６月に面接を
始める企業は２割強しかおらず、こちらも面接開始のピー
クは４月でした。2018年卒の学生の就職活動のスケジュー
ルはまだ決まっていませんが、いずれにせよ就職協定は経
団連に加盟している一部の企業が守っているだけというこ
とを念頭に置いていただければと思います。日本には従業

員数が1,000人以上の大手企業は4,000社以上ありますが、
経団連に加盟している企業は1,300社程度で、そうなれば
就職活動のスケジュールを守らない企業が大手だと少なく
とも2,700社、中堅企業では13,000社以上あることにな
り、「面接は６月からだ」と油断していると、それらの選
考のチャンスを失うことになります。そうならないよう
に、就職協定で決められたスケジュール以前に選考を行う
企業に向けて、前倒しで動き始める必要があることをご理
解いただければと思います。

卒業必須単位数に注意！ 　　　　
４年生の春までにコツコツ取得を。

　スケジュールでもう一つ注意していただきたいのが、単
位が取れずに卒業ができなくなる学生がいるということで
す。残念ながら昨年の４年生にも、単位が足らずに卒業で
きず、就職活動をやり直している学生がいます。そもそも
４年生の段階で大量に単位を取らないといけないほど単位
を残すのは、現在の就職活動のスケジュールでは極めて好
ましくありません。もし、お子様が単位が足りずに春学期
にたくさん授業を登録している場合、本学には履修中止制
度がありますので、春学期は登録している履修を中止して
秋学期に回すというやり方も念頭に入れておいてください

（※今年の春学期の履修中止申請は終了しています）。
　最後になりますが、就職活動はお子様とじっくりと腰を
据えてコミュニケーションできるいい機会でもありますの
で、お子様の将来についていろいろと話を聞いてあげて、
ご家族の絆を深めていただければと思います。本日はあり
がとうございました。

40％

30

20

10

0

日本経済新聞朝刊 11頁（2016 年 4 月15日）の記事より

2016 年卒  説明会開始は 3 月、面接は 8 月解禁
2017 年卒  説明会開始は 3 月、面接は 8 月解禁

・ 　 　 ・ 　 　 ・ 　 　 ・ 　 　 ・ 　 　 ・ 　 　 ・ 　 　 ・
2 月　  　3 月　  　4 月　  　5 月　  　6 月　 　 7 月　  　8 月　  　9 月

2017 年卒の面接開始は 4月にピークを迎える【図2】
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学生にも人気の企業・資生堂。
本日はそこにお勤めの
経済学部 OB の内山 正信さんから
入社するまでの過程と、
入社後のキャリアについてお聞きしました。

同志社大学経済学部 OB・株式会社資生堂ジャパン

内山 正信 氏

資生堂 入社10年目のキャリア

　経済学部 OB の内山と申します。本日は、資生堂入社
10年目のキャリアについてと、大学時代にどういった就
職活動を行ったかについてお話ししたいと思います。
　まずは自己紹介ですが、私は現在33歳で、社会人歴は
10年目を迎えました。出身は三重県で、卒業後は株式会
社資生堂の船橋支店に配属となり、ドラッグストアの店舗
の営業を３年間担当しました。その後、男性用化粧品

「uno」の企画部門の社内公募に応募し、そこへ異動。当
時、資生堂では新しい男性向け整髪料の開発プロジェクト
が立ち上がっており、私はそのターゲットに近い若手男性
社員ということで、アシスタントとしてその部署に配属さ
れました。そこから３年が過ぎ、現在はヘルスケア事業部
で消費財マーケティングの仕事をしています。ここでは

「IHADA」をメインに担当し、花粉症対策や皮膚炎対策の
商品を扱っています。
　具体的な仕事内容は、担当のブランドを市場でどのよう
に売るかを考え、戦略や計画を練ったり、新商品の企画を
関係者と一緒に考え、宣伝制作のオーダーをしたり、小売
店への商談のサポートをしたりと、幅広い業務を行ってい
ます。自身が考えた企画で少しでも多くの方の生活が楽に
なったり、役立ったりすることに大きなやりがいを感じて
います。

遅いスタートで目的が不明瞭に。　　　
内定を得るも、夏から就職活動を再開。

　次に就職活動についてですが、私はそれほど勉強熱心な
方ではなく、どちらかというとサークル活動に没頭してい
たため、就職活動が迫った時は非常に戸惑いました。「将
来は何がしたいか」を深く考える機会もなかったので、３
年生の12月頃から大学が主催する企業セミナーにとりあ

えず参加する日々が続きました。当時はインターネットで
の就職活動が始まったくらいの時期だったので、慣れない
パソコンをいじりながらのスタートだったことを覚えてい
ます。面接も50社くらい受けたのですが、だんだんと内
定を得るために面接を受けるような感覚になり、そんな中
でも同級生はどんどん内定を得ていったので、非常に焦り
ました。ゴールデンウィーク明けにやっと２社から内定を
いただきましたが、実際に内定を得てみると、「本当にそ
の仕事がしたいのか？」と贅沢にも悩みました。しばらく
悶々とした日々が続き、友人と話をしたり、いろいろと動
いたりした結果、４年生の夏に就職活動を再開することを
決意。消費財のような手触りのあるものに携わりたいと
思っていたので、まだ選考を受け付けている企業を調べ、
資生堂にエントリーしました。後がない状態でしたが、４
年生の９月に内定を得て、現在に至っています。

自ら「価値」を作り出す 　　　　　　
マーケティングにやりがいを見出す。

　入社後、営業を担当していた頃は、ドラッグストアの美
容部員や売場作りスタッフのマネージャーのように、勤務
の管理やシフト作成、店舗巡回や打ち合わせなどをして、
売り上げ目標を達成できるように励んでいました。私は人
とのコミュニケーションが苦手だったこともあり、最初は
戸惑った部分もありましたが、相手を思いやることの大切
さを仕事を通して学べました。また、この時にコミュニ
ケーション能力を鍛える努力をしていなかったことにも気
づき、休日に時間を取って勉強もしました。
　弊社では、ある部署が新しい人材を求める際に社内公募
が出され、人事部を通してその部署に履歴書を送って面接
を通過すれば、異動できるという制度があります。私はそ



の制度を使って、営業の頃から興味があった男性用化粧品
の企画部へ応募し、異動することに。はじめの頃は営業と
全く異なる仕事に戸惑いましたが、「価値をどう作り出す
か」を考えるマーケティングの仕事はとても興味深く、あ
る問題を解決できる新商品を考え、世界を動かしていく醍
醐味に魅力を感じました。
　現在は、「誰に・どんなものが・なぜ必要なのか」とい
う企画を発案し、社内の研究者やデザイナー、営業や財形
部門のスタッフなど幅広い部門と協力し合って働いていま
す。リーダーシップが求められる仕事ではありますが、

「その会社の商品なら欲しい」といった、お客様にとって
のブランド力を構築するために努力をしています。日々勉
強ですが、自身が考えた企画や新商品を多くの方に使って
いただき、その方々が「楽になった」、「きれいになった」
と言ってくださることに、純粋に喜びを感じています。
　弊社が求める人物像についてですが、弊社の採用ウェブ
サイトでは「世界を熱く、美しく、熱き変革リーダー求
む。」というキャッチコピーが書かれています。これは、
現在国内の化粧品市場は飽和市場にあるため、それを打ち
破るような、型破りな人材を求めているということです。
弊社は数年前に CEO が変わり、企業としては過渡期にあ
ります。チャレンジが必要な時期ですが、そういう部分に
共感でき、やりがいを感じられる学生さんがいらっしゃっ
たら、ご応募いただければと思います。

学生時代には、「好きなこと」を
突き詰めて考える努力を。　　

　私の就職活動は、一つの目標に向けて周到に準備された
ものではなく、あくまで偶然の積み重ねやその時々の判断
の結果だったと思っています。反省点としては、「何に興
味があるのか」という自己認識が非常に曖昧だったことで
す。好きなことや興味のあることがその企業のコアにある
かないかで、面接に対する熱意やモチベーションは変わっ
てきます。当時の私はただ内定のためにという意識で面接
を受けていたので、「御社で働きたいです」と言いなが
ら、内心では「本当にそうなのかな？」と思うこともあ
り、その点を非常に反省しています。また、気軽に話せ 
る社会人の友人がいたら、少しは変わっていたかもしれ 
ません。とはいえ、偶然の出会いや苦労も含めて現在の 
自分に繋がっていると思うので、現状に不満や後悔はあ 
りません。営業時代のスパルタ上司に社会人のいろはを 
熱く厳しく指導していただいたからこそ、社内公募の面 

接に自信を持って臨めたところもあります。大切なのは、
自分の好きなことを考え抜いて、努力が苦にならず、娯 
楽と感じられるような職に就くことです。そうすれば幸 
せな職業人生を歩んでいけるのではないかと思います。 
大学生には自由な時間が膨大にあります。学生にはその 
中で好きなことを見つけ、それをとことん突き詰めてほ 
しいと思います。

両親の傾聴で気持ちに整理が。　　
お子様には寄り沿ったサポートを。

　最後に家族との関係についてですが、両親は基本的に放
任主義でした。就職活動中は一人暮らしをしていたのです
が、面接選考で落ち続け、「自分は社会に必要とされてい
ないのでは」と思うようになり、実家に帰って両親に話を
聞いてもらったことがあります。すでに内定を得ている同
級生には心が開けないこともありますが、自分をよく知っ
ている両親に対しては驚くほどなんでも相談でき、頭の中
が整理されたのを覚えています。話を聞いてもらうだけで
もありがたく、「もう一度就職活動を始めてみよう」と
思ったきっかけにもなりました。今でも両親とはたまに
LINE などでやりとりをしています。子どもの話題が多い
ですが、たまに仕事の話をすると、父や母も喜んで聞いて
くれます。
　私の場合は迷いに迷った就職活動の末に今のキャリアが
あります。その中で、気持ちが沈んでしまった時や、話を
聞いてほしい時に耳を傾けてくれる両親はありがたい存在
でした。ご家庭にもよると思いますが、就職活動中のお子
様が調子良くされていて、楽しそうな様子であれば、選ん
だ先が良い会社だと思いますので、ぜひ応援してあげてく
ださい。本日はありがとうございました。
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対談「社会で活躍する卒業生の近況と思い出」
経済学部 OG のお二人にご登壇いただき、就職活動中の思い出をお話しいただきました。

り、就職活動もようやく波に乗れるようになりました。両親は
私の就職活動に関してあまり干渉せず、やりたいようにやらせ
てくれていたのが一番うれしかったです。
Q3
もう一度大学生に戻れるなら、どんなことを心掛けたいですか？
A3
私の大学生活は授業に行って、友達と遊んで、アルバイトをし
てといった単純なものだったので、長期のインターンシップで
海外へ行くなど、もう少し目標を持って過ごせば良かったと思
います。
Q4
大学での学びで、社会に出て活かされたことは？
A4
私の仕事はお客様との交渉ごとなどが中心ですので、ゼミの発
表で培った会話力は一番役に立ったと思います。
Q5
卒業生として一言お願いします。
A5
就職活動中はどうしても孤独になりがちで、お子様が追い詰め
られたりする部分も多くあると思いますが、人生の先輩として
包容力をもってアドバイスをしていただけたら、お子様も安心
して進められると思います。

Q1
どんな就職活動をしていましたか？
A1
就職活動の軸が定まっていないところがあったので、業界を問
わずひたすら就職説明会に通って自分にできることを見つけて
いきました。金融業界は「目に見えないものを売ったり作った
りする仕事」とよく言われますが、仕事をしながら自分の人間
性を磨いていけるのではないかと思い、就職先に選びました。
Q2
就職活動中、ご家族からの支援で印象的だったことは？
A2
両親は「自分の好きなことをすればいい」という放任主義なと
ころがあったので、私も思うままに就職活動をしていました。
しかし、エントリーシートを出しては落ちるの連続で、そのう
ち「自分は社会から求められていないのではないか」という思
いに駆られて２、３日引きこもったことも。そんな時に母が

「そんなに頑張らなくても、人生がここで決まるわけじゃない
よ」と声を掛けてくれ、その言葉にとても安心しました。そこ
から「もっと自分らしさを出していこう」と思えるようにな

もありました。私は企業規模の大小を問わずエントリーしてい
ましたが、それらの企業で働きたい気持ちを両親に伝えた時に

「そんな会社は知らない」と言われたことです。内定を得た企
業以外にも惹かれた企業はたくさんあったので、背中を押して
もらえなかった時は悲しかったです。とは言えやはり社会人の
先輩なので、「自分をこう見せたらいいよ」とか「あなたの良
いところはこういうところよ」と、良いところも悪いところも
率直に言ってくれたことはありがたかったです。
Q3
もう一度大学生に戻れるなら、どんなことを心掛けたいですか？
A3
長期の留学をしたいです。大学生の頃は日本語学校へ行って、
留学生の方と一緒に勉強をしたり、旅行に行ったりしていまし
た。今も１週間の休みがあれば、フィリピンへ行って英語の勉
強をしたりするのですが、１ヵ月の休暇を取るとなると難しい
ので、ご父母の皆様には、お子様が大学生のうちにしかできな
いことをフォローしてあげてほしいと思います。

Q1
どんな就職活動をしていましたか？
A1
生まれ育った京都に本社がある企業を軸に就職活動をしていま
した。多くの企業に足を運んだり、京都の企業の方を紹介して
いただいたりして、活動の脈を広げました。私は大学時代に短
期留学をしたり、語学学校のボランティアをしたりしていて、

「海外が好き」という気持ちが根底にあったので、グローバル
に活躍できるかどうかも視野に入れながら企業選びをしていま
した。
Q2
就職活動中、ご家族からの支援で印象的だったことは？
A2
就職活動中は辛い時期もあり、親とのやりとりで傷ついたこと

S・M さん
大手メーカー勤務／入社６年目

T・M さん
損害保険会社勤務／入社５年目
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位以上を履修すれば卒業できます。

　さらに、経済学部専門科目66単位のうち、導入

科目である１年生の基礎演習や日本経済入門など

の経済学の入門科目、基礎科目、基幹科目からそ

れぞれ18単位、24単位を履修しなければならなく

なっています。単に66単位取ればいいというわけ

ではありません。このような最低必要単位数をク

リアして124単位取れば卒業可能となります。

少人数クラス①　基礎演習

　導入科目の例として基礎演習をあげます。私は

これまでずっと担当してきましたが、今年度は基

礎演習を担当していません。これは去年の基礎演

習のクラスの写真です。少人数といっても30人程

度います。新入生900人ほどを30クラスに分けて

導入科目の基礎演習とし、大学生活に慣れていた

だくことを目的としています。このような30人の

少人数のクラスを設けています。教員によって内

容は違いますが、私のクラスでは、まず、グルー

プに分かれてテキストをもとにプレゼンテーショ

ンをしてもらっていました。自分たちの問題関心

で調べてきたことを発表してもらうというクラス

もあります。演習用の教室は机を自由に動かせま

　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人という大きな学部ですが、大きな

学部でも少人数教育を充実させようと努力してい

ます。とくに今日は、お子様が京都でどのような

感じで授業を受けているか、講義等で学んでいる

一端も見ていただければと思っております。

卒業要件について

　資料の経済学部卒業要件チェック表（2012年以

降生用）をご参照ください。経済学部の履修につ

いての大まかな全体像をお話しいたします。４年

間で124単位を取りますと卒業できます。2012年

度生から経済学部の専門科目である１類科目の履

修を増やし、66単位になっております。それ以前

は少なかったです。たとえば体育実技、今はスポー

ツ・パフォーマンスといいますが、この単位ばか

りを取っている、経済学部体育学科のような人が

増えてきて、経済学部の専門科目以外で124単位

を揃えるような学生がいましたので、たんに経済

学部を卒業したということだけではなく、経済学

士として卒業してもらうために専門科目をきっち

り勉強してもらいたいということで66単位として

おります。

　外国語科目は16単位が必要です。経済学部は英

語が必修になっております。それ以外の言語、さ

らに情報言語も経済学部は外国語科目として換算

できますが、あわせて16単位以上が必要です。英

語８単位、英語以外で４単位、そしてＢ群という

文化や語学を背景にした外国事情について学ぶ科

目もあわせて16単位必要です。啓発科目、すなわ

ち一般教養科目が16単位以上必要です。その他免

許資格や他学部の専門科目を含めて合計で124単

学業履修について―経済学部における少人数教育を中心に―

横井 和彦（経済学部教授）

父
母
会
行
事

の
中
か
ら
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今年度開講されているエコノミクスワークショッ

プのクラスをあげてみました。私は「中国語で読

む経済と社会」、「新語で読み解く中国経済」を担

当しています。私は中国経済を専攻しております。

それに関するクラスを開講しているのです。この

少人数クラスは大変人気があり、希望者も多く、

クラスが年々増えております。昨年からクラスが

倍くらいに増えております。中身も多岐にわたる

ものです。２年生春学期に自分の問題関心に基づ

いて２年次演習に入る前に、経済学部の専任教員

や嘱託講師との少人数クラスを実際に体験すると、

演習にもスムーズに取り組むことができると思い

ます。大教室ばかりだと大学に行かなくなる可能

性があります。少人数クラスだと、欠席すると目

立ちます。出席さえしておればきっと単位が取れ

るに違いないと、学生も思うのではないでしょう

か。実際、少人数クラスは出席を重視しています

ので、がんばって来ていただくと２単位、しかも

１類科目の専門科目に入るので一石二鳥、大変よ

い講義だと思います。本当に多岐にわたる内容で

す。『大学案内　2016』の54ページでエコノミク

スワークショップのカリキュラム上の位置づけを

ごらんいただけます。

　学部案内18ページにも載っていますように、経

済学部の講義には、留学生が登録できて、日本人

学生といっしょに履修できる講義もあります。私

のエコノミクスワークショップのクラスは、中国

経済を学ぶので、留学生に開放しています。海外

に行かなくても経済学部の正課の講義で、少人数

クラスというだけでなく、留学生といっしょに授

業を受けることができるのです。学生にとっても

よい機会になっています。中国人の留学生が５人

くらいいて、すぐ近くで中国人留学生と中国経済

について学ぶことができ、よい機会になっている

と思います。中国人の留学生にとっては日本人と

ともに学ぶことができ、自分たちの国での新しい

言葉や流行語を、経験に基づいて話をしながら中

国の新しい社会現象やその背景について考えるの

です。講義ではこのような「2015年中国の新語・

流行語」というレポートを用いました。たとえば

すので、この写真のようにグループ単位で集まっ

て討論をしてもらいました。後半には、論文やレ

ポート作成の練習をしました。情報処理実習教室

に教室を移して、さまざまな資料を直接取得しな

がらレポートを書く実習の形をとりました。同志

社大学にはこのような教室がたくさんあります。

情報を取得しながら論文やレポートの書き方を実

際に書いて学ぶのです。

　私のクラスでは、例年５月の連休前に、懇親会

をしていました。かつては学外の店で開いていま

したが、未成年の飲酒が厳しく問われる昨今なの

で、このように教室に料理をもってきてもらって、

ソフトドリンクを飲みながら交流を深めました。

他の多くのクラスもそうだと思います。連休が終

わって帰省先から大学に戻ったら、また友だちと

会えると確信できるようになるのではないかと考

え、少人数クラスでは親睦を深めることをしてお

ります。そしてつつがなく２年生になっていくよ

うにと願っています。少人数クラスがあって、大

学に来れば知っている人がいるというのが理想で

す。広島から来られた学生さんは、大学に知って

いる人がいない場合がありますが、基礎演習のク

ラスでの学びによって、大学に行ったら誰か知っ

ている人がいるという状態を早くつくってほしい

と願い、経済学部では少人数クラスを導入科目に

設けています。

少人数クラス②　エコノミクスワークショップ

　１年生の春学期が終わりますと、少人数クラス

がしばらくありません。演習、ゼミナールは２年

生の秋学期からです。１年生秋学期と２年生春学

期には少人数のクラスがありません。そこで新し

いカリキュラムでは、エコノミクスワークショッ

プという少人数クラスを設けて、１年生秋学期、

２年生春学期に少人数クラスがないことをなくす

ことにしました。これは１類科目の専門科目で卒

業に必要な66単位に含めることができます。２単

位です。いくつも履修することができます。たく

さん履修している学生も多くいます。２年生秋学

期にゼミに入るまでのいわば「プレ演習」です。
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習、３年次演習、卒業研究、これが経済学部の学

びの中心になります。同志社大学の学生は、就職

活動の際のエントリーシート等でゼミの名前を書

く欄に、担当者の名前を書いてしまうそうです。「横

井ゼミ」と書きます。企業の方からすると、「横

井先生を研究しているゼミですか？」と思われて

しまうわけです。企業としてはゼミの名前を書く

のではなく、ゼミでどういうことを学んでいるか

を書いてほしいに違いないと思うのですが。父母

会の就職説明会でもリクルートキャリアの方が「同

志社大学は教員と学生の距離が近いのでしょうか。

ゼミの名前を書かせると教員の名前を書いてしま

う。内容を書くようにしてください。横井ゼミな

ら中国経済ゼミと書くように」とおっしゃってい

ました。理工学部でも商学部でも同じではないで

しょうか。どうも同志社大学の特徴になっている

ようです。とにかく経済学部ではそれくらいゼミ

が大事だということなのです。８割～９割の学生

が演習に所属しています。

　私のゼミは人数が多い方です。３年次ゼミは32

人おります。グループに分かれて討論しています。

まず、発表班がテキストの内容を肯定的にまとめ

て発表するものと、報道や新たなデータ等を踏ま

えて否定するものとに分かれて発表します。その

発表を聞いて、聞いている各グループは、相談し

ながら、どちらが正しいかを話し合うという方法

です。発表班が肯定や否定をした根拠を各自ワー

クシートにメモし、どちらが正しいかを話し合っ

て判断します。人数が多いので、ただ発表を聴く

だけのゼミだと睡眠時間になる可能性があります

のでいろいろ工夫しているつもりです。

　４年生の卒業研究ですが、今年は６月から就職

活動が本格化すると言いながら、水面下では採用

活動が進んでいるということもあり、４月、５月

には卒業研究に来る学生がほとんどいないという

のが実情です。この写真は、１月に、これから始

まる就職活動について、講師を招いて話をしてい

ただいたときの様子です。現在の４年生です。卒

業研究は、情報処理実習教室で情報をとりながら

進めています。春学期には卒業研究のテーマを決

中国でも「壁咚」（ピードン）、という日本語では

「壁ドン」という言葉が流行っています。このよ

うな言葉が中国でなぜ流行っているのか、その背

景は何か、社会的な意味を考え、議論しながらワー

クシートを完成させるという授業をしています。

１回の授業で２つの新語を学びます。

大教室での講義

　もちろん少人数クラスだけではなく、大規模教

室での授業も多いです。私の講義の中国経済は、

月曜日の１講時です。学生には文句をいわれます

が、それでも最近の学生は出席率が大変高いです。

明徳館21番（Ｍ21）教室、かつては今出川校地で

一番大きな教室でした。学生時代、私もここで授

業を受けていました。人気があるからではなく、

単位取得を目的に来ているのではないかと思うの

ですが、大教室の割には結構埋まっています。す

り鉢型の教室です。登録者数が600人超おります。

ほとんどの講義は300～400人程度なのではないで

しょうか。ちなみに今日来られる奥田先生の講義

も、登録者が1,000人を超えたことがあります。

意外にもけっこう前の方から席が埋まっていきま

す。パワーポイントの画像を大きなスクリーンで

映し出して授業をしています。このような書き込

み式の資料を配っています。パワーポイントの画

面がそのまま印刷されたハンドアウトを配布資料

として配ると、居眠りをされますから、できるだ

け文字を書かせるように工夫しております。

少人数クラス③　演習

　経済学部の学びのメインは演習です。２年次演
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めるために、論文の骨組みの決定や、それについ

て新聞記事やニュース原稿から課題を絞り込むと

いう各種ワークシートを使って、卒業研究の目次

を決めていくということをしてきました。今年も

その予定です。４月にはこれくらいの人数しか集

まっていません。今年はゼミが６講時と遅く、夜

の８時くらいまでは教室で頑張り、その後は写真

のように懇親を深めるようにしています。

　このように、演習は標準20人くらいの規模で、

教員と専門的な学びを磨いていきます。演習は経

済学部の教育の柱になっています。２年次演習か

ら必ずゼミに入るようにしてほしいと思います。

現在のカリキュラムでは２年次演習、３年次演習、

卒業研究と、演習は２年半続けるのが条件ですの

で、最初が肝心かと思います。６月８日に演習に

ついての説明会があります。２年生のお父様お母

様は、お子様に６月８日、演習のオリエンテーショ

ンに行きなさい、とご指導をお願いします。演習

の仕組みについて説明し、クラスごとの説明会も

します。６月20日～７月１日には、演習クラスの

説明会が随時開催されます。多くのゼミで３、４

年生が２年生に対して説明会を行います。授業参

観ができるゼミもあります。横井ゼミはやってい

ませんが、多くのゼミは、まるで就職活動である

かのように説明会をやっています。選考申込受付

が６月27日～７月８日です。ここで必ず申し込み

するようにご指導をお願いします。実際の選考は

８月４日です。ゼミによって応募者が多いところ

と、少ないところの差があります。100人を超え

る応募者のゼミもあります。調整期間があり、実

際の選考は８月４日です。多くのゼミでは面接を

します。教員との面接、あるいは上級生との面接

です。ゼミによって選考の仕方はさまざまです。

翌日に合否発表があります。夏休み前に決まりま

す。この選考を逃すと、その後の大学生活が残念

なことになり、経済学部の学びの中心であるゼミ

がとれないことにもなりますのでご注意ください。

成績評価について

　最後に成績評価と単位取得についてです。現在

は GPA 制度がとられています。昔は優・良・可で、

80点以上が優でした。今のＡは90点以上です。

100点満点で、Ａは90点以上、Ｂは80点以上、Ｃ

は70点以上、Ｄは60点以上で、Ｆは60点に満たな

い、つまり不合格です。評点がそれぞれ４、３、２、

１点となっています。平均を計算して GPA を割

り出します。就職活動をつつがなく進めるために

も GPA は2.0以上を取ることをおすすめします。

成績はＢ以上をめざしなさいとご指導ください。

１類科目が2.5以上だと大学院へ推薦で行けます。

2.5は上位３割～２割くらいの成績です。2.0以上

は安心、それを割り込むと心配ということです。

GPA は2.0をめざしてほしい。昔は、就職活動に

おいて企業は、成績は気にしなかったといわれて

いましたが、今の就職活動では GPA が重視され

ると聞きます。企業から「君、何やってきたの？」

といわれないように、お子様にお伝えください。

　たしかに経済学部は大人数の学部ではあります

が、お話してきましたように、少人数クラスをた

くさん設けています。そこで単位を取得し、特に

ゼミで学んで卒業し、GPA も2.0以上あるという

のが経済学部生として、よい学びをしたというこ

とがいえるかと思います。くどいですが２年生の

お子様には「６月になったらゼミの選考が始まる

から」とお伝え願えればと思います。それではこ

れで終わります。
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右下にある「取得単位数と GPA」が書かれてい

る部分です。先ほど申しましたとおり、４年間で

124単位以上が必要ですので、年に30数単位以上

取っておかないと４年間で124単位に届きません。

特に、４年生の時には就職活動等で春学期の単位

をほとんど取得できないかもしれませんので、均

等割りをするにしても最低限35単位ほど取ってお

く必要がありますし、できればそれより前でしっ

かり単位を取ることが必要です。

　経済学部では毎年、留年率が２割弱です。この

うち自主留年（就職活動がうまくいかず、わざと

単位を取り残して卒業しないなど）の学生が一定

数含まれていますが、その数がどれくらいなのか

は完全には把握できません。そのため、参考程度

の数字となりますが、取得単位数の下２割を基準

として各学年でどれくらいの単位数になるかを見

ておきましょう。「父母会報」18ページの取得単

位数で、たとえば２年生の場合、１年生終了時点

で37単位以下であると下２割に入ってしまいます。

１年間の登録単位上限が48単位ですので、８割の

人が10単位も落していないことになります。逆に

言えば、１年生の段階から37単位に満たないと出

遅れていることになります。１年生を終わった段

　２年生以上のご父母お手元には、成績通知書が

届いているかと思います。この表の見方がわから

ないとよくいわれますので、成績通知書の見方を

説明させていただきます。１年生のご父母の手元

には最初の成績通知書が届いておりませんので、

秋に成績通知書が届いた時にご確認をお願いしま

す。

単位取得と GPA

　まず、卒業するためには、４年間で124単位取

らなければならないと決まっています。それに加

えて、各カテゴリーから何単位以上を取らなけれ

ばならないなどと決まっています。わかりづらい

と思いますが、間違って、取り忘れていて卒業で

きないということがないように、お子さまに「卒

業について細かいことがあるらしいけど、わかっ

ているの？」と言っていただけたらと思います。

　１年間で登録できる単位の上限は48単位です。

３年生が終わった時点で49単位以上残っていると

いうことであれば、その時点で留年決定となりま

すので、順調に１年生から単位を取っていく必要

があります。成績はＡ～Ｆまでの５段階で評価さ

れます。この平均点が GPA で、それぞれの科目

でＡがついたら４点、Ｂがついたら３点、Ｃがつ

いたら２点、Ｄがついたら１点です。Ｆがついた

ら０点で、単位を落したことになります。Ｆがつ

いた科目は単位が取れていませんので、卒業に向

けて危なくなってくるということです。単位数と

評点で加重平均をとったものが GPA ですが、留

学の条件として GPAが何点以上と決まっていたり、

成績上位者への奨学金も GPAを参考にしています。

　成績通知書で注目していただきたいところは、

学ぶ「意識」

角井 正幸（経済学部教授）
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おくと、４年間で卒業するために取るべき単位を

取っているか、急にサボるようになっていないか

という点を中心に確認しておいていただきたいと

いうことになります。

最近の学生

　次に、学生さんたちの様子についてお話しした

いと思います。最近の学生を見ていて思うことは、

ここ５、６年、以前に比べておとなしいというこ

とです。最近の学生はまじめというか、授業を抜

け出して遊びにいくことはあまりありません。も

ちろん、それは悪いことではないのですが、消極

的な学生さんが増えていることの現れだとも感じ

ています。１年生の「基礎演習」でプレゼンテー

ションを課題にしています。その際、「上手なプ

レゼンテーションをするより、聞き手に伝えるた

めにどれだけの工夫をしているを意識してプレゼ

ンテーションをしなさい」ということだけを強調

して教えています。そうすると、以前の学生さん

はいろいろなアイディアを考えてきました。たと

えば、報告内容を模造紙に書いてきて「これを貼

らしてほしい」と申し出る学生や、中国人の留学

生が原文を中国語で朗読するなどの工夫がありま

した。しかし、ここ数年の学生は「工夫をしなさ

い」といっても突飛なアイディアを出さなくなり

ました。最近の学生は、どうも自信をなくしてい

る感じがします。このような自信のなさは、大学

の中だけでなく、就職活動や社会に出ていく時に

も不利になるのではないかなと感じています。もっ

と若い力を使って、学生のうちに積極性を身につ

けてほしいと思っています。

階ではまだ挽回が可能ですが、この基準に満たな

いようであれば叱咤激励していただきたいと思い

ます。

　さて、ゼミ選考が８月初旬に行われます。した

がって、１年生が終わった段階の成績をもとにゼ

ミ選考を受けることになります。１年目さぼった

人は、ゼミ選考の時に苦労するかもしれませんの

で、１年生のご父母の方には、「１年生の成績が

ゼミ選考に効いてくるらしいから、ちゃんと１年

生の時から勉強しておきなさい」とお伝えいただ

くようお願いしておきたいと思います。

　次に、３年生の方の成績分布を見てみましょう。

これは２年生終了時の成績です。ここで下２割は、

67単位以下ということになります。４年生の時に

は就職活動で半年抜けることも考えなければなり

ませんので、このままのペースでは黄色信号です。

最後に３年生終了時（４年生）の成績分布を見る

と、下２割は103単位です。ですから、残り20単

位以上取らないといけません。１年間で20単位取

ることはそれほど大変ではないのですが、春学期

に就職活動で単位取得の見込みがないのであれば、

秋学期だけで20単位以上取ることになります。し

かし、これは厳しいので、取得単位がこの基準未

満の学生さんにはできるだけ春学期の単位を取っ

ておくようにとお伝えください。

　GPA の説明ですが、GPA は最高が４点（すべ

てＡをとったら４点）ですが、GPA が４点の人

を私は見たことがありません。ただ注意していた

だきたいことは、表にある直近 GPA の部分です。

直近 GPA は、前の学期（半年間）の GPA のこと

なのですが、直近 GPA が急に下がっているとす

ると、急にサボるようになったと想像されますの

で注意が必要です。ですので、直近 GPA が低い

学生さんは呼び出しています。GPA は卒業要件

ではありませんが、単位を落としてＦの評価がつ

けば必然的に GPA が低くなります。あとは、経

済学部では GPAの平均が2.1～2.2ですので、GPA

がそれより上か下かだけをチェックしておいてい

ただけたらと思います。

　ここまでが成績通知書の見方ですが、まとめて
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が最も重要ではないかと思うようになりました。

授業を受けている時も、その授業は何のために受

けているのかを意識している学生さんと、単位を

取らなければいけないから授業を受けている学生

さんとで、授業の意味も変わってきます。クラブ、

サークルといった課外活動や、アルバイトなども

含めて、彼らが経験する一つひとつの場面で、ど

れだけの意識をもって取り組むかによって、本人

の成長が全く違ってくるのではないでしょうか。

　大学にはすごい数の学生さんがいますので、高

校の担任の先生のようにサポートするわけにいき

ません。ですから、学生さん自身が「意識」を高

く持っていないと大学の４年間、どんどんと流さ

れていってしまいます。まじめだが、少し消極的

な最近の学生さんですが、ぜひ高い意識をもって

学生生活を送っていただきたいと思っています。

　ありがとうございました。

　最後に、ある学生さんのエピソードをお話しし

てみたいと思います。これはゼミの卒業生の話で

すが、私のゼミの１期生です。その学生のゼミ選

考の時に見た成績はかなり悪いものでした。「卒

業は４年間で無理だろうな」とは思っていました

が、３年生になった時、彼自身が「４年生の時に、

単位を取ることと就職活動を並行することはおそ

らく無理だと思うので留年します。来年はしっか

り単位を取って、５年目に心置きなく就職活動を

して卒業すると決めました」と言いに来ました。

そこから成績が飛躍的に伸び、就職もいわゆる名

の知れたところに決まりました。さらにその学生

は、就職活動で知り合った他大学の学生と就活支

援サークルをつくり、後輩たちに経験を伝えるこ

とを始めました。彼の何が変わったのでしょうか。

それは「意識」が変わったのだと思います。

　この学生と関わりを持って以来、大学生である

限り、どのような意識をもって大学生活を送るか
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６月は中間テストのシーズンです

　大学では４月から始まる春学期と10月からの秋

学期にそれぞれ15週間の授業があります。学期末

には多くの科目で期末試験が行われたり、レポー

ト提出が求められたりします。学生さんが履修登

録されているすべての科目の成績をとりまとめた

ものが成績表となります。成績表は年２回、９月

と３月に発行され、ご自宅にもお送りしています。

１年生の皆様には、９月に最初の成績表がお手元

に届くことになります。

　今、大学では春学期の真ん中あたり、７～８週

目の授業が行われています。科目によっては、こ

の時期に中間テストが行われます。１年生にとっ

ては大学に入って初めての試験になります。中間

テストの結果だけをとりまとめた成績表はありま

せん。各科目の成績は学期末に確定して、春学期

の成績表をお渡しするのは９月末頃になります。

　成績表の見方については、のちほど説明させて

いただくことにして、まずは、現在の学生さんの

様子を、学年毎に紹介させていただこうと思いま

す。

１年生は生活のリズムが確立

　１年生の中には、初めて親元から離れて一人暮

らしを始められた方も少なくないと思います。食

事や家事を試行錯誤して、土地勘のない京都で、

スーパーやホームセンター、ドラッグストアなど、

どこに何があるのか、最初は自分が住んでいる地

域のことがよくわからず苦労されたことと思いま

す。４月から始まった新しい生活がようやく軌道

に乗った頃ではないかと思います。

岡山父母会にようこそ

　本日はたいへん暑い中、岡山父母会に多数お集

まりいただきましてありがとうございます。岡山

には毎年のように寄せていただいております。昨

年に引き続いておいでいただいている方もおられ

るようで、本当にありがとうございます。

　本日は「学業履修について」ということで、30

分ほどお時間をいただいております。高校までと

は違い、大学には「学年便り」や「クラス通信」

がありません。PTA の活動や担任の先生との懇

談などもありませんので、親同士、あるいは保護

者と教員が面談したり、情報交換したりする機会

はほとんどありません。京都で暮らしておられる

お子様の学生生活、学業の様子、大学の様子、３

～４年生では就職活動の様子など、本日の父母会

で皆様のご心配に少しでもお応えすることができ

ればと思います。

　父母会にご出席いただく最大のメリットは、ご

父母同士が直接交流していただけることだと思い

ます。お父様、お母様の不安やご心配、お子様が

抱えておられる悩みなどは、実は共通しているこ

とが少なくありません。同じ思いを共有していた

だくことが、安心感や問題の解決につながること

もあろうかと思いますので、お子様が同じ大学、

同じ学部に通われている者同士、ざっくばらんに

お話しいただけるような雰囲気になればいいなと

考えております。教員にとりましても、ご父母の

みなさまと直接お話しできるたいへんありがたい

機会ですので、どんなことでもお気軽にご相談く

ださい。

学業履修について

宮崎 耕（経済学部教授）
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望するゼミに受からなかった場合には、第２次選

考、最終的には追加選考を経て、秋学期の開講ま

でに所属するゼミが決まります。

３年生は専門分野の追究と就職活動の始動

　２年生の秋学期以降は専門分野の勉強が本格化

します。お手元の「経済学部卒業要件チェック表」

というプリントをご覧ください。これが経済学部

の学修体系の全体像です。「１類専門科目」が経

済学の専門科目です。「導入科目」と「基礎科目」

は１～２年生を対象に大学での学習に慣れていた

だくことや、経済学に対する関心を高めたり、基

本的な知識や学習スキルを身につけていただいた

りするための科目です。「基幹科目」が経済学部

のコアとなるもっとも重要な科目群です。２年生

の秋学期以降、ゼミとともに系統的に履修するこ

とで自分の専門分野を確立することになります。

　すでに３年生向けに就職活動に関するガイダン

ス講座がスタートしています。具体的な活動とし

ては、夏休み以降に実施される「インターンシッ

プ」と呼ばれる就職体験活動への参加があります。

「インターンシップ」にはすべての学生さんが参

加されるわけではありません。採用選考には関係

のないものが一般的ですが、最近は「インターン

シップ」を事実上、採用選考の一環と位置付けて

いる企業もあります。就職活動の方針を早めに確

立することができれば、インターンシップの機会

を戦略的に活用することも可能になるということ

です。

　就職活動のための準備の第一段階として、自己

分析、業界研究にはできるだけ早く着手してもら

　大学の授業にも高校までとは違いがあり、最初

は戸惑われたかも知れません。科目によっては何

百人という学生さんが大教室に集まります。数人

程度の少人数の科目では、先生を囲んで討論形式

の授業が行われることもあります。１時間目は９

時に始まります。最終の７時間目の授業の終了は

午後９時40分です。学生さんはだいだい１週間に

10科目ぐらいの授業を受けておられます。１日２

～３科目という学生さんが多いようです。

　入学式当日、クラブやサークルの熱心な勧誘に

驚かれた方もおられる思います。４～５月はお試

し期間という感じですが、だんだんと本格的な活

動が始まります。アルバイトも見習い期間が終わ

り、フル勤務になって、授業と課外活動、アルバ

イトと家事をうまくバランスさせることが求めら

れます。

２年生はゼミ選び

　２年生はこれから「ゼミ選択」という学業履修

における大きな山場を迎えます。ゼミでは、２年

生の秋学期から卒業までの２年半、特定の先生の

もとで研究指導を受けます。ゼミのクラスは20名

前後、同じ専門領域に興味をもつ学生さんが集まっ

て、主体的に学修、研究活動をしていきます。ど

のゼミに所属するかを、今、学生さんたちは考え

ておられるところです。

　お手元の「経済学部」のパンフレットの最後の

ページに「教員紹介」があります。経済学部の教

員の顔写真がずらりと並んでいますが、各教員が

ゼミのクラスを担当しています。学生さんの意識

としては研究分野よりも「○○先生のゼミ」に入

るという感覚だと思います。

　来週から再来週にかけて２週間、ゼミの説明会

が行われます。担当教員だけでなく、ゼミに所属

している３年生や４年生がゼミ紹介をするクラス

や、ゼミ参観を行うクラスもあります。学生さん

は希望するゼミを７月中に決めて申込み、８月４

日に選考を受けます。選考方法はゼミによって異

なります。面接を行うゼミもあれば、成績によっ

て選考するゼミもあります。８月４日の選考で希
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り手市場」などといわれます。確かに求人倍率は

1.7を超えていて、数字の上では一人の学生さん

に対して複数の求人があるということになるので

すが、この数字は同志社大学経済学部の学生さん

にとってあまり意味のあるものではありません。

実は多くの学生さんが志望される金融機関や大企

業の求人倍率は0.5程度です。応募者の半数程度

しか採用されないということです。競合する他大

学からの応募も考えますと、複数の金融機関や大

企業に応募していても、まったく内定が得られな

いというケースも少なからずあるということです。

　昨日午後のゼミの時間にもとても印象的な出来

事がありました。午前中に採用面接を受けたゼミ

生が疲れ切ったようすでゼミにやって来ました。

ゼミ中にスマホが鳴って、教室から出て行ったの

ですが、暫くしてスマホを耳に当てたまま、泣き

じゃくりながら教室に戻ってきました。しゃくっ

て電話に受け答えができない状況でした。状況を

尋ねると、「内定をもらえた」と答えてくれました。

それまでの就職活動が精神的にも肉体的にもいか

に厳しいものだったのか、ようやく内定が出て、

それまで必死でこらえていたものが一気にこみ上

げたのだと思います。教室で声を出して泣くとい

うのはよほどのことです。この学生さんが特別と

いうことではありません。この時期、選考にすべ

て落ちてしまって就職活動を一からやり直さざる

をえない学生さんも珍しくありません。

　就職活動が長期化する中で学生さんをいかに支

えるかがとても大切です。心身ともに疲れ切って

いるとき、お父様、お母様のアドバイスやサポー

トは何よりもありがたいことだと思います。普段

は音信不通のお子様からコンタクトがありました

ら、じっくりと耳を傾けていただければと思いま

す。また、就職活動では金銭面の負担も少なくあ

りません。例えば交通費です。企業の本社が集中

する東京には、何度も出向くことがあります。京

都から数千円で行ける夜行バスを使う学生さんが

多いのですが、体力的にきつく、事故の心配も尽

きません。お金がかかっても安全な手段で行って

いただければと思います。

いたいと思います。時間的にも精神的にも余裕が

ある３年生の夏休みのうちに自分の価値観や目指

す社会人像について考えること。また、就職先の

選択肢を広げることも大切だと思います。学生さ

んたちの志望企業は、基本的には自分が名前を知っ

ている企業になります。つまり消費者向けに製品

やサービスを提供している企業に偏ることになり

ます。ところがそのような企業は全体の数％に過

ぎません。ほとんどの企業活動は企業間で行われ

ていることを知り、情報収集することで志望企業

の選択肢、つまり就職のチャンスが大きく広がり

ます。

　夏休みにお子様が帰省された時には、就職につ

いて是非いろいろお話しをされる機会をお持ちい

ただければと思います。お子様のことを一番よく

ご存じなのは、お父様、お母様だと思います。「自

分にはどんな職業が向いているのだろう」、「自分

の長所、短所は何だろう」など、学生さんは自己

分析に悩むことが少なくありません。お父様、お

母様からのちょっとしたアドバイスが大きなヒン

トとなって、不安が解消することもあると思いま

す。また、お父様、お母様には、お子様の就職に

ついて某かの期待をされている部分があろうかと

思います。内定が出る頃になってから、ご両親の

ご意向に合わないことがわかり、トラブルになる

ケースもあります。いつでも意思の疎通ができる

ようお子様とのコミュニケーションをスムーズに

していただくことも、大切だと思います。

４年生は就職活動のピーク

　４年生は現在、内定のピークの時期に差し掛かっ

ています。企業の採用活動は基本的には３月から

会社説明会やエントリーがスタートし、６月から

採用試験や面接が行われているということなので

すが、実は、４年生の４月には、すでに４割近い

学生さんが内定をもらっています。６月中旬まで

に６～７割の方が内定を得ているとみられます。

就職活動は今、正にピークの時期で、４年生は精

神的にも肉体的にも相当きつい時期だと思います。

　ここ数年は企業の採用活動が盛んで「就職は売
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成績表のチェックポイント

　最後になりましたが、成績表の見方について説

明させていただきたいと思います。「父母会報」 

（№109／2016.4）の18ページをご覧ください。

また、２年生以上のみなさまは、成績表をお持ち

でしたら、お手元にご用意ください。このページ

には経済学部生の成績分布が掲載されています。

　１～３年生のご父母で「留年」について心配さ

れている方は少ないと思いますが、経済学部では

例年４年生の20％程度が留年します。留年の原因

はさまざまですが、成績表と父母会報の成績分布

を見ることで留年の可能性があるかどうかをある

程度知ることができます。

　成績分布表をご覧ください。留年率は20％程度

ですから、各学年の「累計％欄」で80％程度まで

に入っていれば留年の可能性は低いということに

なります。

　【全科目 GPA】について見てみますと、４年生

では GPA「1.60－1.79」の累積％が81.70％です

から、GPA が1.60を下回ると留年の可能性が高

いことがわかります。同様に２年生と３年生では、

1.40未満は要注意ということになります。GPAは、

最高評価を４、不合格を０とする５段階で評価し

た各科目の成績の平均値です。詳しくは「父母会

報」の16ページをご覧ください。

　卒業の可否に直接影響するのは【全科目取得単

位数】です。卒業に必要な単位数は124単位以上

です。分布表を見ますと、右側の４年生の表では

３年生の秋学期までの修得単位数が99以上であれ

ば、留年の可能性は低いと考えることができます。

３年生では68単位以上、２年生では33単位以上が

目安となります。

　お子様が修得されている単位数は成績表右下の

合計欄に掲載されています。それぞれの学年で先

ほど申し上げた80％ラインの単位数に近いか、下

回っていると、勉学への取り組み方や生活パター

ンを変えなければ、４年で卒業することは難しい

かもしれません。１年間に合計48単位まで科目を

履修登録できますので、計算上は卒業に必要な単

位は３年生の学年末までに修得できることになり

ます。しかしながら、現実には学年が進むととも

に科目の専門性が高くなり、とりわけ３～４年生

は就職活動もあって、登録したすべての科目の単

位を修得することは極めて困難です。３年生終了

時に修得単位数90単位前後の学生さんの中には、

余裕で卒業できると楽観的に考えている方が少な

くありませんが、実際には相当厳しい状況だとい

うことをご理解いただければと思います。

　学業履修ついてのより詳しい説明や個別のご相

談は、このあとのグループ懇談、個人面談でお伺

いしたいと思います。

　時間もまいりましたので、わたしからはこれで

終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。
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ただくという大会で、参加者にはやはりサポート

があります。アイデアを提案する前に学生には講

座を受けてもらい、ビジネスアイデアの立て方、

企画書のつくり方、提案の仕方などを勉強しても

らい、大会でコンペにかけます。こちらも、昨年

は30チーム近くの参加がありました。

　新２年生は、秋からゼミが始まります。それに

先駆けて各ゼミの説明会を行っています。２週間

かけて昼休みに先生方からそれぞれのゼミでどん

なことをやっているのか説明があり、同時並行で

先輩の学生が個別に、ゼミってどんなところか、

どんな勉強をするのか学生同士で教えあう機会を

つくっています。ゼミが始まるのは秋からですが、

ゼミは少人数授業なので、希望するゼミの面接・

選考を受けてゼミが決まります。

　同じころ、同時並行で各授業の中間試験もやっ

ています。授業も折り返しを過ぎ、内容も深まり、

レポートの提出も増えてくる時期です。そして、

７月の後半になると学期末試験があります。学期

末試験はお盆前まで続き、お盆に入る頃ようやく

夏休みとなって一息つくことになります。我々が

学生だったころと比べて、今の学生はたいへん忙

しく学生生活を送っています。ただ、経済学部の

教育理念、学生の自主・自立を育成したいという

考え方で、たくさんあるイベントやサポートも学

生自身が参加しようと思わない限り、こちらから

は何もいいません。これは昔と同じですね。

　秋になると秋のイベントがあり、２年生は２年

次演習（ゼミ）が始まります。春学期に申請した

プロジェクト活動も大詰めを迎えて年度末の報告

に備えます。秋にはディベート大会を開いており、

これも10年近くやってますが、毎年30チームくら

　学業履修についてということですが、まず、学

生たちが１年間どんな活動をしているか、経済学

部のことを中心に紹介します。

　今は６月になりましたが、これが春学期の経済

学部生の主なイベントです。

春学期　プロジェクト活動

ビジネスプラン大会

２年次演習説明会

中間試験

春学期末試験

２年次演習選考

秋学期　２年次演習開始

プロジェクト活動

ディベート大会

中間試験

EVE祭（学園祭）

冬休み

秋学期末試験

　プロジェクト活動は、経済学部の学生支援の一

つで、学生がグループでテーマを決めて申請する

と学部から最大30万円の活動予算のサポートを受

けることができます。毎年30～40チームが研究テー

マ設定して申請しています。学生たちは１年間が

んばって、年度末に最終報告会で報告し、活動レ

ポートを仕上げます。学生たちのアクディブ・ラー

ニング（能動的学習）、自ら企画し自ら体験して

学ぶという学修スタイルが盛んに行われており、

それを支援しています。

　ビジネスプラン大会は、学生が自ら新しいビジ

ネスアイデアを考え、提案し、企業に審査してい

最近の学生と学生生活

髙井 才明（経済学部教授）
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精神的にもつらくなってくる６月あたりから大学

にこなくなる学生が増えます。この時期に脱落し

てしまうと、大学４年間の成績に影響するわけで

す。

　入学時の入試の成績は、大学に入ってからの成

績と相関しないことも分かっています。東京理科

大の調査でも触れられていましたが、経済学部で

も昨年、一昨年と調査をして、入学時の成績とそ

の後の成績を比べてみると、ほとんど関係があり

ませんでした。トップの成績で入学していても卒

業できない感じの学生や、ボーダーラインぎりぎ

りで入学した学生がいい成績を取っていたりしま

す。個人的な考えでは、同志社大学経済学部に頑

張って入ってきた学生は入学後も頑張る傾向にあ

り、すべり止めなどで同志社大学に「きてしまっ

た」と思っている学生や推薦入試などで安易に同

志社大学に決めてしまった学生はあまり「ありが

たみ」を感じていないので、大学に入って頑張る

モチベーションが維持できないのではないかと想

像してます。人間は、苦労して手に入ったものに

は満足感を高く感じ、苦労せずに手に入ったもの

にはそれほど満足感を覚えないんだそうです。そ

ういうことも関係しているのかもしれません。

　もちろん、「１年の６月で決まる」傾向がある

とはいえ、頑張り次第で変わります。１年生で単

位を取れていなくても、２、３年生で頑張って卒

業する学生も沢山います。ただ、大学は学生数が

多いので、１年生で躓いても大学側からすべてを

フォローするのは難しいということがあります。

また、学生が大学に来てくれないとサポートする

こともできません。各自で１年生の成績をチェッ

クしていただき、夏休みに帰省された時にでも、「大

学には行ってるかどうか」確認してください。「友

達はできたかどうか」、とくに下宿されている学

生は友達がつくれないとずっと一人になり、大学

からも足が遠のきます。ほかにも「課外活動には

参加しているか」、「当初、大学に入ったらやろう

と思っていたことを進めつつあるかどうか」、こ

ういうことがクリアできていないと学生生活が厳

しくなってきます。

い参加しています。そして、中間試験を行い、そ

の後には EVE 祭が大きなイベントしてあります。

その後、冬休みを挟んで学期末試験となります。

やる気のある学生にとっては充実した１年となる

スケジュールです。

　一方で、授業で単位を取る勉強もしないといけ

ません。卒業までに124単位取得することが条件

になっています。これは日本の大学共通の単位数

です。経済学部では、１年間で登録できる単位数

が決まっていまして48単位までとなっています。

単純計算で週12コマくらい授業を取っていること

になります。学生用語では「フル単」といってま

すが、毎年すべての単位を取得すると３年で144

単位そろうことになります。ここまで単位をそろ

えることができた学生は、４年生ではゼミだけを

残して就職活動に専念する余裕のある学生生活で

すね。ただ、なかなかこうはいかない。多くの学

生は４年生で単位を残して卒業と就職活動の両方

を背負って過ごすことになります。できるだけ１

～３年生までで主要な単位を取り終えておくこと

が大学の授業の取り方の王道ですね。卒業単位を

そろえて４年で卒業してほしいとなると、イベン

トの参加もすすめますが、単位が心配な学生には

「単位取得に専念したらどうか」とアドバイスす

ることもあります。

成績は１年生の段階で決まる

　先日、ショッキングなニュースが報道されまし

た。東京理科大学が4,000人の学生の追跡調査を

した結果、「大学の卒業までの成績は１年生の段

階で決まる」という調査結果を発表したという

ニュースです。１年生の６月第１週の欠席状況で

大学生活での成績が決定しているそうです。今は

６月ですからもう手遅れということになります。

実はちゃんと調査をして発表されたのは初めてか

もしれませんが、我々教員は、昔から感覚的に分

かっていまして、１年生で単位を取ることができ

なかった学生は４年生まで引っ張り、卒業ができ

なくなる率が高くなります。ゴールデンウィーク

が明けて、梅雨に入り、じめじめして体力的にも
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トができていまして、お手元の「同志社大学海外

留学ロードマップ」という冊子など、留学したい

場合、どんな方法があるか、どんな制度があるか、

スケジュール的にどう考えればいいかを図で解説

しています。こうした情報も気をつけてみていれ

ばたくさん情報発信されていますが、最近の学生

は情報に埋もれているので自ら情報を探すことを

普段あまりしないんですね。本人に興味があって

腰を上げてくれないと、こちらから情報発信して

もキャッチしてくれない。せっかく大学に入って

「こういうことをしよう、留学もしよう」と思っ

ていても、大学に慣れるのに必死で、気が付いた

ら２、３年生になっていたとなります。夏休み中

に情報収集や準備ができると思いますので、ご家

庭でもアドバイスしていただければと思います。

ホームページで情報を発信していますが、学生た

ちはスマートフォンでみることもあり、情報がた

くさんあるところまではなかなか入ってきてくれ

ません。積極的に情報を探すようにいっていただ

ければと思います。

　２年生は大学に慣れて中だるみしやすいですが、

１年生を順調に乗り切った学生は、「さぁ、今年

からゼミも始まるし、楽しみだ」となります。１

年生の段階で躓いた学生は「これはどうしたもの

か」と悩みはじめます。秋からはじまる２年次演

習で、どこのゼミにいこうかと迷い始めます。８

月初旬に選考があり、ゼミが決まりますが、ゼミ

に入ってからのことを考えているかどうか。どの

ゼミに入るかで就職が左右されることはないので

すが、人気のあるゼミに行きたいと考えるようで

す。でも、人気ゼミは定員いっぱいで入れてもら

えるかどうか分からない。学生たちの悩みどころ

です。人気ゼミは、当然優秀な学生が行きますの

で、優秀な学生は就職も良く、そのゼミに入らな

いと良い就職ができないと考えるようです。「あ

のゼミに入れなかったらもう終わりや」と思う学

生も多い。でも、「いいゼミに入ったから就職が

いい」のではなく、「頑張ってる優秀な学生が就

職がよく、人気ゼミには選考で優秀な学生が入る」

ということです。私のゼミは人気ゼミではありま

せんが、それでも「高井ゼミでやりたいです」と

成績のチェックポイント

　大学に行ってるかどうかは、成績表をみるとあ

る程度わかります。秋に（10月ごろ）成績表がご

父母のところにも送られます。１年生の場合、春

学期の成績が載っています。１年生の受ける科目

で「基礎演習」と「語学」は出席しないと単位が

もらえません。これらの科目の成績をみていただ

くと授業に出席しているかどうか分かります。

　成績表の右下に集計があります。みていただき

たいのは、下の部分、今取得できている単位数と

GPA。たとえば、この例では、124単位中33単位

取得しています。１年間で48単位登録できるので、

１年生の終わりで40単位前後、２年生の終わりで

80単位前後あれば単位を揃えつつあるということ

です。単位がそろっていても GPA の数値が低い

と単位を取っただけということです。GPA につ

いては、「父母会報」16ページをみてください。

成績の ABCDF の５段階をそれぞれ４、３、２、１、

０と点数化し、平均を取ったものです。オールＡ

なら４となり、2.5くらいが真ん中くらいとなり

ます。18ページに参考資料として、現在在籍して

いる学生の成績の分布表が載っています。秋に送

られてくる成績表をみて、この表と比べていただ

くと、学年のどのへんにいるかがわかることにな

ります。今、ほとんどすべての大学が GPA で成

績を出していますので、就職活動の時も成績表を

提出したら GPAで比較されることになります。「単

位がそろって卒業できればいいや」というのでは

なく、企業側も同じ同志社大学生でも勉強を頑張っ

た学生とそうでない学生の差は分かっていますの

で、成績表に注目する企業も増えていると聞きま

す。GPA には累積 GPA と直近学期の GPA が載っ

ています。直近学期の GPA をみると、去年はあ

まり頑張ってなかったけど、今年に入ってからは

頑張っているということが分かります。

最近の学生の生活

　単位が順調に取得できてる上で、課外活動に参

加しているか、留学などを考えているかというこ

とになります。留学に関しても立派なパンフレッ
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第一志望で入ってくる学生もいます。他のゼミを

落ちて落胆してくる学生と第一志望に受かったと

「ルンルン」で入ってくる学生とは入ってからの

やる気が違います。当然、就職も変わってきます。

ゼミ選びはそういうことではなく、真剣にどうい

うテーマを勉強したいのか、どういう先生につき

たいのか考えて、入ってからは頑張ることが、本

人にとっても結果的にいいはずです。

　２年生は、大学に入ってやりたかったことを実

現する時期でもありますので、１年生で準備した

留学や資格の取得、インターンシップなどへの参

加、クラブ活動の経験も就職活動には有利だと思

いますので、クラブ活動で大会などを目指して頑

張ってるか、大学生活を本格的に楽しんでいるか

をみて欲しいと思います。勉強に関しては、直近

学期の GPA をみていただいて、１年生の秋の成

績から上がっていれば頑張ってる、落ちていれば

中だるみしているかもしれないということになり

ます。

　３年生は、後輩たちの面倒を見始める学年です

ので、積極的にゼミなどに参加しているかどうか。

後半には就職活動も始まります。就職活動に向け

て情報収集をし、どんな企業を回るかを考えてい

るか。就職活動のスケジュールについては、この

１、２年混乱してますが、幸いなことに採用は順

調で、多くの学生が内定をもらってきています。

とくに銀行や IT 系の企業は好調で学生をとりた

いようです。今までとり渋ってきた分、企業も好

調な時に人材を確保しようと、学生の囲い込みも

激しいようです。今まではそんな相談は受けたこ

とないのですが、企業側が誓約書を書かせて他の

企業を受けないように学生を脅すケースも多く、「ど

うしたらいいか」と相談を受けます。内定時点で

の誓約書にはなんの拘束力もないのですが、学生

は分からないわけです。誓約書などには拘束力は

ないから、一応いくつもりで誓約書を書いたけれ

ども、もっと条件のいいところが決まったのなら、

丁寧にお断りすればいいよ、と伝えています。学

生からすると不安に思うことも多いので、「不安

に思うことはないので、後悔しないような就職活

動をしなさい」といった助言をしてあげる必要が

あります。今の段階では、積極的に情報収集して、

どこに就職したいのか、やりたいこと、やりたく

ないことを考えているかどうかをみていただくの

がいいかと思います。

　４年生は、今の段階では就職活動の内定が出て

いる学生が半分くらいです。就職状況は好調です

が、学生によって個人差があります。決まる学生

は内定をいくつももらい、決まらない学生はなか

なか決まらない。今の企業は、余裕がなくて入っ

てから育てようという意識が薄いようです。すぐ

にがんばってくれそうな、ハキハキとしゃべって、

準備をしてきてる学生はどこの企業も欲しがりま

す。同じ同志社生でもボソボソとしゃべって頼り

ない感じの学生はなかなか厳しい。それでも、一

時のことを思うと、この１、２年は好調で多く内

定をもらっています。４年生で単位もそろって就

職も決まってしまうと、卒論も書かない、ゼミも

面倒だから行かないという学生が増え、大学にこ

なくなるケースがあります。昔は卒論は必須でし

たが、今の経済学部では必須ではありませんので、

124単位そろえば卒業できます。大学まできて、

卒論を書かずに遊んで終わるのは、あまりいい締

めくくり方ではないので、「卒論を書いた方がい

いよ」とアドバイスしますが、気が抜けて書かな

い学生もいます。大学にこないので、せっかく学

生生活最後なのに友達とも会わずに過ごしてしま

う。是非、大学に来て最後の学生生活を充実させ

てほしいと思います。一方、内定をもらえてない

学生こそ、大学に来て相談してほしいのですが、

そういう学生は自分で悩んで引きこもってしまう

傾向があります。内定が出ていない場合は、１人

で悩んでも出るものではなくて、誰かに相談して

違う視点で対策を考えるのが大事です。うまくい

かないことを先生や大人に相談するのが恥ずかし

いと思うようです。エントリーシートとか就職の

相談をして学生目線ではないヒントをもらうよう

にすすめていただければと思います。

　以上、最近の学生の生活と成績のチェックポイ

ントを紹介させていただきました。何かご質問が

ございましたら。よろしいですか。それではこれ

で終わらせていただきます。
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　今、４年生は内定をとって就職活動が終わった

という学生さんもいれば、実は今年の傾向として

内定をいっぱい持っていながらまだ本命を決めき

れていない、絞り切れなくてまだ就職活動をして

いる学生が多いとも聞いております。４年生でも

これから就職活動するという学生も多いのではな

いかと思います。

　少し私の方で経済学部の学生の動きをムービー

でまとめましたので、一度それをご覧いただいて

から学生生活についてお話をさせていただきたい

と思います。

（映像）

　今、見ていただきましたように、基本的には２

年生秋からゼミ活動が始まり、本格的な学習をス

タートをするイメージですけれども、２年生春学

期までにいろんな活動をしてもらおうと経済学部

では学内のディベート大会、ビジネスコンテスト

に参加していただく。あと受付のところで何か商

品を売っていたと思うんですけども、あれが学生

プロジェクトで、自分たちで商品を発案し、開発

して販売までの経路を考えたりするアクティブラー

ニングの仕組みを考えております。また交換留学、

これは大学が協定を結んでいる海外の大学と単位

交換をしたり、私費で留学にいったり、いろんな

活動をゼミ外でやっていただいております。

　最近の学生は昔と違い、SNS の普及のせいか情

報収集能力は非常に高いですけれども、自分の頭

で考えてしゃべる力は格段に劣っています。これ

は同志社大学経済学部生だけではなく、他大学の

先生も口を揃えていっていることなんですけども、

自分の言葉で自分の頭で考えてしゃべるのが非常

　昨日の宵々山、そして今日の宵山と、暑い夏が

やってきております。学生たちの生活、学業履修

についてお話をしていきたいと思います。今、１

年生は初めての期末試験を迎えることになってお

ります。来週木曜日からスタートいたします。１

年生は高校までと違って、どうやったら大学の単

位が取れるのかと不安に思っているみたいです。

私は１年生の必修科目を担当していますが、真面

目そうな学生が「先生、僕、絶対Ａを取りたいで

す」、「どうやったらＡ取れるんですか？」と早速

聞きにきております。いろいろ勉強したとしても

大学で良い成績はとれないことも多々あるので難

しいんですけれども、みんながんばっているとこ

ろです。

　２年生は８月４日からゼミ選考が始まります。

ゼミの面接試験ですけども、今、申し込みが行わ

れていて一旦申し込みをした後、修正する期間と

していますので、２年生のご父母のみなさまには、

まだゼミ、演習の申込みをしていない学生には「急

ぐように」といっていただければと思います。申

し込みが終わりましたら８月４日に一次試験があ

ります。面接試験になっていて初めての試験なの

で自分の希望するゼミに行けるかどうか、ドキド

キしているのではないかなと思います。

　３年生は夏のインターンシップや就活をどうし

ようかと考えて、夏をどう過ごすかと危惧してい

る学生が多いかなと思います。後から３人の学生

から実際の就活体験について話していただくので

すが、来年も今年４年生と同じスケジュールだと

聞いています。３年生は４年生にいろいろ聞きな

がら就活のススメをしていくのではないかなと思

います。

「学業履修について」＋学生の就職活動報告

新関 三希代（経済学部教授）



27DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture5「学業履修について」＋学生の就職活動報告

だったら「ファイナンスを勉強していました」、

それが専門になります。ゼミに入って専門を勉強

したと明確に答えられるようにとゼミ活動も積極

的に行っていただくことになっています。

　就職活動でどういう学生がうまくいって、どう

いう学生がうまくいなかったかを見ていますと、「自

分はこういう業界で働きたい、こういう企業で働

きたい」と明確なプランがあり、それに基づいて

活動し、面接も自分の言葉でしゃべれる学生が強

いんじゃないかなと思います。体育会で頑張って

いました。留学もしました。いろんな経験をして

いる人の方が話のネタとしてしゃべれるので有利

ではあるんですけれども、それを普通に平たい言

葉でしゃべっても何の意味もなくて、たとえサー

クルやバイトだけをしていたとしても、ゼミ活動

だけをしていても、それをいかに自分の言葉で説

得力ある言葉でしゃべれるかが就職活動では大事

なような気がします。

　そういった活動を円滑にしていただくためにも

実は学業を疎かにしてはいけません。特に就職活

動の時期は余裕をもってしていただくということ

で、ちゃんと単位を取って４年生で卒業する見込

みがある段階で就職活動をしていただきたいなと

思います。ということで成績表の見方、どのよう

な学業の状態になっているかについてお話したい

と思います。１年生以外のご父母には手元に成績

表が届いたと思いますが、まず成績表の一番右下

の欄、これがすべてをまとめています。１年生の

ご父母にはお子さまに「この表をちゃんと見るよ

うに」とお伝え願えればと思います。たとえばこ

こに「124単位以上」とあります。４年間で124単

位以上取らないと卒業できない、４年で「経済学

士」を取れないことになっております。124単位

以上なので124ジャストでいいと思っている学生

もいますが、それではダメです。登録は１年間で

マックス48単位登録することができます。「毎年、

最大48単位登録するように」といってあげてくだ

さい。私も各地で父母会をまわって１年生の成績

表を見させていただくと、20単位や10単位しか登

録していない学生がいるんです。48単位登録でき

に下手というか、そういう場に慣れてないという

感じです。突っ込んだ質問をすると答えられない

学生が非常に多いです。ゼミ学生と面談するんで

すけども、昔はいろいろ考えていろんなことを質

問してきました。就職活動をするのに企業を決め

られない、業界をどうやって絞るのか悩んだ上で

質問するというパターンが多かったんですが、こ

こ１、２年の学生さんを見ていると、最初から聞

きます。「先生、僕、どの会社がいいと思いますか？」。

「知るか」という感じなんですけども、なんでも

最初から聞きます。「自分で考えてから質問しな

さい」と、いくらいってもできない学生が多いよ

うな気がします。

　そこで、このアクティブラーニングは非常に有

用な機会になっています。最初に目標を決めます。

成果はこういうようにしよう、ゴールも自分たち

で決めます。ゴールに向かってどういう過程で進

んで、どうすべきか、先生が助言するより、自分

たちで考え、試行錯誤しながら、いろんなことを

考えながら進んでいくものです。非常に頭のトレー

ニングになると学内でもそういう機会を設けてお

ります。留学もそうです。経済学部特有の「海外

インターンシップ」、夏、もうすぐ出発しますけ

ども、海外に経済学部が提携を結んでいる企業に

インターンシップに行って、いろいろ経験をする

機会を設けております。２年生秋学期からゼミに

入ります。いろんなゼミで、たとえば他大学、関

西であると大阪大学、関西学院大学、東京では慶

應義塾大学、早稲田大学、一橋大学とディベート

で対抗ゼミをしたり、論文発表の対抗ゼミをした

り、中国経済をしているゼミだと中国に行って中

国の学生と対抗ゼミをしたり、環境問題をやって

いる人たちは今年はイギリスで環境問題について

発表したりという活動もします。これは非常に大

事で、経済学部って900人規模の大きな学部なん

ですね。専攻がないので就職活動で「何を勉強し

てきましたか？」と聞かれてうまく答えられない

学生が多い。「経済学部の勉強をしていました」、

これではダメです。経済学部の中の何を勉強して

いたかを答えられなければいけません。私のゼミ
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すべての科目で合格しなければいけない。単位を

取らなければいけないということになります。基

本的に週１回１コマの授業で２単位となります。「基

礎科目」は大体週２回あるのが普通で、１科目週

２回ありますので４単位の科目を４科目か５科目

取らなければいけないことになります。これはき

つい要件です。１年生秋学期と２年生春学期で基

本的に「基礎科目」は終えることになります。

　そして２年生春から「基幹科目」に進んでいき

ます。「基幹科目」も24単位以上取らないと卒業

できません。ただし「基礎科目」と違って「基幹

科目」は科目数が多く設定されています。「基幹

科目」は応用ではあるんですけども、学生にとっ

ては取りやすいのではないかと思います。そして

「１類合計66以上」と書いてあります。すべてで

66単位以上、ここには演習、ゼミも入ります。ゼ

ミも単位に入るんですけども、すべてで66単位以

上取らなければいけない。いくら124単位に達し

ても66単位を取らなければいけないということで

す。「基礎科目」18単位だけは覚えておいていた

だければと思います。

　次に２類、語学です。２年生以上でＡ群の単位

が少ない学生は学校に来ていないと思っていただ

いて結構です。２類は16単位以上取らなければ卒

業できません。16単位以上の中で英語12単位以上

取らなければ卒業できないことになります。語学

は基本的に朝１講時に設定されることが多く、出

席が大きく影響します。３回遅刻すると１回欠席

扱い、出席に関してナーバスな科目になっていま

すので、この単位数が少ない学生は寝坊している

か、学校に来ていないか、もう諦めているか、そ

のような学生だと思いますので、そういう学生に

は毎日電話してあげてください。「起きろ、起きろ」

と電話していただければと思います。

　３類16単位です。３類は「一般教養」科目でキ

リスト教や新島襄の建学の精神などの科目が設定

されていて学生は取りやすいような科目になって

います。

　最後は累積 GPA、2.22となっていますが、こ

れは評定平均のイメージと思ってください。100

ると知っているのか、知らないのか、登録しない

学生が最近います。謙虚なのかわからないんです

けど、必ず「最大48単位を登録するように」とお

伝えください。そうすると３年生が終わった段階

で48×３で124単位以上、満たされることになり

ます。そんな段階にしていただくのが理想です。

余裕をもって就職活動ができることになります。

48単位登録したからといって単位をすべて取れる

わけじゃないんですね。48単位を必ず登録するよ

うにといってあげてください。今、この学生は３

年生の学生で、124単位中の84単位、これは２年

生が終わった段階で84単位取っているということ

で３年生で48単位取れれば、ほぼ124は満たすと

いう形になります。

　単に124単位を取ればいいというわけではなく、

１類の科目群があります。１類は経済の専門科目

です。経済学は段階的な学習をします。「導入科目」

は小学校の算数のようなもの、「基礎科目」は中

学校の数学、「基幹科目」は高校の数学というよ

うに、経済学の学問の特徴ですけども、法学とは

ちょっと違い、必ず段階的に勉強します。いきな

り難しい勉強ってわからないので、小学校の算数

から勉強しなければならないという勉強になりま

す。「基礎科目」の科目群で18単位以上取らなけ

れば124単位を満たしていても卒業できないこと

になります。「基礎科目」18単位以上は非常に取

るのが難しいです。なぜなら「基礎科目」は５科

目、６科目しか設定されていない。その中で18単

位以上取らなければいけないということは、ほぼ
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点満点中90点以上でＡがもらえます。Ａは GPA

に直すと４点になります。80点以上はＢになりま

す。Ｂは GPAで３点になります。70点以上がＣで、

GPA で２点になります。60点以上がＤで、GPA

で１点になります。60未満はＦで単位を落とした

ということです。Ｆは単位がなく、GPA が０点

です。すべての合計を平均したものが2.22。この

人の成績は、たとえば「導入科目」の「経済学概

説」「日本経済入門」といった科目ですが、１年

生春と秋に取るんですけども、この人の場合Ｄ、Ｃ、

Ｃ、Ｄ、Ｂということで１点、２点、２点、１点、

３点という点数。平均して2.22がついていると思っ

てください。それでは2.22はどれぐらいなのか。

会報18ページをご覧いただければと思います。ま

だ１年生は成績がないんですけども、２年生は

GPA 平均2.0～2.19、２年生の学生は2.0ぐらい

だったら平均と思ってください。３年生も同様で

す。大体2.0～2.1ぐらいが平均的な成績で、それ

以下はちょっと低いと思ってください。４年生は

2.2～2.3が平均的な点数で、それ以上だと優秀と

いうイメージと思ってください。

　次に単位数です。経済学部の場合、同志社大学

全体もですけども、コンスタントに２割の学生が

留年します。学費を余分に経済学部が欲しいから

じゃなくて、「４年間で早く卒業してね」とお尻

をたたいても学校に残りたいのか、毎年２割、キッ

チリ留年していってくれます。累計で80％よりも

下の人はイエローカードと思ってください。２年

生で33単位取れていない、総単位数30未満の学生

はちょっと危険信号です。３年生では70単位に及

んでいない人はイエローカードです。２年生の場

合は、まだ挽回の余地があるのでそこまでじゃな

いんですけども、最悪なのはこれです。４年生で

まだ100単位取れてない。100単位未満の学生は非

常に、イエローカードです。レッドに近いイエロー

カードなので結構ヤバイかなと思っていただきた

いです。さっきの学生の場合は平均2.22で、まあ

まあ普通の学生です。単位も84あったので普通の

成績の学生になるかと思います。

　もう一人、ちょっと悪い成績表をお見せします。

この学生は今、４年生です。４年生にも関わらず

合計96単位で100未満。レッドに近いイエローカー

ドです。１年間かけて48単位登録することができ

るので単純に96＋48＝144と124単位を上回ります。

単純に考えれば上回りますが、48単位登録しても

20単位とか10単位しかとれない人が４年生だけ48

単位マックス取れるわけがないんです。最後の１

年間で48単位取れるんだったら今までも取れてい

るはずです。100単位満たない人は、いくら48単

位登録できるといっても取れるかどうか不安であ

ると思っていただければと思います。彼の場合は

累積 GPA2.37ですけども、この学生の場合は非

常にうまくいっていて、累積直近の学期で GPA

が3.7です。つまりほぼオールＡ。彼は改心した

んですね。２年生ぐらいまで40単位ぐらいしか取

れてなかったんです。成績不良の学生は３月の年

度末に成績配布の時期があるんですけども、その

時に教室に来てもらいます。学生には大教室に来

てもらって成績表を渡すのですが、「イエローカー

ド」の学生には付箋が貼られています。その学生

は別小部屋に「こちらに来なさい」と誘導されま

す。彼も連れてこられました。２年生まで40単位

ぐらいしか取れてなかったので誘導されました。

私の前に来ましてすごく嫌がっていましたけども

「これじゃ、ダメじゃないか」「環境を変えなさい」

と叱咤したんです。大体成績が悪い学生は類は友

を呼ぶで周りも成績が悪いんです。「これでも大

丈夫、なんとか４年で卒業できる。最後になんと

かできるから」と周りがいうんです。成績が悪い

学生は環境を変えなきゃダメです。「友だちも変

えなきゃダメ。今のままの友だちもいいけども、

たとえば違うサークルに入ったり、違う付き合い

をするべきだ」といいましたら、彼は留学に行き

ました。留学に行ったのでモチベーションもガラッ

と変えて、その後１年間は、オールＡです。フル

単をとってオールＡを取りました。この学生の場

合は４年生も単位を取れると思います。

　何がいいたいかというと単位数が少ない学生で

直近の GPA が低い学生、これは非常に危険です。

このままいっても４年では卒業できない。単位数
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が少なくても直近 GPA が高い学生、これは結構、

心を入れ替えています。勉強する姿勢ができてい

るということなので４年で卒業はうまくいくので

はないかと思われます。

　単位を落とす学生のパターンで説明します。「導

入科目」でＣ、Ｃ、Ｆ、Ｄ、Ａとなっています。「導

入科目」の基礎時期、高校生から大学生になって

大教室に放ったらかされます。高校の延長のよう

な小クラスのゼミが「基礎演習」といわれるもの

です。これは出席だけで単位がつきます。この学

生の場合、Ａということは１年生の間は真面目に

学校に来ています。１年生春はちゃんと来ていま

す。ただＦの「経済の歴史」を落としたのは能力

的に落ちたと思われますけども、それ以外はＣ、Ｃ、

Ｄと書いてありますのでちゃんと学校に来て単位

が取れています。「導入科目」は基本的に１年生

春なので単位が取れていたと思ってください。け

れども次の「基礎科目」が１年生秋から始まりま

す。きれいにＦ、Ｆ、Ｆ、Ｆ。取り直しをすると

GPA が書き換えられます。「統計」は最初、０点

がついていたんですが、次の学年でＡをとってい

るので４点に書き換えられています。「基礎科目」

がＦ、Ｆ、Ｆ、Ｆと連なっている。これは１年生

秋からもう学校に来ていない。あるいは大学生活

を違うところでエンジョイし始めてしまったとい

う学生です。このパターンが卒業にひっかかる学

生です。春は学校に来ていたんだけども、秋から

は、もういいやと大学に来なくなってしまいます。

こういった学生は２年生春段階までの GPA が低

いので希望するゼミに基本的には入れません。

GPA の順にゼミが決まるわけじゃないんですけ

ども、GPA が高ければその分、ゼミの選考は有

利になってきますので、この学生もゼミに最初入

れませんでした。ゼミに入れないとまた演習の単

位を落としてしまいます。演習の単位は大きな単

位で、これを落としてしまうと124単位取るのが

なかなか難しくなります。これがざっとした成績

表の見方です。

　最初の成績表は普通の学生の例、次の成績表は

極端に成績表が悪い学生だったんですけども、就

職活動をスムーズに進めるためにも基本的に３年

生春学期までに120単位取れる目途を見つけてい

ただければと思います。特に２類Ａ群は必ず取っ

ておいてください。朝１限にありますので「東京

に就職活動に来なさい。説明会に来なさい」とい

われて次の日、夜行バスで帰ってくるんですけど

も、夜行バスで帰ってきて眠いまま１講時の授業、

受けられません。そのまま来ればいいのに一旦、

下宿に帰って寝ると最悪です、起きないです。単

位を落としてしまって困るということで「３年生

春学期までにはちゃんと２類Ａ群を取るように」

といっていただければと思います。

　GPA は就職活動をする時に見られるのではな

いかという話もありますが、GPA が高いから採

用されるわけではありません。東大の人ばっかり

集めた企業なんてつまらないはずですし、うまく

いくわけはないんです。ただ、企業も単位数は見

ると思います。「この単位で４年間で卒業できる

のか？」という学生は企業も採用をちゅうちょす

ると思います。留年をしてしまうと、いくら内定

を取っても全部パーになってしまいます。まず「留

年しないように」ということだけはお伝えいただ

ければと思います。

　それよりも大事なのは自分の頭で考えて何か行

動を起こせる人間になっていただけたらなと思い

ます。学内でも学外でもそうですし、サークルで

もバイト先でもなんでもいいんですけど、自分の

頭で考え、能動的に活動していただくことをして

いっていただいた方が就職活動に有利に働くので

はないかなと思います。

　以上が私からのお話です。引き続き学生の方か

ら今、就職活動を終えたばかりの４年生の学生に

就職活動の現状について話していただこうと思い

ます。
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　 　　　　　学生報告　　　　　 　

渡辺　新関ゼミ４年生の渡辺夕貴と申します。よ

ろしくお願いします。

山本　同じく新関ゼミ４年生の山本貴大です。本

日はよろしくお願いします。

田中　新関ゼミ総代表の田中遼介と申します。本

日はよろしくお願いします。

新関　この３人は金融が女子１人、男子１人。１

人が違うジャンルということで実際どんな就職活

動をしてきたのか、紹介をお願いします。

渡辺　日本生命保険総合会社の総合職で内定をい

ただいております。内定先に決めたきっかけは、

すごくベタなんですけども、やはり自分に一番合っ

ていたのかなと思ったので、この会社を選ばせて

いただきました。インターンシップ先は６社ほど

書かせていただいております。赤字のこの１社に

夏、行きました。他の５社は冬にインターシップ

に参加させていただきました。受けていた業界で

すけども、主に金融をみておりまして銀行、証券、

信託銀行、あとは生命保険、他にメーカーで個人

的に趣味でゲームが好きだったのでメーカーはゲー

ム会社を受けさせていただいておりました。選考

は人材が早かったんですね。本命の金融に向けて

練習できればいいなということで人材の面接も受

けさせていただいておりました。

　就活スケジュールですが、８月のインターシッ

プに参加しておりました。大体３日間ほどありま

して、それぞれ１day が３回ある。９月から12月

にかけては企業分析、業界分析、自己分析。あと

は面接練習と書かせていただきましたが、この期

間が私の中ではとても重要だったかなと思ってお

ります。エントリーシート、履歴書みたいなもの

ですが、これを書く際、自分のことをわかってい

ないと書けない。自分自身を知る、自分自身どう

いう性格なのか、今まで一番がんばったことは何

だろうと考える、自分を見つめ直すきっかけになっ

たので９月～12月はとても大事な時期になると思っ

ております。

　１月と２月は先ほど５社のインターシップに参

加させていただきました。今年は３月から説明会

等が解禁だったので３月～４月、大企業の説明会

に参加させていただきました。説明会の後、エン

トリーシート提出、面接となるんですけども、自

分自身に合っている会社はどこなのか、企業のカ

ラー、人も違うんですね。なるべくいろいろな業

界、さまざまな企業に足を運ぶようにして自分に

合う会社はどこだろうと自分の肌感覚でわかるよ

うにと心がけておりました。説明会が終わって４

月末ぐらいからエントリーシートの提出。私自身

は約25社出させていただきました。人が好きとか、

興味のある分野とか、いろんな理由で25社に出さ

せていただきました。

　そして５月から面接が始まり、面接の時、一番

心がけていたのが面接官の方も人ですから「自分

も一緒に働きたい」と思ってもらうことが一番大

事かなと思いましたので、個人的にすごく心がけ

ていたのが、最初の挨拶です。第一印象がとても

大事だと思いますけども、部屋に入って５秒で第

一印象って多分、決まると思っているんですけど

も、部屋に入って「おはようございます。本日は

よろしくお願いします」。この一言をどういうか

で決まってくるのかなと思っていました。就職活

動をされる時には第一印象、「自分と一緒に働き

たい」と思っていただけるような話し方、あとは

エピソードを心がけていただくといいのかなと思

います。私の場合、６月２日に内々定をいただき

まして就職活動を終えさせていただきました。

　就職活動を振り返って３点ほどお話をさせてい

ただきたいと思います。１点目は体調管理です。

５月の真ん中あたり、とても面接が忙しい時期に
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扁桃炎になりまして熱が出て３日間ほど寝込んで

しまったんですね。その時４、５社ほどキャンセ

ルしてしまったので就職活動といえども体が第一、

特に下宿等をされている場合は体調管理に気を付

けてあげればいいかなと思っております。

　２点目は、幅広い知識、幅広い業界を見ていた

だくといいのかなと思っております。インターシッ

プには金融は実は１社しか行っていないんですね。

もともと金融に興味があったので逆に金融以外の

会社、業界を知った方がいいんじゃないかと思っ

てインターシップではメーカー、人材、今まで興

味のなかったところを見させていただきました。

就職活動の時は自分をお客さまとして会社の方は

見てくださるというのもありますし、社会人にな

る前の大事な時期にお話をしていただくのは大事

なことだと思います。一ヶ所の業界に凝り固まら

ずにいろんな業界を見ていただけるといいのかな

と思います。

　「任せること」と漠然と書かせていただいたん

ですけども、ご父母のみなさまも、どこの就職先

になるのか、とても心配されると思うんですけど

も、そこはお子さんを信じてあげて任せてあげる

といいのかなと思います。私自身、下宿をしてい

るのですけども、毎日「今日の説明会どうだった？」

「今日の面接どうだった？」といわれるの、ちょっ

と辛いかなと。お友だちの話を聞いてもそうなの

で、そこは顔色を見て察していただければと思い

ます。辛そうな顔をしている時は「ちょっと気分

転換も必要だよ」と優しく一言声をかけていただ

くと一番いいのかなと思います。以上で私の話を

終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

山本　内定先は JR 西日本の総合職事務系の開発

系統に採用されました。JR は鉄道会社ですが、

ショッピングセンターとかもしているんですが、

大阪駅のルクア、京都駅の伊勢丹とか商業開発を

行う部門で採用されました。就職活動が始まる前、

インターンシップに２つほど行かせていただいた

んですけども、ゼミが金融系なので三菱東京 UFJ

銀行と三井住友信託銀行の２社に参加させていた

だきました。３月から説明会が始まったんですが、

その時、志望業界として不動産のデベロッパー、

まちづくりをする仕事を第一志望に、その次に鉄

道会社のまちづくりをするような部門に入れたら

なと思っていました。あとは金融の採用人数が他

の業界と比べて多くなるので金融も志望業界にさ

せていただきました。

　就職活動のスケジュールですが、８月頃から自

己分析を始めました。自己分析をしてインターン

シップに挑戦しました。たくさん応募して銀行に

も参加させていただいてゼミで模擬面接をしてい

ただけるので面接の練習をしていきました。イン

ターシップを２つ参加させていただいたといった

んですけども、一番行きたかったデベロッパー、

三菱地所などデベロッパーのインターンシップも

応募させていただいたんですが、全部落ちてしまっ

て少し自己分析が足りていないということで、も

う一度、自己分析をやり直して履歴書を作成し、

本格的な自己分析を自分なりにやってみました。

　就活の中で面接を受けるまでにテストを受ける

ことがよくあります。SPI ですけど、この勉強も

１月から始めるようにしました。その後、説明会

やベンチャー企業の選考にも参加して。就職活動

でいろんな企業が支援してくれるサポートがあり

まして、たとえば履歴書をサイトに登録すれば向

こうからオファーが来て参加するとお金を出して

いただいたりするサイトがあったんです。それに

登録してベンチャー企業の選考に参加したりして

資金繰りにもちょっと気を付けてやってみました。

　３月から説明会が解禁され、本格的な就職活動

が開始します。３月、４月は本当に忙しくて同志

社大学にたくさんの企業が説明に来てくれるので、

それを活用しました。大阪に行って個別の説明会

を聞くよりも、大学へ来てくれるので、いっぱい

いろんな企業の説明を聞いて自分に合っている企

業ってどんなところかなと探していきました。今

年ちょっと就職活動のスケジュールが変則的で、

この頃から ES の提出などがあったので ES を書

き始めたりしていました。あとは OB 訪問もこの

頃から始めました。



33DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture5「学業履修について」＋学生の就職活動報告

　４月になりますと本格的に経団連に入っていな

い企業の面接や面談が始まり、そこでテストを受

けて ES もまだたくさん書いていきました。この

時期が本当にすごく忙しかったです。４月頃、自

分の一番行きたい会社があったのでそこをメイン

に社員訪問をしました。10人ぐらいの人に会った

りして自分自身がしゃべれることを相手に伝わる

ように、すり合わせをしていくようにやっていき

ました。５月になりますと面談や面接が増えていっ

て何社か最終のところに近づいていって今の会社

からお誘いをいただいたりしていきました。もう

一つ行きたい会社があったので、そこの社員訪問

をしていきました。６月１日、西日本旅客鉄道、

JR 西日本の内定をいただき、就職活動を終了し

ました。

　就職活動をしてよかったこと、悪かったことを

話させていただきます。社員訪問を積極的にでき

て会社ってどんなものかと、いろんな社員の話を

聞いて少しでも具体的にイメージできたことがよ

かったかなと思います。あともう一つ自己分析の

準備を３月までに仕上げたことがよかったかなと。

面接って大体聞かれることは自分のこと、「あなたっ

てどういう人なんですか？」とたくさん聞かれる

ので、自分なりに整理して一本の柱をつくれたの

がよかったかなと思いました。もう一つは就活だ

けじゃないですけど、学生時代にいろんな経験を

したことが就職活動がうまくいったことにつなが

るのかなと思いました。部活動は伝統芸能の能楽

をしているんですけども、部活動の経験やゼミの

経験、アルバイトの経験など、JR は面談が７回

ぐらいあって10時間ぐらいしゃべったんですが、

そういう時にいろんな経験が話の中で生きてきた

ので、いろんな経験ができてよかったなと思いま

した。反省すべきところは大きいところばかり受

け過ぎたことです。なかなか企業に通らなかった

ので辛くて。５月頃、ちょっと病んで実家に帰る

などしました。

　お子さまには「いろんなところをたくさん受け

た方がいいよ」とお伝えください。業界の知識に

差が出過ぎたことです。僕はデベロッパーという

不動産の仕事がしたくて、そこばっかり勉強して

しまって金融はたくさん落ちてしまいました。一

個に絞りすぎず、いろんなところを聞いて何業界

か深く勉強するのが大切だと思います。ES は20

社くらいしか出していません。もうしんどくて出

せなくて本当に最後、落ちまくって、なんとかこ

こに通ったんですが、もし可能なら、たくさん出

す方がやっぱりうまくいくかなと思いました。僕

からの話は以上で終わらせていただきます。あり

がとうございました。

田中　新関ゼミの総代表をさせていただいていま

す。どういう主旨でお話をさせていただくかとい

いますと、あまりよくない就職活動の仕方、その

点を洗い出していきますのでご理解いただきなが

ら就活のご参考にしていただけたらと思います。

　内定先は三井住友銀行の総合職に行くことにな

りました。元々は１年生の頃から総合商社に行き

たいという夢をもっていました。総合商社を受け

ようと決めていたんですが、外資企業や海運企業、

専門商社も興味をもっていたのでインターシップ

に行ってどういうところなのか、自分が本当に働

きたいと思うか、もしくは合うのかを確かめにイ

ンターシップに行きました。

　就職活動のスケジュールですが、僕は２月から

しか就職活動をしていません。すごくゼミ活動が

好きで、１月まではずっとゼミ活動に没頭してい

ました。悪い点になるかもしれないんですけども、

たくさんの業界、企業を事前に知っておいて自分

に合う、自分が活躍できる、自分が生きるところ

を見つけていくことが大事になってくるんですね。

インターシップなどを活用してたくさんの業界を

知ることが就職活動ではすごく大事なことです。

それを僕がしなかったというのが一つ悪い例とし

てあげさせていただきます。ただいえることは何

か一つのことに没頭できることが大切で就職活動

で話す内容があればあるほど就職活動にはいいか

なと思います。ネタはたくさんあっても中身がな

いことをいってしまえば落ちてしまうので僕とし

ては就職活動の時、ゼミ活動について中身のある

ことを話せたことが結果につながったかなと思い
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ます。これは意見として挙げさせていただきます。

　２月にインターシップに行きまして総合商社の

OB、OG 訪問に行ってまいりました。自己分析を

始めたのが２月になります。３月に説明会が解禁

されます。ここで業界、企業を見るというのは学

生にとってすごくいいかなと思います。僕は先に

企業を絞ってしまっていましたので総合商社の企

業説明会しか参加しておりません。これは悪い例

です。自己分析を引き続きして広告業界、不動産

業界、総合商社業界は SPI で高い点数を取る必要

がありますので、この勉強を必死にしていました。

４月、「ES を書いてください」と企業からいわれ

ますので ES を執筆します。４月末、あるテスト

にむけて学部棟にずっとこもって勉強しておりま

した。業界、企業、自己分析を引き続きしており

ます。５月に入り、ES を提出しました。仲間や

先輩に手伝ってもらって面接練習をしておりまし

た。

　以上、振り返ってよかったことは、一つの業界

に絞っておりましたので志望業界対策は集中でき

たのかなと思います。また自己分析に時間をかけ

られたことは今後の人生にすごく生きるかなと思

います。これまで僕は無意識に活動することが多

かったんですけども、自己分析することで自分は

どんな環境であれば頑張れるか、どういうことに

モチベーションを感じられるか、そういう自分の

選択基準がわかってくるんですね。これから何か

を選ぶ際、納得性のある選択ができるようになる

のかなと、また自分が何かを選択する時には、そ

の納得性をもって環境を選ぶことができるのかな

と、自己分析に時間をかけられたことはすごくよ

かったと思います。

　逆に悪かったこと。就職活動を終わってみて業

界分析、企業分析をして自己分析をした結果、総

合商社にはすごく魅力を感じますし、自分もそこ

で生きることができるフィールドなのかなと思っ

たので、そこは後悔していないのですが、終わっ

てみて思うことは、いろんな業界、企業の説明会

に行って調べてみると、きっと自分が魅力を感じ

る、かつ自分が活きることができる企業があった

のかなとも思います。もし就職活動をやり直すの

であれば７月からインターンや説明会が解禁され

ればいろんな業界、企業を見回わり、たくさんの

企業を見て、そこで知った企業の中から行きたい

企業を絞り、対策もすると思います。先ほどの二

人はそういう就職活動をして成功をしたと思いま

す。それが１点目です。たくさんの業界、企業を

見る方がいいということですね。２つ目は社会勉

強があまりできなかったなというのが終わって思

いました。これは今しかできない経験と思うんで

すけども、企業に入ってしまうと、お客さまの業

界や企業はたくさん調べるけれども、企業側から

業界側から「自分の業界はこういうことをしてい

るんだ、自分の企業ではこういうことをしていて、

こういうことを大切にしている」という説明を受

けることは多分、ないのではないかと思うんです

ね。就職活動をした時しか、いろんな業界のこと

を聞けないので、そういう重要な機会を逃してし

まった、社会勉強ができなかったことにつながっ

たのかなと思います。就職活動をする上でそうい

う点も踏まえていろんな業界、企業を見てほしい

と思います。

　最終的に４社しか受けてないので就職活動のリ

スクが大きい。感じるプレッシャーは大きかった

なと思います。以上の３点ですね。１点目、２点

目はほとんど同じですけども、いろんな業界、企

業を見ること。そして最後にリスクを感じないよ

うに第１希望から第３希望くらいまで企業を絞っ

て活動すると有意義な就活ができるのかなと思い

ます。以上です。ありがとうございます。

新関　最後にまとめさせていただきます。１番目

の女子も３番目の男子も話し方がうまいと思いま

す。２番目の男子は面接練習をゼミでした時、全

然しゃべれなくて、「この子、大丈夫かな？」と思っ

たんですけども、ハキハキしゃべれるとか、うま

くしゃべれる学生が必ずしも就職活動が有利に進

むとは限りません。彼のようにどうしてもこうい

う業界にいきたいと、企業研究も自己分析もして、

自分の頭で考えた内容だからこそ、人に対して説

得力のある言葉でしゃべれるんですね。うまく口
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がまわらなくても人を説得することって、そうい

う意味でできると思います。

　３番目の彼は謙遜していいましたけども、彼は

ゼミ代ということもあって成績も優秀ですし、な

んでもできるので、内定先を全学生の中で一番早

くもらっているんです。それぐらい会社側が手離

さなかった。「あなたに内定をあげるから他は全

部切ってくれ」といわれました。彼は大手の総合

商社に最終面接まで残っていたんですけど、「そ

こを切れ」っていわれちゃったんです。私に「先

生、どうしましょう。切れっていわれて切るべき

かどうか」。ちょっと前の学生は「切りました」

といって就職活動を続けていたんですけども、最

近の学生はすごくいい子が多いので「内定あげる

から他は切れ」といわれて切らなければいけない

んじゃないかと。「こっそりやりな」というのも

教員の立場からはいえないので「素直に相談して

みなさい」といいました。そしたら第１志望のも

う一社だけ「受けてもいい」といわれたのかな。

２社しか彼は受けてないんです。内定を取ったと

ころと、もう１社。あとはみんな切っちゃったん

ですね。本当は切らずに心を鬼にしてというか、

悪い人になってやったら、もう少しうまくいった

のかなと思いますが、これも教員の立場からはな

かなかいえないんですけども、企業から「内定を

出すから他は切りなさい」といわれる。その時、

多分、「そういわれているんだけど、どうしよう

かな？」とお父さま、お母さまに相談すると思い

ます。早く内定が出たら安心する、そこに行くな

ら他を切った方がいいかと思いますが、心残りが

あるなら企業に相談して「実はもう一つ受けたい

んです」と相談してやっていただくのも一つの方

法かなと思います。

　就職活動に躓くと本当に病んできます。１番目

の学生と２番目の学生も就職活動、実はうまくいっ

た方です。内定を他にもいっぱいとっています。

なかなか内定がとれない中で結構、取っているん

です。その２人でもやっぱり悩んじゃうんです、

特に下宿の学生さんは落ち続けると、実家に帰っ

たり、ご両親にお電話したり、「あなた、そんな

んじゃ、ダメでしょ。ちゃんと受けなさいよ」。

そういうことはいわないであげてください。結構、

落ち込みます。眼の死んだ魚はみなさん買わない

と思いますけども、落ち込んでいく学生って、も

う目が死んでいくんです。表情が暗くなります。

就職活動は90％以上、99％、第一印象で決まるん

です。暗い顔できた人は、どんなに一生懸命しゃ

べるネタで話しても第一印象が悪いので、すぐ落

ちます。落ち込んだ時には、そっと励ますだけに

してあげてください。「いつかそのうち、あなた

に合った企業が見つかるよ。もうちょっと頑張り

なさい」と支援してあげて「どうしてなの？他の

なんとかちゃんは就職内定をもらっているのにア

ンタ、まだなの？」だけは NG ワードなのでいわ

ないようにお願いします。

　最近、親御さんの方が「この業界にいきなさい」

と誘導するケースが多い。ベンチャーであったり

大企業であったり、いろんな内定をとってくるん

ですけども、名の知れた企業に行った方がいいと

思って「この会社に行きなさい」と親にいわれた。

「僕が企業分析してこういうところに行きたいん

だ」と、しっかりいえるにも関わらず、親が誘導

するケースがありますので、それは止めていただ

きたいなと思います。お子さま方の人生なので親

御さんが出ていくと、後々恨まれるというか、後

悔することになりますので、そこの点は気を付け

てください。

　最後にお願いがあるんですが、就職活動はお金

がかかります。最近の学生さんは親を頼らないと

いうか親にいわないでいろんな工夫をして、２番

目の彼も金銭面で有利に就職活動ができるように

やっているんですけども、結構、ねだらない学生

が多くて、バイトをしたり、本当に苦労していま

す。見ていてゼミ生が可哀想になるぐらいバイト

をしたり。もしよろしければ就職活動の時期だけ、

ちょっとお金の支援をしていただけたらありがた

いなと思います。

　以上で私の講演とさせていただきます。どうも

ありがとうございました。
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が、今年度は中小企業庁からの委託事業で県外か

らの UIJ ターン支援をする事業や中小企業に新卒

や女性、シニアと多様な人材をマッチングすると

いう事業をやっています。それに関係する話をで

きたらと思いますので、よろしくお願いします。

　まずは僕の自己紹介からです。出身は那覇市の

隣の南風原町出身です。小学校、中学校と南風原

で高校が隣の那覇市にある首里高校を卒業して、

大学は東京理科大学に通っていました。大学生活

は４年間で卒業できたらよかったのですが、ちょっ

と進級が厳しくて時間かかりまして５年間で卒業

しました。その後、株式会社リクルート HR マー

ケティングに就職しました。リクルートが出して

いる「リクナビ」をご存知ですか？主に採用関係

で企業に提案営業を行うことをやっていました。

新卒採用する企業だけでなく、中途採用も含めて

やっていました。僕自身は大学から東京に行った

のですが、高校生の頃から沖縄を出たくて、出た

くてしょうがなく思っていました。やっぱり東京

や県外の方がものすごく栄えていて沖縄はちょっ

と遅れているというイメージを当時は思っていま

した。どうしても県外に出たいということで大学

は東京に進学したんです。でも親は「東京行くな」

「県外に行くな」といっていました。うちの親は

戦後すぐ生まれた世代で、沖縄復帰前にパスポー

トを持って大阪に就職に行って復帰前に県外で仕

事をしていたという経験がありました。「沖縄出身」

と、なかなかいいにくいという経験しているから

か「県外行くな」「行くとしてもギリギリ九州ま

でだったらいいよ」といっていました。海を越え

たら九州も東京も変わらないよなと思うのですが、

僕が高校生の頃、うちの親はそのように話してい

　現在、株式会社りゅうせきビジネスサービスに

勤めております東濱克紀と申します。「県外から

沖縄にＵターンしてきた経験」を話してほしいと

オファーをいただきまして、僕自身の県外大学進

学からＵターン就職体験のお話できたらと思いま

す。

▼卒業後の話

　僕の話をする前に本日参加された保護者の方に

お聞きしますが、お子さんは同志社大生の何年生

ですか？（保護者は１年生と４年生の親が参加）

４年生は就職が決まっていますか？卒業後は沖縄

に帰ってくる予定ですか？それとも県外ですか？

それは関東？関西？どちらでも OK ですか？将来

的に沖縄にＵターンしてこようとか親子で何か話

されたりしていますか？

　１年生だとまだそういう話はしてないでしょう

か？将来、沖縄に帰ってきてほしいとか親の希望

はありますか？それとも本人が希望したら帰って

こなくてもいいですか？

保護者：一人娘なので将来的には帰ってきてほし

いんですけども。

東濱：いつぐらいまでに帰ってきてほしいとかあ

りますか？

保護者：特にないです。本人が帰ろうと思ったら

で。

東濱：わかりました。まずは僕の自己紹介をしな

がら、県外に進学してＵターン就活をした自分の

経験をお話したいと思います。それを踏まえて、

僕の頃と現在の就職環境がどういう形かというの

をお話します。僕が現在勤めているりゅうせきビ

ジネスサービスという会社は人材派遣の会社です

沖縄県外進学からＵターン就活の体験談と現在の就職環境について

東濱 克紀（りゅうせきビジネスサービス）

地
方
父
母
会

で
の
就
職
講
演



37DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture1沖縄県外進学からＵターン就活の体験談と現在の就職環境について

るわけです。僕は「先生になるから」って就職活

動しないんですよ。友だちに「やりたいことがわ

からないからいっぱい回らないといけない。お前、

やりたいことが決まっているからいいな。学校の

先生になるって決めているから就職活動しないん

でしょ？」といわれました。最初は「そうだよ」

と話していたのですが、大学３年生の後期試験の

時、「４年にあがって６月に教育実習に行って夏

に教員採用試験を受けたらすぐ先生だな」と思っ

て目指していたことが、何かものすごく不安になっ

てきました。先生以外の職業がわからないし、高

校時代から先生になりたいって決めてはいたのだ

けども、まわりを全然見ていないでいいのだろう

か。例えば目の前にあるこのお茶を飲みたいと思っ

て、これを飲むって決めていても、これ以外にもっ

とおいしい飲み物がいっぱいあるかもしれないじゃ

ないですか。これしか見てなくて周りの世界を見

てなくて決めたんじゃないかと、ものすごく不安

になったんです。

　それで半分、現実逃避でもあったのですが、大

学３年の後期試験の時に、どうしようかなと迷っ

た部分もあって、必修科目の試験を受かれば４年

生だったのを一つ白紙で出して単位取れなくて留

年することにしました。もう一回、３年生をやっ

て就職活動をして就職することになったんです。

だけど親からはその時も「すぐ帰ってこい」とい

われていました。親戚とかも、僕、長男なので「あ

なた、絶対帰ってきなさいよ」と強くいわれまし

た。沖縄では「長男だから」っていうのが強いん

ですよ。女の子だと、もしかして違うのかな。男

の子で長男だったから「帰ってきなさいよ」と親

や親戚からのプレッシャーが強いかもしれません。

　ただ向こうでちょっと働きたいなという思いが

ありました。教育実習で母校にも行きました。母

校は首里高校で僕が高校生の時に担任だった先生

もまだいて、教育実習を当時２週間やりました。

それと同時並行で就職活動もやりました。その頃

の就職活動の時期は今より早いんですよ。大学３

年の10月から就職活動が始まって、大学３年の１

月くらいには早いところだと内定が出たりしてい

ました。

　大学進学で東京に行きましたが、親からは「じゃぁ

大学は許そう。就職するなら絶対、沖縄に帰って

こいよ」と強くいわれました。僕の親の世代の考

え方と本日参加している保護者の皆さんとは、考

え方がちょっと違うなと思いました。大学時代に

「帰ってこなくていいよ」なんていわれたことな

かったです。僕自身、大学時代は向こうでの生活

が楽しかったのであんまり沖縄にも帰ってこなかっ

たんですよね。お子さんは夏休みとか帰ってきま

すか？

保護者：すぐ帰ってきます。

東濱：すぐ帰ってきますか。１年生の時はそうか

もしれないですね。僕の友だちでもゴールデン

ウィークに帰っていた友人がいました。４月に入

学してゴールデンウィークって翌月でしょ。１年

生ぐらいだったら高校の友だちと会いたいといっ

て１、２年の時はわりと帰ってきます。３年ぐら

いになってくると沖縄に帰る旅費をかけるぐらい

だったら友だちと旅行に行きたいとか、海外旅行

に行きたいなと考えるので３年生くらいになった

ら、もしかしたら帰ってこなくなるかもしれない

です。

　もともと僕は教員志望だったんですね。高校の

時に進路を考えて、教師になりたいなと思って教

育学部にいこうか、数学が得意だったので理学部

数学科に行こうかどうしようか迷っていました。

せっかくだからちゃんと数学を勉強した方がいい

かなと思って理学部に進みました。大学在学中は

まだ先生になるつもりだったのです。それで大学

３年生の時は就職活動をしてなかった。僕は５年

間大学に通っていますが、３年生を２回しました。

３年から４年に進級してゼミに入るためには必修

科目を全部取らないといけないんですけど、一つ

落として３年生を２回やったんです。３年の時は

卒業後すぐに学校の先生になるつもりだったので、

就職活動を全くしていなくて４年に上がって教育

実習受けて教員試験を受けてすぐ沖縄に帰ろうと

思っていたんです。

　大学３年生の時、周りの友だちは就職活動をす
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う一つは結婚なのかなと思います。彼女と25歳か

らつきあって27歳になったので「30歳までには結

婚したいね。結婚して暮らすんだったら、どこが

いいかな」と話していました。お互い沖縄出身だっ

たので「じゃ、沖縄に帰ろうか」ということになっ

たんです。彼女の方も沖縄に帰ってくるというこ

とで同じくらいの時期に帰ってきたんです。

▼新卒採用と中途採用

　ではどのようにしての株式会社パムという会社

を探したのか。新卒で帰ってくるのと中途でＵター

ン就職で帰ってくるのは、沖縄以外も同じかもし

れないですが、新卒の方がラクだと思います。新

卒の求人サイトでどの企業が求人しているかが全

国どこでもわかります。「リクナビ」にも沖縄県

の企業とか載っていたりします。「新卒で４月１

日から採用します」と情報が掲載されています。

しかし中途採用になると「毎年必ず中途採用しま

す」と決めているところはあんまりなかったりし

ます。中途採用では「誰かが辞めた欠員の募集」

とか、「会社が忙しくて増員」にならないと募集

がありません。新卒採用は大手企業も中小企業も

採用する企業は人事で採用計画を立てています。

今年は何名採ろうとか毎年決まっています。業績

が悪くなったら採らないというのもあるかもしれ

ないですけど、毎年採っていたら人数の増減はあ

りますけど、ほぼ新卒の採用はあります。でも中

途採用は、あまりないんですね。

　僕がリクルート HR マーケティングという会社

で働いていたからというのもあるのですが、そこ

では企業の求人開拓をする仕事をしていました。

会社を訪問して経営者の話を聞いて、採用計画を

聞いて提案する仕事だったのです。パムという会

社をどうやって探したか。実は僕が求人サイトか

ら探したのではなくて、沖縄に定期的に帰ってく

るタイミングで知り合いとかから話を聞いたり、

沖縄出身でリクルートを退職して沖縄にＵターン

した人から話を聞いたりして、何人か紹介しても

らい自分から電話をかけて会いにいって社長の話

を聞いて入った会社だったのです。新卒採用に比

たので４年生に上がる前の段階で、もう就職先が

決まっているという人もいたんです。僕も３年生

の春休みに就職活動で企業をまわって、４月から

会社説明会とか行って最終選考まで残って「もう

内定出しますけど、どうですか？」と聞かれまし

たが「まだ今、教育実習をやっているんで」と伝

えて返事を待ってもらっているところもありしま

した。

　就職活動をやってよかったなと思ったのは、い

ろんな企業に会えることです。またそこに来てい

る学生とも話をして会社説明会が終わった後、違

う大学の学生と「今、どこ受けているの？」と食

事しながら意見交換していました。「そこの企業

がよかったよ」「あ、じゃ、受けてみようかな」

と話せたんですね。一方で、教育実習に行って母

校の恩師と話をするのと会社説明会で会った企業

経営者やバリバリ働いているトップ営業マンの話

を聞いたり、人事の人の話を聞いたりすると、楽

しさでいったら、教育実習よりも就職活動の方が

楽しかったというのを感じました。それで先生に

なろうかどうしよか迷っていたのもありましたが、

３年くらい働いてから先生になろうかなと思って

企業に就職しました。

　就職した時も３年くらい働いて27歳ぐらいで沖

縄に帰って先生になろうと思っていました。でも

いざ働いてみたら、そんなことを忘れるぐらいめ

ちゃくちゃ忙しかったです。そういう学生は結構

多いと思います。「３年ぐらい働いて留学しよう

かな」といっていた友だちとかもいたのですが、

そういう人たちも留学していないですね。企業に

入ったら忙しい。最初に入った会社は９時に出社

しても、18時で帰るなんてことは１回もありませ

んでした。毎日、残業して働いていました。４年

ぐらい勤めて次に働いた株式会社パムは沖縄の会

社です。僕は27歳の時に沖縄にＵターンしてきま

した。実はその時につきあっていた彼女がいて、

沖縄出身の女性で同い年だったんです。その彼女

も「子育てするなら沖縄でしたい」という話もあ

りましたね。地元にＵターンするタイミングとし

ては一つは大学卒業後の就職の時ですけども、も
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べて中途採用は採用情報を手に入れるのがちょっ

と難しかったりします。沖縄のハローワークに行っ

たら中途採用情報とか載っていたりします。しか

しハローワークだと失業中の人の全てが対象で、

新卒から60歳までの求人情報だったりするので、

20代でＵターンする自分にぴったり合う条件のも

のも探すのが難しいなと思ったのです。今はイン

ターネットとか進んでいるので、僕の頃に比べた

ら情報は手に入りやすいというのはあるかもしれ

ないですけど、ただ基本的に自分から何か探しに

行かないと見つけにくいかなというのはあります。

　株式会社パムで働いていたのですが、ちょっと

体調を崩したこともあって仕事を辞めることになっ

たのです。体調を崩して仕事を辞めた時に、「や

りたかった仕事はなんだったかな」と考える機会

もあって、実はそのあとで NPO での勤務を経て、

高校教員をしてました。30歳から興南高校で数学

の先生を５年間勤めていました。２年前の３月ま

で高校で教員をしていて、２年前の４月から現在

の株式会社りゅうせきビジネスサービスに勤めて

いるという経歴が僕の自己紹介になります。

　僕が大学に入学したのは1998年４月、大学卒業

は2003年３月に卒業となります。就職環境が僕の

頃と今とでどのように変わっているのか。僕より

前の世代の人たちは高度経済成長で企業も採用を

活発にしていました。資料「新卒採用の歴史」を

引用しますが、1970年代から定期的に採用の部分

があり、就職協定の期日が1976年に定められて

1985年まで維持されました。そして1997年に就職

協定が廃止になりました。僕は2003年入社ですが、

その頃は就職する時で求人環境が最悪な時期だっ

たんですね。バブル崩壊とか山一證券倒産とか

ショッキングな部分は1998年にあったのですが、

その時代の方が数は少ないです。時代背景として

は、98年に Windows98発売でインターネットが普

及しました。今でこそ、スマートフォンとかで毎

日親子でメールをやり取りするかもしれないです

が、98年に僕が東京に行った時、友だちと文通し

ていましたからね。今では信じられないかもしれ

ないですけど、ちょっと思い返してみてください。

98年ってインターネット普及率って大学でも10％

ぐらいです。僕が大学に入学する時の「大学案内」

に大学の PR で「うちの大学は一人１台のネット

環境があります」というようなことが書かれてい

ました。今では「ノートパソコン与えます」とか

書いてあってもノートパソコンで大学は選ばない

ですが、当時はそんな時代でした。

　2000年ぐらいから IT起業ブームだったので2003

年、僕が就職活動をする時、周りはどうだったか

というと、先輩でも普通に「NPO に就職しよう」

とか「会社を立ちあげよう」という感じの人がい

ました。もちろん就職する人もいたのですが、僕

よりも10年前の人だったら「入った会社で定年退

職まで働くぞ」というのが当たり前の価値観だと

思います。僕ら世代ぐらいから会社も倒産したり

する。定年まで勤めるのも一応、正解ですよ。正

社員で入って定年まで勤めるのもありなんですけ

ども、「そうじゃないよね」という人もちょっと

現れてきたのがこれぐらいですね。2004年、経済

産業省主催「ドリームゲートインターンシップ」

というのがありますが、これは国が大学生に「独

立起業しなさい」っていっている施策です。「就職」

じゃなくて「起業しろ」と国がやっていた時代で

す。どうしてかというと新卒採用が少なくなって、

起業するのもありだよという状況だったんです。

僕よりも３年ぐらい後、2007年ぐらいになると中

国でオリンピックがあり、団塊世代の大量退職と

かあったので今度は逆に企業が新卒を採りまくり

のような状態になりました。僕より３年後の学生

は、みんな大手企業などいいところに入っていた

りするんですよ。僕の頃の2003年の就職環境は、

こんな感じでした。

　僕自身、大学生の時、どのように思っていたか

というと、正直とても悩んではいました。大学卒

業後すぐ沖縄に帰るか、それとも内地で、県外で

就職して働くのか。ただいつかは沖縄に帰らない

といけないなという気持ちはあったのです。その

「いつか」が自分でもわからない。22、23歳で帰

るか、30歳ぐらいで帰るか、それとも60歳の定年
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まで働いて老後に帰るのか。それは大学時代は自

分では全然思ってなかったんですけど、ただ迷っ

ていました。

　「いつ帰ったらいいか」を悩んでいて、大学生

の就職活動をしていた頃に東京で高校の同窓会が

あって先輩と話をしました。「今、就職活動で沖

縄に帰るか、30歳まで東京で働いて沖縄帰ろうか

と迷っているんです」といったら高校の５歳上の

先輩が「今は沖縄不況で仕事がないから帰るんだっ

たら新卒で、すぐ帰れ」といわれました。2003年

は、2001年にアメリカで9.11のテロがあった関係

で観光も結構、大打撃を受けていた部分だったの

です。沖縄で観光産業を盛り上げるぞって今は結

構、沖縄観光も盛り上がっているのですが、おそ

らく一番底辺の時だった。なおかつ親戚からは「長

男だから」といわれる。しかも僕の父も長男です。

「長男の長男なんだから大学卒業したら沖縄に帰っ

てきなさいよ」って親戚で集まる機会があったら、

ずっといわれてきました。いつ帰ろうかな。だけ

ど向こうでもうちょっと働きたいなというのがあっ

たので一応、就職しました。

　当時、付き合っていた彼女と沖縄に帰ろうとい

うことになって帰ったのですが、結局、その彼女

とはその後別れて、今は違う人と結婚しています。

一緒に帰ろうといった彼女は東京に戻りバリバリ

に仕事しています。僕は沖縄で仕事を見つけて帰っ

たのですが、彼女の方は沖縄で就職活動していた

のですがうまくいかなくて、向こうで仕事してい

た仲間から「東京に帰っておいで」といわれて１

年ぐらいして東京に戻っていきました。向こうで

バリバリ仕事していて、専門職で働いていたので

なおそうかもしれないです。彼女は理工系の博士

課程までいっていた人だったので、沖縄ではその

ような仕事が当時はなかったです。沖縄で結婚し

たら向こうが稼いで僕が主夫をするとか、そうい

う話も笑い話でしていたのですけど、それぐらい

バリバリのキャリアウーマンでした。会社時代の

友だちからは「なんで沖縄に帰ったの、帰ってお

いで」といわれて、１年たって「沖縄に仕事ない」

と東京に戻って行きました。僕は沖縄で就職した

んですけどね。

▼現在の就職状況

　現在の沖縄の就職状況はどうか。新卒採用と中

途採用で話をしようと思います。新卒採用ですが、

僕が学生の頃の沖縄の就職活動のスタートはとて

も遅かったんです。県外が今よりもとても早かっ

たというのもありますが、大学３年10月くらいに

マスコミとか就職活動が始まってベンチャー企業

とかはもっと早かったりしました。大学３年12月

くらいに僕はユニクロの説明会に行ったんですけ

ど、「早い人にはもう内定出しました」といって

いた時代だったんです。今は逆に遅くなっていま

す。僕が就職活動をしていた頃は東京の大手企業

や一般企業でも大学３年生の冬休みぐらいから採

用活動が始まって、春休みぐらいからほとんどの

企業の就職活動をして、それが終わって沖縄の企

業を受けるということができました。友だちは内

地の企業や沖縄県内の銀行とか受けながら、どっ

ち行こうかなと迷って沖縄で就職という人もいま

した。今は沖縄の企業も採用活動が早くなってき

ています。今は県外企業の沖縄支社が沖縄に進出

していたりするんです。沖縄県は IT 関係で企業

誘致していた関係で、沖縄で法人を立ち上げると

税制面で優遇するということをやっています。そ

れで沖縄での現地採用なども増えています。もう

一つは東京の採用活動の方が遅くなってきていま

す。僕の時は３年生の時から就職活動をオープン

していたのが、今は４年生の学業に支障がでるか

らと４年生になってから採用活動がスタートして

います。2016年、今の４年生の時から広報活動ス

タートが３月～４月くらいからです。採用活動内

定解禁が４年７月～８月。これはかなり遅いんで

すよ。沖縄県内企業からしてみると、採用活動の

時期が県外企業と同じ時期になるので、今年は人

が採れなくて大変だと話しています。今までは東

京の企業や沖縄の大手を受けて、それでも決まら

なかった人が沖縄の中小企業の採用試験を受ける

という流れだったのです。本土と沖縄の大手企業

が遅くなっている分、沖縄の中小企業が、もっと
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遅くなっています。今の時期（2016年２月）でも

普通に採用活動をやっている、今年はそういう状

況になっています。

　僕がＵターンで帰ってきた2007年、2008年の頃

は沖縄出身の学生が県外企業で働いて、沖縄に転

職で戻ってくるというのがあまりありませんでし

た。今はその頃より多いのかというと、沖縄県の

施策で、沖縄の景気が悪かった時代に「県内に雇

用の受け皿となる就職がないから県外に積極的に

就職させよう」と大学４年生に県外のインターシッ

プに行くための旅費を支給する施策を行っていま

した。県外企業で沖縄の学生を採用したいという

企業に合同企業説明会を開いて、そこへの旅費を

出すというのを10年ぐらい前から沖縄県はやって

います。その当時、大学生だった学生が今、30歳

前後ぐらいになっていて「沖縄に帰ってこようか

な」という感じになっています。大学まで沖縄に

いて向こうで就職して社会人経験を積んだ人は帰っ

てくることもあったりします。県内の雇用状況も

企業誘致をしているので、マネジメントができる

人を欲しいというニーズが増えているんですね。

Ｕターン人材をどう採っていくか。今は国家戦略

として「地方創生」という形で今、積極的に行っ

ています。都市部に一極集中している人材を地方

にいかそうという政策を立ててしているので、そ

れで僕も中小企業庁の事業で都市部の人材をどう

地方の中小企業とマッチングさせるかということ

をやっています。それでＵターン就職も増えてき

ているかなと思います。ただ即戦力として求めら

れるのは何歳くらいか。向こうで３、４年働いた

ら社会人経験としてはあるのだけど、ものすごく

膨大な技術力を持っているかというと、そうでは

ない。新卒の若手社員よりは仕事の基礎はできて

いるだろうという状況で選考では優遇されるかも

しれませんが、積極的に欲しい層かというと27歳

ぐらいだったら、そうでもないなと思います。県

内の中小企業の採用担当者と話していると、ITだっ

たら向こうで10年ぐらいスキルを持っていてプロ

ジェクトマネージャーとかもやっているような人

たちが欲しいというそうです。30～35歳ぐらいの

人がほしいといいますね。向こうで10年ぐらい働

いて沖縄の企業にＵターンというキャリア設計は

将来的にはありかなと思います。ただ30代以降の

Ｕターンは格差が大きい。具体的には賃金格差で

すね。沖縄の企業と県外企業だと県外の方が初任

給も高かったりします。僕は28歳ぐらいに帰って

きたのでそこまで大きくなかったですけども、35

歳まで勤めていたら向こうで奥さん、子どももい

て、生活水準で給料これぐらいでやってといわれ

ても悩むと思います。沖縄でＵターンとなると物

価が安いということもあるんですが、年収が半分

くらいになっちゃう場合もあったりします。給料

下がっても沖縄で仕事したい人がいるかというと、

奥さんも沖縄出身で「沖縄で生活したいよね」「多

少、給料下がってもやっぱり地元がいいよね」と

いう人だったら来るかもしれないですけども、そ

うじゃなかったらなかなか難しいかなというのが

あります。

　父母へのアドバイスの一つ目。「30歳までは自

由にしていてもいいけど、その後のことは考えて

おけよ」。これは誰の言葉かというと、実は僕の

父だけが「帰ってこいよ」といわなかったんです

よ。母親や親戚一同はみんな「長男の長男だから

帰ってきなさいよ」といっていたのですけれど、

唯一父だけが一言も言わなかったんですね。「30

歳までは自由にしていてもいいよ」といってまし

た。父も長男だったので、高校まで沖縄にいて内

地の専門学校に行って就職までしたのですが、「長

男だから帰ってこい」と、なかば無理やり帰され

てきたらしいです。本人からは直接聞いてないの

ですが、周りから聞きました。父は海外でも働い

てみたかったという思いがあったらしいんですが、

その経験があったから息子の僕には、「帰ってこい」

とはいわなかった。「本人が来たいんだったらい

いけど、自分で決めろ」ということでした。

　公務員や教員試験も考えながら、ダメだったら

就職しようかなという人は沖縄では結構多いんで

すけど、就職活動でそれはちょっと厳しいかなと

思います。何が厳しいかというと、今は民間の採

用試験が遅くなっているので公務員試験の採用試
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験と日程的にかぶるんですね。僕の頃は民間の方

が早かったので両方受験できたりしていたのです

が、今は時期がバッティングしているので、なか

なか難しいです。沖縄だと公務員志向の学生が多

かったりするので在学中受からなくても「浪人し

ても受けていいよ」という親が多かったりします。

「民間よりは公務員がいいよ」といわれて、それ

でズルズル２年も３年も働かないのは本人も将来

的に不幸になるかなと思います。

　公的機関「沖縄県キャリアセンター」などを活

用して県外からも就職相談可能とあります。「沖

縄県キャリアセンター」って聞いたことあります

か？沖縄県がおこなっている公的機関で、45歳ま

での若い人たちの就職支援をするところです。就

職相談員の人たちがいて、就職活動についてなん

でも相談できる機関です。これは県外からでもメー

ルで相談できたりします。県外にいて沖縄の情報っ

て拾いにくいと先ほどお伝えしたのですが、僕が

学生の時、このキャリアセンターはまだなかった

です。県外からでも skype とかで面接を受けるこ

とができる設備を整えています。県外にいて沖縄

企業の情報を知りたいということだったら、アク

セスしたらいろいろなんでも相談できますので活

用してもらえたらなと思います。

　僕自身の「沖縄県外進学からＵターン就活の体

験談と現在の就職環境について」ということを話

しました。何か質問があればなんでもいいのでよ

ろしくお願いします。

質問者：県内にもいろんな大学があると思います

が、県内の大学生は県内就職が多いのですか？

東濱：県外を志望するかというよりも、大学に行

く時に「外に行く」という選択をしてないので「外

に行く」というのを敷居が高く感じていると思い

ます。僕は東京に住んだことがあるので東京に行っ

て働くのはそこまで抵抗感はないのですけど、小

学校、中学校、高校、大学まで沖縄にいたら極端

な話、電車とか修学旅行でしか乗ったことないと

いうのがあるんです。イメージ的なことがあるの

ですが、「東京の満員電車ってなに？」みたいな

感じです。県外にでて働くというのはなかなかな

いですね。

　ただ沖縄の学生といっても県外から沖縄に進学

してきている学生もいますので、その人たちは地

元に帰ったりします。統計上は沖縄の大学生で「県

外に就職」となります。沖縄県の方も積極的に事

業を行って沖縄県内に雇用となる受け皿が10年前

ぐらいから少なかったから県外に積極的に就職支

援しようということで、大学２、３年生を対象に

インターンシップの旅費の支援、４年生に合同企

業説明会に参加する就職活動の旅費の支援をした

りもします。

質問者：素朴な質問なんですけども、Ｕターン就

職の就職活動は沖縄県内でやらざるを得ないんで

すか。関西や関東の大学での就職活動スタートと

いうのは難しいですか。沖縄に戻ってくる前提で

就職活動を関西でスタートさせるということは、

あんまりないですか？

東濱：大学生の時ですか？

質問者：そうです、沖縄県に帰ってきて就職活動

せざるを得ないのですか？

東濱：企業によって県外説明会をやっているとこ

ろも若干あったりするのですが、大多数は沖縄県

内だけで企業説明会をやってというのが、ほとん

どです。もしも「沖縄県内企業に就職」というこ

とで行くのだったら、沖縄の地元の人材系企業が

合同企業説明会を2016年３月に、今の３年生対象

に行っています。中には県内企業でも県外の学生

を採りたいと東京や関西でやっている企業説明会

に行ったりする企業もあります。僕自身も東京の

大学にいた時に県内の地銀とか東京でも説明会を

やっていました。沖縄の地銀の会社説明会とか、

東京に支店がある印刷会社も東京に支店があった

ので「東京で説明会に来ませんか」とダイレクト

はがきが来たこともありました。沖縄県内に大企

業の数がそんなになく、上場企業も５社程度しか

ないので、電力会社とか金融機関とか、わざわざ

東京とか関西に出向いて採用活動をやるというの

がなかったりするのです。採用情報としてはあり

ます。新卒採用サイトの「リクナビ2017」で大学
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３年生対象で、今の時期では採用情報は載ってな

いのですが、採用活動が後ろ倒しになってもイン

ターシップという形で情報が載っていたりするん

です。関東の企業では300社くらいインターシッ

プとかやっています。実質、会社説明会に近いか

なと思うのですが。ただ「就職情報を出すのはダ

メ」と就職協定上はなっているので、こういう形

です。沖縄の企業を調べたら、インターンシップ

の情報は３社出していました。今、２月、３月の

インターシップという形で１日だけとか２、３日

程度とか１週間とか、会社によって違うんですけ

ど、今、出ている３社は IT 系が多いです。１日

プログラム体験とか１週間とか、こっちは２月、

随時とかあったりします。一応、県外でも情報を

得て春休み期間とかインターシップという形で参

加するのは可能かと思います。

質問者：ありがとうございます。

東濱：僕自身も東京で学生生活やっていた時、沖

縄の情報ってなかなか入ってこない部分もあった

んですよ。大手のリクナビとかマイナビに載せる

のは掲載料が高かったりするので沖縄の企業は載

せている企業もありましたが、そんなに社数はな

かったです。沖縄県内で地元企業が運営している

求人サイトでジョブナビという学生向けのものが

あります。今、４年生向けのものですが、求人件

数が何件載っているかというと掲載件数が129件

あります。129件の企業が今、４年生を採用した

いということで求人情報を載せているんですね。

県外の就職情報サイトと沖縄県内の就職情報サイ

トでは時期の開きがあったりはします。

　沖縄県内の大学４年生が卒業段階で就職が決まっ

ていない人数は大体、毎年1,400人くらいという

ことが県内の課題であります。理由としては県外

の就職活動に行かないというのが一つ大きくあっ

て沖縄で割といいところに決まる学生は東京で就

職活動やってから探します。就職活動のエンジン

かかるのが早いです。県外企業で内定がとれなく

ても向こうでいろいろ面接の練習をしていて向こ

うで練習試合をして沖縄で本番という感じです。

沖縄で銀行や電力など上場企業が採用活動をオー

プンした時に「ヨーイ、スタート」でやるよりは

向こうでいろいろやっていて慣れてくるとエント

リーシート一つ書くにしても「じゃ書いて」って

白紙で書くのと、１回書いて、２回書いて、３回

書いて、いろんなところに出しながら書いていく

のでは結果は変わってくることはあります。

質問者：ありがとうございます。

東濱：お母さん方が、もし「絶対に沖縄」と思っ

てないのだったら沖縄に縛らない方がいいかなと

思います。お子さんも「外に」と思うのなら、せっ

かく同志社大学に通っていて県外でいろいろつな

がって学べることもあるし、関東行くのもいいし、

もしくは海外に行くのもいいし、という形もある

と思います。「絶対に沖縄」ということではなく、

僕は結果的には帰ってきましたけども、それは本

人が決めることです。

　あんまり計画を立てなさすぎると親も不安にな

ると思うので、「まずどうしたいか。向こうで働

きたいのか」を話すことが大事だと思います。今

は別に大学卒業してすぐ働かなきゃいけないわけ

でもないと思うんですよ。その方がいいと思う人

たちもいるし、実際そういう面もあるかもしれな

いですけど、でもそうじゃないプランもいっぱい

あると思うのです。今、４年生で就職活動まだだ

と、お母さん的には不安な部分もあるかもしれな

いですけど、本人がどう考えているのか。お母さ

んとして「私はこう思っている」と子どもに伝え

ていった方がいいかなと思います。僕も親戚一同

から「お前、長男だから帰ってこい」といわれた

中で父親に「30歳まではいいよ」といわれたのは

とても安心材料ではあったのです。逆に放任でも

あるんですよ。「30歳になった時、どうなってい

ても俺は知らんぞ」という感じだったので。大学

を卒業して正社員で働くというのがいいかもしれ

ないし、それが絶対とも限らない。いろんなキャ

リアパスがあると思うので本人が決めていけばい

いと思います。

　１年生の段階では就職がすべてではない。就職

活動の概要も僕が大学生の頃と変わって去年と今

年も大きく変わって多分、来年、再来年、また変
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わると思います。去年就職活動をやった人の話が

参考にならなかったりしますが、情報として知っ

ておくことはいいかなと思います。それを踏まえ

ながらお子さんと話しながら「いつか帰ってきて。

こう思っているのだけど、いつぐらいに帰ってき

たい？」と親子で話し合っていったらいいと思い

ますね。

質問者：沖縄県から、むしろ県外に就職しようと

思っている方がある場合、そもそも大学から外へ

出られるという感じですか？

東濱：２パターンあって「県外へ行きたい」とい

う部分で「大学進学」というのが一番のチャンス

じゃないですか。選択肢として県内か県外かとい

うところで学費と学力さえクリアできれば、あと

は親の了解がいりますが、親の了解があっても学

費と学力がなかったら行けないですから。学費と

学力、奨学金とかでもどうにかできたらチャンス

としては行きやすいかなと思います。自分の努力

次第で。もし高校ぐらいから漠然と「県外に行き

たいな」と思っている人も一定層はいると思いま

すね。沖縄が好きだからずっと沖縄という人もい

れば、地元の大学に進学しても、そこで県外から

沖縄に来た学生と触れ合うことによって「県外に

行ってみたいな」とか思うようになる人もいます。

県内の友だちとしか遊んでなかったけど、３年生

とか４年生のタイミングで県外へ就職活動に行っ

た人の話を聞いて「あ、やっぱり県外行きたいな」

とそこでスイッチ入る人たちもいますね。

　大体は県外進学の段階が多いと思うのですけど、

就職活動の中で沖縄県の勧める県外インターシッ

プとかやったり、僕の頃と大きく変わっているの

が LCC で、5,000円くらいで安く県外にフラッと

行けたりするので、県外に対する印象は大きく変

わっていると思います。それから今はインターネッ

トや Facebook でリアルタイムで県外とやりとり

できます。僕の頃は飛行機代も高かったり、友だ

ちと文通していたりしました。今は考えられない

笑い話ですけど、本当にそうだったのです。手紙

書いて「元気？」って18歳、19歳の時、書いてい

ましたからね。

質問者：県外に出られない方は県内で就職を、と

いうことですね。一時、あまり雇用状況がよくな

かったので、就職しようとしても職がない。その

状況が県内にある中でさらにＵターンで行くのは

地元の人も難しい中で県外からは難しいという気

が、なんとなくするんですけど、県外の人が就職

する状況と県内の人が就職する状況はまた別と考

えた方がいいんですか？

東濱：新卒のタイミングでＵターンするのと、中

途採用ですね。普通の新卒採用のＵターンという

部分で話すと企業からしてみれば大卒であれば、

別に県内、県外に違いはないです。むしろ県外の

学生の方が県内にいた学生よりも割と積極的にい

ろいろやっているということで、好んで採用した

いという企業が多かったりします。中途採用の場

合は情報があまりなかったりするのと、あとは業

界によって、IT とかだったら向こうで10年くらい

やったスキルがある人を採りたいというのもあっ

たりします。営業関係の部分で沖縄より県外でい

ろいろやっていたスキルのある人を採りたいとい

う話を聞きます。Ｕターンということでいえばス

キル的なものも同時に求めていたりします。20代

の段階だったら中途採用する側からすれば、まだ

若手の部分であるので新卒採用するのも中途で採

用するのもそんなに大きく変わらないと思います。

30代、40代で中途で採るといったら別に県内の中

途、県外の中途も変わらないんですけど、問われ

るのはどういったスキルがあって経験があるのか

ということになります。

質問者：帰ってくるなら早いければ早い方がいい？

東濱：就職活動がやりやすいのは新卒であれば間

違いないと思います。企業の方が具体的に何名採

用とか情報で出ていたりしますので。中途採用は

新卒に比べるとハードル高いかなと思います。た

だ、なくはないです。実際、企業も増えています

し、特に IT 業界とか観光業界だったら中途採用

の人材を求めています。沖縄県の方も企業誘致し

たけども人材がいない。どうやって採用するのか

というのが次の課題になっていたりします。

質問者：女性が沖縄県内で採用されやすい業界は？
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男女で特徴はありますか？

東濱：業界的には、そんなにないですね。観光関

係であれば割合的に女性を多く採りたいというの

があります。IT関係でも男女問わず、です。どち

らかというと理系で男性が多いとかはありますけ

ども。ただ沖縄県内の企業がいうのは沖縄出身の

学生を男女でみたら圧倒的に女性の方が優秀だと

いう話は聞きます。

質問者：同志社大学の中でもそうですね。

東濱：そうですか。割と女性が優秀。

質問者：もう断然、女性の方が優秀。

東濱：「本当だったら全員女性採りたかったんだ

けど」といってくるところは正直ありますね。バ

ランスを考えて男子も採ったという話も聞くこと

がありますね。

質問者：ありがとうございました。

司会：いい感じで盛り上がってありがとうござい

ました。初めての取り組みだったのですが、よかっ

たと思います。ありがとうございました。

お問い合わせ先　�

株式会社ルーツ

東濱克紀

〒901-2101 沖縄県浦添市西原1-4-9

TEL 098-943-3064　FAX 098-943-3144
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学生時代、機械的学問は全く修めておりませんで

した。電気ばかり学んでいたので、今後流体力学

が必要になるなどと急にいわれて戸惑ったくらい

です。しかし、それでは仕事はできませんので頑

張りました。その頑張りの中で、今の業務を進め

るにあたって学生時代に学んだことの何が役に立っ

たかをご説明致します。

▼必死になること

　１つ目は必死になること。何だ精神論かと思わ

れるかもしれませんが、自分はとても大事なこと

だと思っています。中学からの内部進学組だった

自分が大学にいってみると、受験で大学に入って

こられた外部進学組の方たちと同じクラスになり

ます。当然のように学力に差があり、電気回路に

ついての小テストも自分は100点中の10点、外部

進学組の方たちは90点といったような感じでした。

そんなありさまでしたので、大学に進学して２ヶ

月後には母に「母さん、俺転部しようかな」など

と幾分本気で相談したことを覚えています。しか

し必死に教室の最前線席に噛り付いて受講してい

る内に、素晴らしい友人もでき、友人たちに助け

てもらうことで最初の波を乗り越えることができ

ました。次に問題になったのは体育会でのクラブ

活動と工学部との板挟みでした。自分は当時、体

育会のレスリング部に所属していたので工学部の

授業と部活動の板挟みになり、クラブにいくと「授

業はいいからとにかくクラブに来い」といわれ、

講義の先生に「クラブがあるので授業休んでいい

ですか」というように、今思うと何をいっている

んだといったことを聞いては「お前は何しに大学

にきているんだ」と当然のことをいわれたりして

おりました。学業を優先し、クラブ活動も皆が帰

宅した後に自主練するなど、両立するために苦労

　ただいまご紹介いただきましたマツダ株式会社

の藤原と申します。「大学での学びがどのように

現在の仕事に役立っているのか―なぜ広島で働く

ことになったのか」ということでお話をさせてい

ただきます。宜しく御願い致します。フルネーム

は藤原康祐と申します。マツダ株式会社 パワー

トレイン開発本部 ドライブトレイン開発部 第１

ドライブトレイン開発 Gr. に所属しています。担

当する業務についてですが、AT のトランスミッ

ションの開発業務をしております。AT というの

はエンジンの回転を最適にタイヤに伝える部分で

あり、高速道路を早く走りたいときや坂道などを

力強く登りたいときなどに、自動的にギヤを変え

てくれる機構です。

　しかし、今でこそ AT の開発を行ってはいます

が、学生時代の専攻は電気工学であり、AT の開

発で必要となる機械力学（熱力学や流体力学）に

ついては学んでおりませんでした。

　元々の経歴としては大阪の同志社香里中学校に

入学し、内部進学で高校を普通科で卒業、同志社

大学に進学後、そこで初めて電気工学について学

ぶことになりました。大学を卒業して大学院に進

学、所属した研究室ではミニ四駆などで御馴染み

の直流電流で駆動する DC モーターの制御につい

て研究していました。そのような流れでしたので

大学での学びがどのように現在の仕事に役立っているのか
―なぜ広島で働くことになったのか

藤原 康祐（マツダ株式会社 パワートレイン開発本部

 ドライブトレイン開発部 第１ドライブトレイン開発 Gr.）
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帰省しており、中国地方は身近な存在でした。身

近な存在でしたので広島の会社にいくことは殆ど

抵抗がありませんでした。20数年間過ごした大阪

の地を離れることは、多少名残おしいものがあり

ましたが、現在は廿日市市に住んでおり、海にも

山にも近く、気候も割合穏やかなので住みやすい

ところだと実感しています。二つ目は広島にマツ

ダ株式会社があったからです。自分はクルマに関

する仕事がしたいと思い、就職活動を行っていま

したがマツダだけが「内燃機関にはまだ可能性が

ある！」と、内燃機関の開発を前面に押し出して

いました。当時、クルマ業界に詳しくなかった自

分でも「これからはハイブリッドの時代だ」とい

う風潮は感じておりましたので、そんなことを力

説するマツダの就職説明担当者の方に驚いたこと

を覚えています。その後、他の会社に行ってもそ

の時の担当者の方ほど、イキイキとした顔で会社

の事を話す方にお会いしなかったくらいに、熱の

入った説明でした。

　こんな方がいらっしゃるマツダという会社はど

んな会社なんだと思い、調べていくうちにロータ

リーエンジンの開発について、787Ｂのルマン優

勝の話など、マツダ挑戦の歴史を知りマツダへの

入社を希望するようになりました。

　なので、広島で働く理由としては「広島に馴染

みがあったから」と「マツダ株式会社が広島にあっ

たから」が挙げられます。

　最後にですが、実際に広島で働き出してから広

島の印象がどうかわったかについて説明致します。

まず驚いたのは、気候についてです。瀬戸内気候

ということで温暖なイメージは元からあったので

すが、冬に大雪が降りウインタースポーツが楽し

めるまでになるとは思ってもおりませんでした。

他にも、山や川・海が近く、自然豊かで食べ物も

おいしいなど、アウトドアが好きな自分としては

いいことづくめでした。また、自分のクルマを手

に入れてからは中国地方の様々な美しい景色を見

れるようになり、ますます広島や中国地方を好き

になりました。また、自然が豊かなだけではなく、

少し街に出れば大体何でも生活用品がそろうため、

暮らしやすいと感じております。

　以上で、お話を締めくくらせていただきます。

ご清聴、有難うございました。

もしましたが、何とか「やってやるぞ」と必死で

両立に挑み、何とか卒業を迎えることができまし

た。そうやって学んだ必死さが、マツダにおいて

AT を学ぶことにとても役にたったと思っており

ます。

▼院生時代の活動

　２つ目の何が役に立ったかについてですが、「院

生時代の活動」でした。大学院時代、研究室でモー

ターの研究をする中で重要だったのは、パソコン

の前で座ってキーボードをたたくことではなく、

モーターや電源などを組み合わせて自分の望んだ

実験を行うことができる装置を組み立てることで

した。前述したとおり、自分は電気のことしか学

んでおりませんでしたので、望む実験装置をどう

やってつくればいいか、どう図面をひけばいいか

も分かりません。研究室の先生方にも、外部に製

作会社があるとは教えていただけますが、どうやっ

て実験装置をつくっていくか、どうやって図面を

ひくかについては完全に自分に任されておりまし

た。

　そのため四苦八苦しながらも外部の会社に直接

電話をし、「こういうものをつくりたい」と相談

しながら実験装置をつくりあげていきました。放

出というところにあった会社に度々足を運んでは、

図面の引き方についてレクチャーしていただいた

り、色々なことを相談して製作を進めていきまし

た。そういった経験の中で、ものごとを進めてい

くためには机上のみではなく、実際に足を動かし

自分の目で見て確認することが大切なのだという

ことも学びました。今思うとこれはマツダが大切

にしている【現場・現物】という考え方とも合致

しており、モノ造りの上では重要な考え方なのだ

なと実感しております。

　この二つの【必死になること】と、【大学院生

時代の活動】がマツダで働く上で役に立ったと考

えております。

▼なぜ広島で働くことになったのか

　次に、なぜ広島で働くことになったかについて

説明させていただきます。一つは元々、自分の母

親が福山市鞆ノ浦が出身地であり、父方も岡山の

出身だったので小さいころから長期連休の際には
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人生を就活の場面では考えていないのです。仕事

のことで頭がいっぱいです。

　就活中の学生が両親にもいろいろ質問をします。

「業界ＡとＢとどちらがいいですか、お父さん、

どちらがいいと思う？」、わからないです。長い

人生の中で、その業界がどうなるか、今の時点は

わかっても、後のことはわかりません。「Ａ社と

Ｂ社はどちらがいいか」、三井住友銀行と東京三

菱 UFJ 銀行とどちらかいいか、将来はわかりま

せん。「Ｕターンしようかどうしようか」、これだ

けは、Ｕターンしたかどうかは別にしても、これ

まで人生を送ってこられたご両親だからこそわか

ると思います。

　ですが、みなさんの頭の中はお子さんが社会人

として巣立つとき、学生に「お父さん、お母さん

と相談してみた？」と聞くと、「あなたの人生な

んだから自分で決めなさい。実家のことはいいか

ら好きにしなさい。東京でも大阪でもいいよ」と

いわれるそうです。ですが、みなさん、本当は帰っ

てきてほしいのではないでしょうか。Ｕターンし

てほしいと思っている親御さんは、どれくらいい

らっしゃいますか。「正直にいうと、どっちかと

いうと帰ってきてほしい」という方。そこでみな

さんにお願いしたいのは、高校生３年間、大学は

４年間。余談ですが、同志社大学の理工学部は卒

業が平均4.8年と聞いたことがあります。勉強大

好きですね。就職はその後、一生にかかわります。

みなさんにぜひ人生の先輩として、親として、な

かでもＵターン就職された方は特に、本音を伝え

てアドバイスができる最後のチャンスですので、

遠慮せずにお子さまにアドバイスしてあげてくだ

さい。「あなたの人生なんだから」、それはそうで

　みなさんこんにちは。広島銀行人事総務部の本

宮です。今日はみなさんにお願いがあって伺いま

したので、その内容についてご説明させていただ

きます。私は、広島県東広島市安芸津町の出身で

す。平成９年武田学園武田高校を卒業、同志社大

学商学部に入学しました。経済学部も一応、合格

していますが、当時、商学部は楽商学部、経済外

部・やめと経済学部といわれ、楽な道を選んでお

ります。平成13年、卒業して広島銀行に入行。最

初が竹原支店、呉支店、21年４月から人事総務部

人事企画課に配属、採用担当になり２年目になり

ます。そんな私からみなさんにお願いしたいこと。

人生の先輩として、ぜひお子さま、これから就活

される学生にアドバイスをお願いしたいと思いま

す。

▼両親だからこそできるアドバイス

　仕事柄、学生と話をさせていただく機会が多々

あるのですが、就活中のお子さんが考えているこ

とは何でしょうか。「仕事内容」、どんな仕事をし

ていくのか。「やりがい」、やりがいがないと続き

ません。「処遇・福利厚生」、当然ですよね、どん

な処遇で働いていくのかは、大事なことです。「将

来、自分がどうステップアップしていくのか」、「キャ

リアビジョン」、こういうことを学生はよく考え

ています。

　一方で考えていないことがあります。「結婚・

育児」、ぼんやりとは考えていても就活のときに

は考えていません。また「住宅購入」、将来自分

がどこに家を買うのか。「親の介護」、あまり考え

たくないかもしれません。「セカンドライフ」、ど

んな老後を送るのか。学生たちはライフプラン、

父母のみなさまにお願いしたいこと

本宮 正晃（株式会社広島銀行人事総務部人事企画課長代理）
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ました。職員も450名のうち144人が命を落として

います。そういう中で大事なエピソードが二つ残っ

ています。

　一つ目のエピソードです。被爆当日、残った人

たちが本店に集まって営業再開に向けて会議をし

ました。一日も早く営業再開しないといけないと

相談し、翌々日８月８日には日本銀行に場所を借

りて営業再開しています。当時、お客さまは通帳、

印鑑は、燃えてなくなっています。ほぼ資料も燃

えてなくっています。そのようななかで、当時の

職員はこう考えました。地元のお客さまはこうい

う大変なとき、お金をおろしにこられるだろう。

対応しないといけない。一日も早く銀行を開けな

いといけないと。二つ目のエピソードです。当時

の責任者が被爆をして、体に斑点が出てきて、自

分の命はもうもたないな、と覚悟されました。そ

ういう中で、営業再開した支店に赴き、自分が当

時、覚えていた情報を伝えて、残っていた職員に

書き取らせたそうです。なぜそうしたか。そうし

ないと帳票等が燃えて記録がない。当時、職員の

記憶だけで「このお客さまはこのくらい預金して

くださっていた。このくらいなら支払いしても問

題ない」といった対応をしていた状況下、「自分

が覚えている情報を伝えることなく、自分が死ん

でしまったら、そのお客さまが来店されたときに

困る」、そういう思いで、先ほどのような行動に

出たのです。実際に記憶を伝えた後、家に戻って

４、５日で命を落とされたそうです。

　この二つのエピソードが、まさに広島銀行のア

イデンティティとして脈々と受け継がれています。

自分たちが地域のために何をすべきか、何をしな

いといけないか。使命感、責任感を大事にして地

元のお客さまと信頼関係を築こう、と営業を続け

ております。

　以上で広島銀行の宣伝も入れさせていただき、

ご説明とさせていただきます。ぜひみなさまのお

子さまが就活をされる際、選択肢の一つに広島銀

行を上げていただきますよう、何卒よろしくお願

いいたします。ご静聴、ありがとうございました。

すが、アドバイスできる最後のチャンスです。ぜ

ひアドバイスしてあげてください。

　「何を教えてあげればいいの？」、そこが人生

の先輩として、ライフプラン、Ｕターンの魅力を

企業情報以外に、ぜひ伝えていただきたいと思い

ます。そこで大事なのは学生の目線で何がいいか

教えてあげてください。これは広島県の資料です。

まずは20代、就職、遊びに充実、キャリアアップ、

結婚、こういうライフステージでどんなメリット

があるのか。30代になったら、どこで結婚して家

を買うか、どこで子育てをするのか。40代、みな

さんのお子さんが、今度は、自分の子どもを進学

させる。50代以降は第二の人生、どこで送るか。

近所に孫がいたらうれしいですよね。そういうと

ころまで語ってください。ちなみに広島と東京の

生涯収支比較ですが、東京の方が給料は高い。で

すが、広島は生活費が安い。東京と広島で生活し

たときの収支の差ですが、広島で働く方が将来

2,000万円も得になる。こういうことをぜひ伝え

ていただければと思います。では、広島にはどん

な企業があるのか。たくさんの企業があります。

マツダ、北川鉄工所、青山商事、ボールの MIKASA

とか、アンデルセン、ジャムのアオハタ、有名な

企業もたくさんあります。うちの子は上場一部上

場の会社に入れないと気が済まない。上場企業一

覧もあります。広島銀行も東証一部上場です。ぜ

ひお子さまに情報の提供をしていただきたいので

す。

▼広島銀行のアイデンティティ

　最後に、広島銀行の宣伝です。明治11年創業で

去年創業137年を迎えた古い銀行です。もともと

は尾道に第六十六国立銀行として発足、統廃合を

繰り返して今日を迎えています。学生のみなさん

に説明会でご案内する資料ですが、大事なページ

だけ説明させていただきます。広島銀行の歴史を

語る上で避けて通ることができないのが「８月６

日、原爆被災」です。昨日、オバマさんもこられ

ました。当時、本支店16あるうちの11が全半焼し
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があると考えています。学生も保護者の方も、「地

元に帰っても就職がない」と思っている方が結構

おられます。それはある意味誤解といえます。長

野県にも優れた企業はたくさんあります。また中

にはお子さんが地元に帰ろうと思い、地元の企業

を研究して内定をとってきても、「そんな会社は

知らない、大丈夫か。やめた方がいいんじゃない

か」と親御さんの反対にあって内定を辞退。お子

さんの苦労が台無しになったという話も聞きます。

　最近のお子さんは親御さんのアドバイスを尊重

する傾向があります。本日の話や資料をもとにじっ

くりお子さんと話しあう機会をもっていただき、

お子さん自身のお考えもあるかと思いますが、親

御さんも「できれば地元に帰ってきてほしい」と

いう思いがありましたら、一度ゆっくり話しあっ

て「長野県にもなかなかいい企業があるらしいよ」

とお伝えください。よろしくお願いします。

▼長野県の暮らし・長野県産業の魅力

 （パワーポイントによる説明）

　次に、長野県と長野県産業の魅力についての PR

をします。

　長野県は豊かな森林、清らかな水、四季の変化

に富んだ美しい自然環境に恵まれ、スキー場や温

泉、保養地という多くの観光資源をもつ全国屈指

の観光県です。東京や大阪、名古屋３大都市圏に

近い有利な条件にあり、高速道路、新幹線の交通

網も整備され、内陸ですが世界的な競争力を有す

る工業県でもあります。北陸新幹線が金沢まで延

伸したこともあり、より利便性が高まって観光客

の増加、企業誘致など県内経済への波及も期待さ

れています。

▼はじめに

　県庁で若者の就職支援政策を担当しています。

本日は、Ｕターン就職に向けたお話をさせていた

だきます。

　地方はどこも人口減少、少子化により、活力が

徐々になくなっていくという危機感を持っていま

す。そんな中で、是非とも若い長野県出身の人た

ちに帰ってきていただき、また長野県出身以外の

人も長野県に来たいと思っていただきたいと取り

組みをしております。

　今回のお話は、まずＵターン就職の現状につい

てお話をし、次に保護者の皆さんやお子さんたち

も、分かっていそうで気づかない長野県の魅力に

ついてお話しします。地元にいますと長野県、信

州は何もないとお考えになりがちですが、そう捨

てたものではないということを感じていただけた

らと思います。そして最後に、長野県での就職情

報、相談窓口、県内の企業情報などについて説明

をさせていただきます。

▼Ｕターン就職の現状

　県内出身の学生の動向ですが、大学進学者の実

に８割以上が県外の大学に進学しているのが現状

です。県外に出ていった学生の就職先ですが、今

年３月の卒業生で長野県内の企業に就職したのが

38％です。８割以上の学生が県外の大学に進学し

て、長野県の企業に就職するのがその４割弱です。

Ｕターン就職率は景気がよくなり、学生の売り手

市場になるほど減少していく傾向にあります。来

年卒業する学生のＵターン就職率はさらに下がる

のではないかと危惧しております。

　Ｕターン就職率が低い要因の一つには情報不足

長野県へのＵターン就職について

早川 政宏（長野県産業労働部労働雇用課課長補佐兼雇用対策係長）
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　長野県としての取り組みです。中期総合５カ年

計画「しあわせ信州創造プラン」を策定し、県内

産業の健康・医療、環境・エネルギー、航空、サー

ビス産業へのさまざまな支援を行っています。ま

た世界水準の山岳高原観光地づくりを目指した取

り組みも行っております。また、昨年10月、人口

減少の状況を踏まえ、地域社会の維持・活性化に

向けた取り組みをさらに強化しようと、「長野県

人口定着・確かな暮らし実現総合戦略」を策定し

ました。この戦略をもとに「安心して働ける長野

県」「希望する結婚や子育てができる長野県」「人

を引きつける魅力ある長野県」を目指して県民の

皆様と力を合わせて「地方創生」に取り組んでお

ります。

　仕事や会社選びは大切ですが、仕事ばかりが人

生のすべてではありません。どんな仕事を選び、

企業を選ぶかと同じくらい、生活全体の質、暮ら

しそのものの充実度を考えなければいけません。

その点、信州の暮らしは魅力的だと思います。長

野県は「移住したい都道府県」の No.１になって

います。また都道府県別の「平均寿命」も No.１、「待

機児童」ゼロ。自然の中での子育てに魅力を感じ

て都会から移住して来られる若いご夫婦が増える

など、長野県に注目する方々も多くなっています。

　田舎、地方は不便だといわれますが、逆に地方

で暮らすことのメリットとして豊かな自然の中で

ストレスの少ない生活が送れる。都会より生活費

が比較的安く済む。満員電車の通勤ラッシュのス

トレスもありません。どこで暮らしても田舎であっ

ても買い物をネットで済ませることもできる。平

日はすばらしい自然、食に恵まれ、通勤ラッシュ

もなくストレスフリーで仕事に集中できる。週末

は大自然に溶け込み、各地の食や文化を楽しみ、

心身をリフレッシュさせる。刺激を受けたいこと

や気分転換したい時は首都圏をはじめとする周辺

都市圏にもアクセスしやすい。そういう生活がで

きる地域です。

　このように、長野県の産業の魅力、地域として

の魅力も捨てたものではないと思いますが、今後、

長野県産業をさらに発展させて地域を元気にして

　長野県の産業は、歴史的には明治期の製糸業、

高度経済成長期の精密機械工業、近年は情報電子

産業など、新しい成長分野に挑戦することによっ

て発展してきています。ものづくりの DNA が連

綿と引き継がれているのが県の産業の特徴であり、

特に基幹産業である製造業についても大きな基盤

となっております。

　現在は情報通信機械器具の電子部品、デバイス

電子回路の集積地となっておりまして、製品の出

荷額は全国トップクラスを誇っています。県内企

業の特許出願でも、全国的にも上位に位置し、新

技術の開発に向けた力をもつ企業が多いことも特

徴です。こうした独自技術を武器にして世界トッ

プシェアを占める企業も多数存在します。時代の

一歩先を読む先見性、発想力、それを形にする技

術者の努力の賜物といえます。また新聞等でも話

題になった、国産初のジェット旅客機として初飛

行に成功した三菱リージョナルジェット「MRJ」

ですが、約100万点といわれる機械部品がありま

すが、その供給に長野県内の企業もかなりの部分

に携わっています。今後の成長が大いに期待され

る航空機産業に貢献する技術力も特徴の一つです。

　８年前の平成20年、リーマンショックがありま

したが、その余波で日本経済全体の元気がなくな

る中、長野県の製造業は積極的に海外に進出しま

した。現在、長野県企業の海外事業社の総数は1,100

カ所を超え、世界を舞台にしたビジネスを展開し

ています。

　グローバル化が進み、あらゆる分野で世界とつ

ながっている今日ですが、海外での販売、販路拡

大、農産物の輸出、外国人旅行客の誘致など海外

の活力を県内に呼び込むことも大切です。近年、

海外からの旅行者が大きく増え、一昨年の数字で

すが宿泊者数は３年間で約３倍増となりました。

外国人が選ぶ旅行先としても、長野県は注目を集

めています。県内産業の７割近くのウェイトをサー

ビス産業が占めています。これらの産業の活性化

についても県として力を入れているところであり

ます。さまざまな分野で長野県産業は頑張ってい

ます。
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　県外の相談施設では、東京銀座に移住交流・就

職相談コーナーがあるほか、名古屋、京都から近

い大阪にサポートデスクがありますのでご利用く

ださい。県内の相談窓口では、「ジョブカフェ信州」

が松本・長野にあり、上田にもサテライトが６月

１日にできまして、支援を行っております。

　同志社大学の卒業生の方が就職している企業の

一覧も載せてあります。県内のさまざまな企業、

市役所等に就職されています。長野県内の企業の

売上高、上場企業の情報も載せています。

　学生の皆様に情報が届かないだけで魅力ある企

業はたくさんあります。県が行ったアンケートで

は、３割の学生が「家族からの情報が就職活動に

役立った」と回答しています。家族のみなさんの

ご支援、アドバイスも有効だと思います。本日の

資料等ご覧いただき、ぜひ就職活動に役立ててい

ただければと思います。

　以上、長野県でのＵターン就職の取り組みにつ

いてお話をさせていただきました。

お問い合わせ先　�

長野県産業労働部　労働雇用課　雇用対策係

〒380-8570（専用郵便番号）

長野市大字南長野字幅下692-2

TEL 026-235-7201　FAX 026-235-7327

E-mail：rodokoyo＠pref.nagano.lg.jp

　　� 　　

～長野県内への就職支援情報を随時発信中～

　「長野県で働こう　学生向け就職支援」

 Facebookページ

https://www.facebook.com/ 

naganoken.shushoku

　　� 　　

☆長野県の「就職情報提供サービス」☆

http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/ 

sangyo/rodo/koyo/izumi/topic/ 

shushokujoho.html

いただきたい。そのためには活力ある若い人材が

必要となります。その思いから県内外の大学に進

学した学生に県内企業の魅力を発信して学生の就

職活動を応援しています。Facebook の運営や就

職情報提供サービスを積極的に行っています。

　今年度から県外の大学に通う学生が県内の企業

のインターシップに参加する際、学生の交通費、

宿泊費を援助する制度を創設し、県内事業所等へ

のインターンシップへの参加を促進しています。

また昨年度、県内企業の若手社員による「シュー

カツ NAGANO 応援隊」をつくり、交流会を開き、

長野県内で頑張っている先輩の声を直に聞く機会

をつくりました。今年度も東京、長野、松本で交

流会を開催する予定です。県外でも学生にさまざ

まな情報を提供し、就職相談コーナーを設けて支

援を行っており、銀座 NAGANO にも、京都から

近い大阪、名古屋にもサポートデスクを設置して

おります。

　長野県には優れた技術やサービスをもつ魅力あ

る企業が存在いたします。さまざまな就活サポー

トもあります。是非とも皆様のお子さんの優秀な

力を県内企業で活かしていただきますようお願い

いたします。

▼就職情報提供サービス・相談窓口・各種支援

制度 （冊子等による説明）

　お配りした冊子「ふるさと信州で就職」で県内

の就職情報の入手先、企業窓口などを紹介してい

ます。挟み込んだ「保護者のみなさまへ」という

ペーパー等と併せて説明いたします。

　「長野県就職情報提供サービス」を実施してい

ます。ご登録いただきますと合同就職説明会や自

治体等の採用試験情報などメールで随時受け取る

ことができます。Facebook でも随時、就職に関

する情報を提供しています。

　インターンシップの補助制度を今年から創設し

ました。お一人４万円を上限に交通費・宿泊費を

補助するものです。是非ご活用ください。
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た小遣い稼ぎに接客業のアルバイトをしました。

他大学の学生の友人、社会人の友人もでき、大学

では経験できないこともあり、視野も広がったの

ではないかと思います。そんな大学生活はアッと

いう間にすぎ、気付けば就職活動に突入していき

ます。派手な髪形をする学生も多かったわけです

が、途端に黒髪、短髪に変身し、あまりの変更ぶ

りに誰かわからなくなるくらい、皆一斉に変わっ

ていきます。一気に就職活動のムードになります

が、私はというと「流れに身を任せ」といった具

合でした。やりたいことが見つからなかったわけ

です。入学した時は大学４年間でやりたいことが

見つかればいいなと思っていたのですが、そんな

甘い考えでは見つかるわけもなく、気付けば就職

の時期に差しかかったということです。就職活動

で段々と焦りが出てきます。人気就職ランキング

が目に入りますし、電通とか博報堂とか○○銀行

のように企業名に引かれます。手たり次第に受け

ました。ライオンのコマーシャルを見ればライオ

ンを受けるというレベルでした。バブル崩壊後、

1992年から2004年までは就職氷河期といわれ、厳

しかった時代です。私が就職したのは2005年、氷

河期からは少し抜けていましたが、依然として厳

しかったと記憶しています。エントリーシート、

履歴書をパソコンで送って第一選考の面接にいけ

るのは限られます。100社くらいエントリーシー

トを送って面接にいけるのは10社ほど。やっとの

思いで面接に到達、２時間程の会社説明会を東京

まで行って聞きます。そこで「10秒間、自己アピー

ルしてください」という面接。これだけで落とさ

れます。２時間説明を聞いて10秒で評価されて終

わり。これもまだいい方です、エントリーシート

で落ちるのに比べれば。くる日もくる日も「今回

　本日はこのような席でお話させていただくこと

大変光栄に思っております。私は昭和56年５月生

まれ、今年で35歳です。平成12年、倉敷の岡山県

立倉敷青陵高校を卒業、同志社大学商学部商学科

に入学しました。平成17年に大学を卒業、株式会

社トマト銀行に入社、今年で13年目となります。

現在は法人新規融資開拓専門部署で当社と融資取

引をしていただいていない企業に対して営業を行

う業務をしております。本日は「Ｕターン就職に

ついて」お話をさせていただきたいと思います。

何かのお役に立てればと思っております。

　地元岡山にＵターン就職しましたが、学生時代

は都会の大きな会社に就職したいと思っていまし

た。一方で両親は私に岡山に帰ってきてほしいと

いう思いがあったようです。就職活動を通してい

ろいろ経験させていただき、自分自身、岡山で就職

すると決めたわけですが、Ｕターン就職をして10

数年たって今、思うことをお話したいと思います。

▼学生生活について

　学生生活について。私も大学は５年間通いまし

た。就職が厳しかったことが理由と勉強が好きだっ

たこと、私の好きだった勉強は社会勉強だったの

ですが、同志社大学は私の中で「いけたらいいな」

と憧れの大学だったので入学できたことに満足し

て気が抜けてしまったのかなと今では反省してい

ます。１学年、１学部に1,500名と大きい大学です。

バラエティに富む学生がいまして田舎ものの私に

は刺激的でした。北海道から沖縄まで、外国出身

の方もたくさんいて方言もさまざまで会話に困る

くらいでした。そういう出会いは驚きとワクワク

の連続でサークル活動等を通じて出会った友人た

ちとの生活は楽しかったなという思い出です。ま

Ｕターン就職について

塩田 英喜（株式会社トマト銀行）
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したし、父は担当の銀行員や支店長と懇意にして

いましたので、前に「トマト銀行にお世話になっ

た」といっていたのを思い出しました。父もこれ

だけいっているし、一度聞いてみようかと説明会

を受けました。私の銀行員のイメージは、とにか

く硬い、まじめ、何となく冷たい、数字に強く、きっ

ちりして細かい仕事を地道にこなす、こんな感じ

に思っていました。私の性格とは正反対なのかな

と感じてました。トマト銀行は岡山県に本社をお

く銀行で県内のお客さまがほとんどの地方銀行で

す。企業理念は「人をつくり、人に尽くす」。地

元岡山への貢献を使命に、そして従業員を大切に

する会社なのかなと思いました。そしてそういう

思いが、面接、説明会で伝わってきました。都会

の大企業ばかり受けていたせいか、正直、私の中

で新鮮でした。都会の大企業は、従業員は上昇志

向の塊で、生き馬の目を抜くような雰囲気の中で

仕事をし、結果として離職率も高い。あくまで私

の主観ですが。採用後にはふるいにかけられて、

残っていった人だけが、どんどん上に昇っていく。

それに比べトマト銀行はアットホームな感じがし

ました。どちらの雰囲気がいいかは個人の価値観

だと思いますが、私には、アットホームな職場が

あっているのかと思ったことを記憶しています。

なんとかトマト銀行から内定をいただいたわけで

すが、正直、迷っていました。やはり全国区の企

業への憧れ、都会でバリバリ仕事をやってみたい

といった部分も捨てきれませんでした。人生の一

つの岐路です。そんな時、アルバイト先の店長が

こんなことをいっていました。「大企業の歯車に

なるより地方企業のトップになったらどうか」。

確かになと思いました。面接を受ける中で内定を

なかなかもらえない、同じ試験を受けても隣の学

生よりできないと感じる日々、上には上がいると

実感していました。大企業に就職できたとしても

私では厳しいかなという思いもありました。それ

よりも地方の企業で、責任ある、やりがいのある

仕事ができるならその方が良いのかなと思ったり

していました。それでも都会への憧れ、企業ブラ

ンドへの憧れはなかなか捨てきれません。どうし

ようかなと悩みましたが、最後には、こう結論づ

はご縁がありませんでした」で始まるハガキやメー

ルを何度も貰ったのを思い出します。それでも何

とか内定を３社いただくことができました。メー

カーの営業職です。名前は皆様も聞いたことがあ

る比較的有名な会社です。企業ブランドに引かれ

て受けた会社です。待遇は非常によかったです。

ボーナス７ヶ月分とかです。ネームバリューの響

きに引かれてしまうのですが、注意深く目をやる

と離職率が高く、長く続けていくには厳しい会社

なのかなとも思いました。全国に支社がある企業

だったので面接では「全国どこでもいけますか、

海外勤務も大丈夫ですか？」といった質問も来ま

した。「できない」というと終わりですから「で

きます」と答えました。当時の私は本当に大丈夫

と思っていましたしいろんなところにいけたらラッ

キーだなと思っていました。北海道にいって３年、

沖縄にいって、海外も、という感じで簡単に考え

ていたかなと思います。ただ何となく迷っていま

した。実際に仕事をしたことがないですし、就職

説明会ではいいことばかり伝えられます。自分が

仕事をするイメージがもてず、入ってみて違うと

いうこともあると思いますし、実際にやっていけ

るのかと、不安はありました。

▼Ｕターン就職

　そんななかで父からある時、「岡山に帰ってこ

ないか」という電話がかかってきました。私には

６歳年上の兄がいます。卒業後、山口県に本社を

おく企業に就職していますので、岡山に帰る可能

性は低かったようです。両親としては兄が難しい

なら私には帰ってきて親元で就職してほしいとい

う思いがあったようです。今にして思えば、両親

には、子どもがやりたいことはやらせてやりたい

という思いと、できるなら岡山で就職してほしい

という両方の思いがあったかなと思います。父は

電話で「今度、トマト銀行で会社説明会があるか

らいってみれば」。父なりに調べていたのだと思

います。父は会社勤めではありますが、銀行と話

をするポジションにいました。そして父の会社の

メイン銀行がトマト銀行でした。その縁で私の家

の住宅ローンもトマト銀行でお世話になっていま
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まず不可能だったなと思います。身の回りのこと

を文句もいわず、無償でしてくれるのは母親しか

いないと思います。今、私も結婚していますが、

妻では絶対無理だと思います。私も妻には相当気

をつかっていますし、何かお願いする時には「ご

めん、何々」と枕詞のように出てくるものです。

私は結婚して実家から離れて今はアパートで暮ら

していますが、実家から車で15分と比較的近くに

います。最近になりようやく親のありがたみに気

づいた私は、休みの日はなるべく実家に帰るよう

にしています。子どもをつれて帰ると両親は孫が

かわいいのか、おだやかな顔をして笑っています。

月に数回、外出したりすると毎回、おいしいもの

をおごってもらっているというところです。両親

には旅行や記念品など時期をみてプレゼントした

いなと思っていますが、なかなか機会もなくて。

でも、ただの食事も親孝行のようです。両親にとっ

ては我が孫に会っていっしょにご飯を食べるのが

一番の幸せのようです。親の助けも助かります。

ちょっと子どもをみてほしい、子ども連れでいけ

ない時、幼稚園、保育園の迎え、体調を崩した時な

ど本当に助かっています。また岡山での生活はと

てもおだやかです。旧友との絆も深まりましたし、

岡山の地に帰ってきて気持ち的にホッとしました。

都会での生活は無理をして背伸びをしていたのか

なと今にして思えば感じます。小学校、中学、高校

時代の友人とも親交が戻りました。大学でできた

友人とはまた違って、無邪気だった子どもの頃か

らの関係は損得関係もなくつきあえる、とても心

地良いものです。互いに家族ができ、妻や子ども

を交えてバーベキューをしたり、家族同士が打ち

解けるのも早かったように思います。あくまで個

人的な意見ですが、私自身、Ｕターン就職して岡

山に帰ってきたことはよかったなと思っています。

けました。「親のいうことを聞いてみよう」と。

親は子どもの幸せを考えないなんてことは無いわ

けですし、また一番近くに居る人生の先輩です。

父は自分の経験をもとに私に助言しているわけで

すから、人生の先輩でもあり、私のことを一番に

考えてくれる親のいうことを聞いてみよう。大学

も５年もいかせてもらったという負い目も正直あ

りましたが、恥ずかしながらまだこの頃の私は親

のありがたみや親への感謝に心底気づいていたわ

けではありませんでした。知識レベルの話で、親

には「感謝しないといけないな」「親のいうこと

は聞いておこう」という程度でしかわかっていま

せんでした。ただ最終的にはトマト銀行に入社す

ることを自分で決めました。親はその時、大変喜

んでいたと記憶しています。

　そんなこんなで入社して早くも十数年たったわ

けですが、では実際にＵターン就職をしてみてど

うか。結婚する前の数年間は親と同居をしていま

した。ありがたいことに朝は起こしてくれて、起

きれば朝御飯が用意されていて、壁にはアイロン

をかけたワイシャツが掛かっていて、スーツはク

リーニングされている。仕事から帰れば、あたた

かいご飯が用意され、お風呂は沸かしておいてく

れて、下着は籠に入れておけば数日後にはきれい

になっている。それでいて経済的には何の負担も

ないわけです。一人で全部している独身男性と比

べたら、なんと恵まれていることか。大学生活で

５年間一人暮らしをしてきましたので、実家に帰っ

て親のありがたみがとてもわかりました。仕事を

始めてから慣れるまでの数年間は本当に疲れます。

家に帰ってきた時はくたくただったと思います。

そんな時に家事をすべてやってもらえるのは本当

に助かります。夜、仕事から帰って自炊してお風

呂を入れ、洗濯をしてアイロンをかける。とても

できないなと思いました。一人暮らしだったらヨ

レヨレのワイシャツを着て出社していたと思いま

す。また家賃もいりません。普通５万、都会だっ

たら10万くらいいるわけですから貯金なんてとて

もできる状況ではなかったと思います。社会人に

なると、つきあいで飲み会も多くあります。酔っ

ぱらって帰ってきて、それから家事をするなんて、
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▼銀行の仕事

　ここから私の仕事である銀行のことを紹介しま

す。銀行に行かれると女性が「いらっしゃいませ」

と挨拶をすると思いますが、これは預金窓口の業

務です。ここは預金のお客さまの入金、出金の手

続きをしています。次に貸付窓口の業務がありま

す。これはお客さまからのお借り入れの相談を受

けて手続きをしています。それから営業係の業務

です。営業マンは一人ひとりがエリアをもってい

て、そのエリア内のお客様を自分のお客さまとし

て担当します。日中バイクで銀行員が走っている

のを見られることもあると思いますが、これは大

抵営業マンです。また本部の部署もあります。銀

行業務というよりよりは会社の運営、人事、総務、

新しい預金、ローンの開発、キャンペーン戦略等

を練ったりします。また監査部というものがあり

ます。銀行内での不正防止、正しい業務が行われ

ているかをチェックをする部署です。

　また銀行の仕事の魅力についてお話をさせてい

ただきます。まず可能性は無限にあります。私は

入社して２年目に営業職になりました。営業マン

としてはエリアの中で自社のシェアをどうやって

上げていき、どう地域に役立つかが、鍵です。努

力と工夫をすれば可能性は無限大です。エリア内

の取引のないお客さまのところに新規で訪問し、

取引につながれば成果になります。大きな会社で

あれば成果も大きなものになるでしょう。個人の

お客さまでもそうです。大口の預金獲得、融資等、

本人のやる気次第で何でもできます。入社の浅い

社員でも全社一の実績を上げることもできます。

また二つ目は、お客さまの夢を叶えるお手伝いが

できることです。個人の方ならマイホーム、会社

の経営者なら自社所有の新社屋がよく夢として語

られます。多額の資金が必要なケースは当然にお

借入れになりますが、大きな金額になるとお客様

は不安をもたれます。その時にきっちり手続きを

すると大変喜ばれますし、少しお借入れが難しい

ケース等は正に銀行員の腕の見せ所です。「こう

すればどうですか？」とアドバイス、組み立てを

考えることでハードルをクリアして資金を借り入

れできれば、お客さまの夢を叶えることができる

のではないかと思います。私も以前、法人さまの

事業所開業の融資案件を手がけたことがあります

が、社長さまは、経験も浅く、年齢も若い方で、

融資資金計画も大きく、容易な案件では無かった

のですが、社長さまの真摯な仕事への姿勢や将来

ビジョンがすばらしかったので計画の妥当性や変

更など作成から一緒に携わり、事業に関する紹介

なども積極的に行っていった結果、当時は融資も

預金も何も取引のなかった当社をメインでの資金

対応とすることができました。当社としても大変

に大きな成果となったわけです。それから三つ目

ですが、お客様を救うことができます。別の案件

では、こんな嬉しい一言をいただきました。飲食

店の経営をされていた方への融資案件ですが、経

営者の方は体調を崩して店を休まれた時期があり、

その間の生活費の借り入れ等で、信販会社等から

高い金利で借り入れをしてしまい、体調が戻って

商売を再開しても借りている金利が高くて、稼い

でも稼いでも、利益は金利に消えていって借金が

減らないといった具合でした。その局面を打開し

たいと相談があり、いろんな金融テクニックを駆

使して借入を全て銀行の低金利融資に切り換えを

して金利負担の軽減を図り、その負担が減少した

分を元金返済に充てることで借入が減るといる組

み立てにしました。その方は最後に私に、「この

ままだったら店を辞めて、どこか遠くにいこうと

思っていたが、お蔭で生きる希望をもてました」

とおっしゃいました。今の二つの事例では銀行収

益にとって営業成績にとっては全社の新社融資の

方が大きな成果ですが、個人的には居酒屋の経営

者さんの言葉の方が実は印象に残っています。今

でも忘れられない言葉です。また今でも年賀状を

頂戴しております。

　また四つ目ですが、私は銀行の仕事はものを売

る仕事ではなく、お客さまの未来を創造すること

だと思います。お客さまといっしょに考え、悩ん

で未来をともにつくっていく、それができるのが

銀行員としての最大の魅力だと思います。お客さ

まのニーズはさまざまです。どうすればニーズに

応えられるか、金融の知識や法律を駆使してお手

伝いする。それが銀行員の役割であり、魅力だと

思います。またトマト銀行は店舗が岡山県にある

地方銀行です。転勤も比較的近場ですし、単身赴
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任も滅多にありません。長期出張もありません。

家族を大切にできる職場です。銀行員は仕事から

帰るのが遅いのではないかとよくいわれます。昔

はそうだったようですが、今は家に帰って子ども

をお風呂に入れてご飯をいっしょに食べることが

できるくらい早く仕事からは帰宅しております。

また法人のお客さまの場合、若輩者の私がお邪魔

しても相手をしてくださるのは社長様、経理部長

と立場のある方です。一営業マンに社長様自らが

お相手してくださるのは銀行員が稀なのではない

かと思います。人間の成長は仕事でのウェイトが

７割と聞きます。人生の大先輩を相手に仕事をさ

せてくださることで自己研鑽も当然必要ですし、

さまざまな情報を有していないといけないわけで

すから、自然と成長できたかなと手前ミソながら

思っています。

　それから少し前に半沢直樹というドラマが流行

りました。銀行員が主役のドラマで視聴率も高く、

私も好きで見ていました。大変面白かったと思い

ますが、見ている人には、銀行員の印象はあまり

よくなかったのかなと思います。私も当時お客さ

まから「大変だね、銀行は」とよくいわれました。

このドラマの影響で実際に銀行の内定を辞退する

就活生も増えたそうです。ドラマの中ではこんな

言葉が良く出てました。「手柄は上司のおかげ、

失敗は部下のせい」、「失敗すれば出向、片道キッ

プの島流し」。出向とは、あくまで所属は銀行で

すが、実際には取引先の会社に部長職等で行って

その会社の仕事をするというものです。名目上は

銀行の社員ですが、実際は取引先の社員のような

ものです。期間に限りがある形の制度ですが、そ

のままその取引先の会社に転職するケースが多く、

「片道キップの島流し」と、揶揄されます。また

こんな言葉も使われていました。「一度失敗する

とやり直せない。一発逆転はない」、「やられたら

上司にもお客さまにも倍返し」。こういう話は大

手のメガバンク等では実際にあるのかもしれませ

んが、私の職場ではドラマとは全く違います。手

柄を横取りするという風潮もないと思いますし、

出向は一定の年齢がくるとキャリアの選択肢とし

ては出てきますが、業務で失敗したから責任をと

らされて出向というのは聞いたことがありません。

一度失敗したらやり直せないというのも銀行特有

のように厳しく聞こえますが、サラリーマンなら

至極普通のことで、研究者やスポーツ選手ではな

いのですから一発逆転は普通はないです。どの仕

事でもそうだと思いますし、銀行が特別というこ

とを感じたことはないです。またドラマでは、半

沢直樹は当時の顧客や大和田常務に対して、やら

れたことを倍返ししますが、もちろんお客さまに

対しても上司に対しても普通は仕返しをすること

は当然ありません。そういうギスギスしたムード

ではないです。上司に不満があれば飲み屋でグチ

をいって終わりということです。また派閥や学閥

もありません。ドラマ批判のようになってしまい

ましたが、ただ半沢直樹は銀行員としては、表面

上だけではなく企業に深く入りこみ、その企業の

発展の為に真摯に取り組んだ姿勢は、尊敬できた

なと思います。

▼人生の分岐点

　最後に、就職というのは人生の大きな分岐点だ

と思います。私も後悔することも多々ある人生で

すが、就職の時に親の意見を聞いたことは良い選

択をしたと思っています。つまり自分の思いより

親の意見を優先できたことです。私は両親とは仲

のいい方ではなかったと思います。反抗期で大学

進学を迎え、両親との距離は遠かったかと思いま

すし、親への感謝をできるようになったのは結婚

してからのことだと思います。私にも今は、子ど

もが二人おりますが、かわいいし、大切な宝物で

す。きっと私のことをそのように思って両親も私

を育ててくれたのだと思います。私が今、子ども

に対して思うことは、できることなら苦労も少な

く幸せな人生を歩んでほしいということです。きっ

と私の両親もそう思っていたはずです。そしてそ

ういう思いでいってくれていた親の話に、本当の

意味ではわかっていないながらも、耳を傾けるこ

とができた23歳の当時の自分を、今となって少し

褒めてあげたいなと思っています。私からの話は

以上でございます。ご静聴いただきましてありが

とうございます。
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日に出た高知県で2016年春に卒業した方の内定率

は95.3％。就職環境はかなり好転していまして民

間の就職支援会社が調べている大卒の求人倍率は

民間企業の就職希望学生が今年42万人。民間企業

の求人数が延べ73万人。選ばなければどこかに就

職できる。求人倍率1.74倍。100人の学生に174の

仕事がある。就職環境は学生にとってはいいです

が、企業側からすると人がとりづらい状況です。

過去10年に遡りますとリーマンショック、東日本

大震災の前は２倍を超えていましたが、一気にダ

ンと下がって徐々に上がり、今年1.74倍、去年1.73

倍、その前が1.26倍と徐々に上がってきています。

東京オリンピックの関係か企業の求人数はかなり

改善されています。

　次に就職活動のスケジュールが大きく変わって

います。３年生の３月から企業へのエントリー、

採用情報が公開され、６月から解禁となっていま

す。３月スタートの６月試験。去年は３月スター

トの８月試験。一昨年は12月スタートの４月試験

でした。このスケジュールを見誤ると就職環境が

いいといっても就活の波に乗っていけない。この

就活の最初にするのが「自己分析」、「業界研究」、「企

業研究」。夏場、冬場にインターンシップなどで、

どんな企業があるか、自分はどんな人間か、好き

なこと、嫌いなこと等、自分を見つめ直す機会が

３年生のタイミングです。その後、３月から企業

説明会、会社訪問が始まり、採用試験が６月、今

頃から内定が出てきているのがオフィシャルな状

況です。

　少し細かくお話ししますと、自己分析は何をや

るのか。さまざまな企業があってお客も違えば扱

う商材も違う。ものを売るところ、サービスを売

　高知へのＵターン就職についてですが、高知県

の人口は年々減っていまして、一時期は85万人、

現在は70数万人まで落ちてきています。高知県の

出生数は１年間で5,000人そこそこくらい。一時

は１万人を超えていましたが、若い人が県外に進

学してそのまま就職することが高知県、地方都市

ではかなり問題で、若い人に帰ってきてもらって

高知県で生活基盤を築いてもらうことが高知県の

発展に寄与するのではないか。高知で住むために

は高知で働くところがないといけない。そういう

思いで高知の就職のご紹介をする会社をしていま

す。

　弊社は高知商業高校の近くのソフトウェア団地

にありまして仕事内容は企業の採用活動のお手伝

い、仕事を探している方の就職活動の手伝い、そ

の他、就職セミナー、都市部から帰ってくる方を

ヘッドハンティングしたり、さまざまな採用にま

つわる仕事を高知県で就職したいという方を対象

にお手伝いをさせてもらっています。私は現在、

36歳。県内高校を卒業後、東京の大学を卒業して

高知県に帰ってきました。仕事のメインは企業の

経営者の方と採用についてお話しすることです。「今

年、何人採用したい」とか「５年後、新規事業を

立ち上げるからこういう人がほしい」という相談

に乗ってアドバイスをしています。今日、みなさ

んにお話させてもらうのは現在の就活事情、特に

近年は就活スケジュールがいろいろ変更になりま

した。また企業が求める人材、保護者と子どもの

かかわり方についてもお話をしようと思います。

▼就活事情とスケジュール

　まずは就活事情とスケジュールですが、４月13

高知へのＵターン就職について

山中 崇之（株式会社ケンジン取締役）
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めに採用試験があるだろう」と思うと、もう終わっ

ている可能性が高い。高知県で就職するのであれ

ば高知県の情報収集をしていただきたい。採用状

況は弊社のインターネット上でも告知しています。

会員登録をいただければ情報をメールでも定期的

に流しています。

▼企業が求める人材

　そして企業が求める人材ですが、まず「目に見

えるもの」、判断基準としては学業成績、学歴、

どこの大学を出たのか、大学時代にどんな資格を

とっていたか、採用試験の結果など、一般的には

数値として視覚的に見えるもの。それから「目に

見えないもの」として、たとえば経済産業省が例

示する社会人基礎力。「前に踏み出して失敗して

も粘り強く取り組む力」「さまざまなことに疑問

をもち考えぬく力」「いろんな人たちとともに目

標に向けて協力する力」。点数化しにくい、文章

化しにくいことですが、いろんな経営者の方とお

話すると「目に見えるもの」より、「目にみえな

いもの」に重点をおいて採用活動しているように

思います。目に見えないものが、その後、企業の

どのような経済活動に影響を及ぼすか。何事も受

け身という印象を持たれた方は入社しても与えら

れた仕事しかしない、新しいことに挑戦しない、

コミュニケーションをとらない性格かなと推測さ

れます。一方面接で、過去のサークル活動や課外

活動で自ら進んで考え、行動する具体例を挙げる

と「この人は入社しても積極的に企画や提案をし

たり、プロジェクトに自ら参加したり、自分の意

る企業もあり、それぞれ求める人材が違います。

自分がどの業界に向いているか、どの業種に向い

ているか、自分がいきたいと思っても向いてない

可能性もあるので自分を見つめ直す。自分の棚卸、

なぜこの大学にいきたかったのか、この学部で学

びたかったのか、サークルになぜ入ったのか、こ

んなことをしたいと過去のターニングポイントで

自分が選んできた選択を振り返ってみるのが自己

分析です。自分を受け入れてくれる社会にはどん

な仕事があり、どう社会に貢献していくか。大学

ではなかなか企業にふれることがないので、みな

さんにお配りしている就職ガイドブック「高知の

企業」を見てもらいながら、たとえば鉱石を採掘

して商社に売る仕事、銀行もある。車を売る、身

の回りにあるスーパーもある。業界それぞれでど

んな人が求められているかを企業側の視点で研究

していきます。

　その後、３月頃から合同企業説明会にいって実

際に企業と接触します。一応３月までは就活とし

て接触してはだめだと経団連の倫理協定で決めら

れていますが、３月以降、複数の企業と複数の学

生が会議室に集まり、ブース形式で面談説明会を

するのが就職セミナー。高知県ではかるぽーとや

県民体育館とかで行われています。就職セミナー

の雰囲気ですが、高知では後ろにパーテーション

があり、企業の社名があり、「うちはこんなこと

をやっています」と紹介して詳しく話を聞きたい

学生が並んで企業の方が説明する。単独会社説明

会は、複数の企業が集まる中で「この会社面白そ

うだ」と思った会社を訪問して工場の様子、働く

方のお話を聞く。こういう活動をしながら企業を

絞って採用試験を受けていきます。筆記試験、一

般教養、専門試験、適性検査。面接試験は個別面

接、集団面接、グループ面接があります。

　次に高知県の今年の採用試験の日程です。「６

月に試験をしてください」と政府や経団連から企

業に指導がきていますが、実際に企業は人がほし

いので６月まで待っているとライバル企業にとら

れるという思いが強く、高知では早いところは２

月から、ピークが５月頃でしょうか。「地元は遅
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か、どんなことに悩んでいるか、どんな考えをもっ

ているかをお子さんの口から話してもらうために

も環境づくりが大切ですし、子どもとコミュニケー

ションをとっていく中で相談しやすい環境はつく

られていくのかなと思います。ご注意していただ

きたいのは命令口調とか否定とか、「あんたこう

しなさい、銀行受けなさい、公務員の求人が出て

いたらいきなさい」と命令しない。内定をとって

きた会社をわからない会社だからダメというとか。

今だったら人工知能の会社、IT の業界とかはよく

わからないかもしれません。今後、バケていくか

もしれないですが、わからないがゆえにダメ出し、

否定してしまうことはやめてください。お子さん

が自分で悩みに悩んで会社を受けて親に「こうい

う企業から内定をもらった」というと「やめとき

なさい。わけのわからん会社は行くこともない。

この間、新聞に銀行の募集が出ていた。農協が、

消防局が募集出していたから受けてみなさい」と

いうと途端、今までやってきた業界研究、自己分

析をやってきて、社会に出ていく準備をしていた

のが一気に崩され、「就活やーめた」と、そこか

らドロップアウトすることも多々あります。そう

いうことにならないためには命令口調、否定、ダ

メ出しはしないでいただきたい。お子さんの孤独

感や不安感を理解していただきたい。何も話さな

いのは話したくないわけではないのです。何も話

してこないから迷いもなく、不安がないわけでは

ないことを理解していただければと思います。

　最終的には子どもの自主性を尊重することが大

切です。では保護者はどんな形で就活にかかわっ

ていけるか。例えばマナー、言葉づかい、髪形、

服装などのアドバイスは良いと思います。みなさ

まはお子さまより早くに社会に出られているので

TPO とかどのようなマナー、気遣い、服装、髪

形で企業と接すればいいかご存知だと思います。

面接の時に茶髪だったり、靴が汚れていたり、女

性だとスカートが短すぎたり、「ちょっとそれは

ないんじゃないか」ということは、みなさまの方

がお子さんより長けていると思います。言葉づか

い、社会に出ている方と話をする機会は学生たち

見を主張しながらまわりと、うまくやっていける

人」と推測されます。そういう人たちが会社や社

会で活躍することを間近に見ているので点数が何

点以上の人が活躍しているとか、有名大学の人が

活躍しているとかではない。大学入試は偏差値が

ありますが、就職活動には偏差値がありません。

この会社への入りやすさ、入りにくさ、この会社

の偏差値は60とか65とかいうことはない。入社試

験というのは点数で計れない。企業それぞれで求

める人材が違う、点数化しづらいところを求めて

いるので、こういうことに行き着くのかなと思い

ます。

　大学の勉強も資格取得も大切だと思いますが、

それよりも大学では課外活動、ゼミに参加して不

特定多数の人たちとものごとをなし遂げるところ

が、その後の就職活動、社会人になってから生き

てくるかと思います。私は大学時代、特にサーク

ルにも入ってないし、課外活動もクラブ活動もあ

まりしていないのですが、やっておけばよかった

かなと思っています。

▼保護者と子どものかかわり方

　次は保護者と子どものかかわり方についてです

が、近年は保護者の方が就職活動にかかわってく

る割合が多くなっています。その中で重要なのは

「子どもが相談してもらえる環境をつくること」

「価値観を押しつけないこと」。子どもが相談し

やすい環境づくりのためには、まず子どもはみな

さんとは違う価値観をもっているということを理

解してください。世の中には保護者の方が知らな

い業態、業種もあります。いい、悪いの判断も昔

とは違ってきています。保護者のみなさまが「い

い」と思うことが、そのまま子どもにとって「い

い」ことではないことをご理解していただいて、

ご自分の価値観を子どもに押しつけない。考えを

押しつけない。「あんたはこういう性格だったか

らこういうことができんがよね」と決めつけてし

まう、考え方を押しつけてしまうと途端にお子さ

んは親に相談しなくなります。電話をかけてこな

くなる。電話をかけても出なくなる。どんな状況
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には、ほぼない。社会人との話し方の練習相手に

なってあげるのはみなさんにも十分にしていただ

けることではないか。重要なことは子どもが納得

いく企業を見つけていきいきと働いていくこと。

嫌々親に決められた会社でやっていくとつまづい

た時、自分のせいではなく、人のせいにしてしま

います。自分で納得のいく企業を見つけて自分で

決めたということでないと、後々辛い時にドロッ

プアウトします。

　これはご紹介です。県内企業が約13社集まって

高知の企業の採用担当者や、若手社員とワーク

ショップ形式で高知県にはこんな企業があるとい

う業界研究セミナーをやっています。それから「高

知の企業」というガイドブックの紹介です。16ペー

ジに目次が出ています。50音順で約80社の県内企

業の採用情報を載せています。21ページ以降は業

種別に県内企業が載っています。技術系、流通、

商社、IT、金融、サービスという順です。県内で

毎年新卒採用する企業は150くらいあると思いま

すが、民間企業では四国銀行が年間100名くらい

採用しています。新卒採用している県内企業すべ

て網羅しているわけではなく、県内企業がどれく

らい採用しているか、220ページ以降、県内企業

500社の採用実績の一覧を載せています。回答し

てもらっていない企業もあるので県内企業すべて

ではなく、載っている企業もすべて回答している

わけではないのですが、主だった県内企業の新卒、

男性、女性で何人くらい採っているか。中途採用

も書いています。238ページには行政関係、県庁、

市役所、各市町村が今年４月に採用する予定人数

を乗せています。こういう本を活用していただき、

ぜひ高知県での就職をお考えいただければと思い

ます。

　弊社の事業に関する費用はすべて県内企業から

いただいていますので、就職される方からお金を

いただくことは一切ありません。お気軽にご相談

ご登録いただければと思います。高知での就職を

お手伝いします。以上です。ありがとうございま

した。

司会　ありがとうございました。就職活動を迎え

る子どもたちに、価値観を押しつけない、考えを

押しつけないことを心がけていきたいと思いまし

た。どうもありがとうございました。

お問い合わせ先　�

ＫＥＮｊＩＮ　㈱ケンジン

〒780-0945 高知市本宮町105-18 ソフト団地内

TEL 088-850-0560　FAX 088-850-0567

E-mail　k-navi＠kenjin.ne.jp

URL　http://www.kenjin.ne.jp/
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単位をとればいい」という言葉を素直に受けとめ

ていたようです。124単位ギリギリに登録して２

単位落として卒業できない。こういう学生が全国

的にも増えていると聞きます。離れて生活される

みなさんには、ぜひ「卒業するには124単位以上

必要だから」とお伝えいただきたいと思います。

また息子が大学２年生で体育会系の部活に入って

いますが、先輩の言葉を鵜呑みにしてしまうケー

スもあるようです。例えば、先輩に「１年生でど

れくらい単位をとればいいですか？」「30単位で

いいんじゃないか」。30単位とれば大丈夫だと真

に受けて結果的に28単位しかとれていない。本人

は大丈夫と思って平然としていますが、本当に卒

業できるんだろうかと不安を覚えたりします。そ

ういった学生も意外と少なくありません。離れて

いるが故に意外と見えない部分が結構あります。

私自身、ある大学で３年間、非常勤講師をやって

いましたが、離れている親御さんから大学に「卒

業できないってどういうことですか？」と結果が

出てしまってから連絡が入る。どの大学も成績表

を毎年送っていると思いますが、見方がわからな

いので卒業が大丈夫かどうかがわからない。就活

をして内定をもらっても卒業できなければ全て無

駄になってしまいます。成績表の仕組みをぜひ知っ

ていただき、お子さんの成績のチェックを是非し

てください。私自身もした方がいいなと感じてお

ります。

▼就職環境について

　前置きが長くなりましたが、現在の就職環境に

ついて、そして同志社大学経済学部の学生が首都

圏でどう見られているかについて定量的な情報と

　リクルートキャリアの大黒です。前回、京都の

今出川校地で講演させていただきました。今日、

お話をさせていただきますのは今年度の就職環境

及び同志社大学経済学部の学生が首都圏の企業か

らどう見られているかについてお話をしたいと思

います。簡単に自己紹介をさせていただきます。

昨年１年間は就活生の保護者をしておりました。

娘が社会人１年目になりますが、昨年は随分、交

通費の支援のため出費を余儀なくされました。首

都圏といっても埼玉に住んでいたら東京に一回来

るにもエリアによりますが、5,000円前後の交通

費がかかります。自宅は千葉にあり、娘が定期で

いけないところは説明会に参加するにも交通費が

かかります。お昼代もいる。首都圏にいても結構

お金がかかります。親に気をつかって説明会にい

くのをやめてしまう学生もいると聞きます。これ

については就活が始まる前に「人生決めるんだか

ら、お金のことは心配しないで、ちゃんと言いな

さい」とアドバイスしていただきたいと思います。

現在の仕事としては企業側の採用のお手伝いをし

ております。３月までは就職ジャーナルの編集長

をやっておりました。同志社大学の経済学部には、

ここ３、４年、こういう機会を度々いただいてお

ります。本当にいつもありがとうございます。

　先生のお話を伺っていて、まさに思ったのです

が、娘の成績はどうかということはよくわかって

いるつもりになっていました。しかし、３月14日

に学校側から「122単位しかとれていません。卒

業できません。どうしましょうか」と連絡がきま

した。最初の保護者会は参加しましたが、成績の

詳細な説明はありませんでした。娘に「単位は大

丈夫」と聞いていましたが、多くの学生同様「124

今年度の就職環境、そして同志社大学経済学部学生の関東での評価

大黒 光一（株式会社リクルートキャリア）
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　今の４年生は５年連続で求人倍率が上昇してい

ます。民間企業に就職したい学生数、民間企業が

採用したい学生数を調査し毎年、リクルートワー

クス研究所が求人倍率を発表していますが、昨年

と比較し1.74倍と0.01ポイント上昇し、非常に高

い数値といわれています。しかし、この数字はリー

マンショック前の2.14倍にはほど遠い数値です。

就職環境は好調といわれてはいますが、学生が選

びたい放題というわけではないのです。報道関係

にプレス発表すると「すごく改善されました」と

報道されます。投影資料の赤いラインが２倍のラ

インになります。２倍ということは、学生の選択

肢が二つ必ずあるという数字です。1.74倍は、１

ある学生もあれば２の学生もある。環境的にはま

だまだ選びたい放題という状況ではなく、ある学

生は内々定を３つ、４つ持ち、ある学生は内々定

が１つもない。こういう状況がリーマンショック

以来続いているというのが実情です。

　細かい部分はワークス研究所の調査で発表され

ています。今年の傾向は製造業が女性の採用を増

やす。女性の方が就職は有利だと考えていただい

て差支えないと思います。

　また、バブル世代の採用の負の影響が今も続い

ており、採用目標100人というと、昔は企業は絶

対100人以上採用するという量的目標を必ずクリ

アする状況だったのが、最近は採用の基準に見合

う学生が採用目標に満たない場合、採用活動を量

的目標未達のまま、やめてしまうというケースが

主流になっています。求める人材レベルを下げな

定性的な情報を含めてご紹介したいと思っており

ます。４年生と３年生のスケジュールについてで

すが、３年生まではこのスケジュールでいくので

はないかと思われます。諸説言われてはいますが、

文部科学大臣が「この日程は動かさない」と度々

おっしゃっています。３月１日から就活が始まり、

６月１日から大手企業が選考を行います。昨年は

８月１日から大手企業が選考開始というスケジュー

ルでした。２ヶ月の前倒し。あまり影響がないよ

うに見えますが、意外と影響が出ています。企業

と接点をもつ期間が３ヶ月しかない。昨年は３月

１日～８月１日と５ヶ月ありました。５ヶ月間、

じっくり企業研究をして企業と会話を続ける。今

年、私も弊社の２次面接を９人しましたが、「な

ぜリクルートキャリアなの？」と聞くと返ってく

るのが弊社のグループ会社にタウンワークとかア

ルバイト領域を扱うリクルートジョブズという企

業があり、そちらの領域をやりたいのにリクルー

トキャリアにきている。面接官は「うちで働きた

いんじゃないんだ」という話になって評価の高い

学生でも最後に「志望理由がズレているから難し

いな」と上に上げない判断をしていきがちです。

そういった、企業研究が不十分なケースをよく耳

にします。学生は３月１日からプレエントリー、

説明会予約・参加、エントリーシートの提出など、

３月１ヶ月間に一気に就活を進めるのが今のスケ

ジュールです。企業との接触期間が２ヶ月短縮さ

れたおかげで何が起きたか。先程のような志望企

業のことがあまりわかっていない。更には６月に

なって内々定をもらう。内々定率は去年より高く、

全国で６月１日時点で52.4％となっています。し

かし決められない学生が多い。迷っているのです。

内定をもらって第一志望だと思っていても、「もっ

といい会社ないかな？」「大手に向いてないのか

もしれない」とか迷っていて、企業が学生に「内々

定承諾書を出してくれ」といっても全然、承諾書

が出てこない。今年の学生の特徴は内々定を複数

もらいながらも決められない、迷い続ける。この

まま彷徨い続ける学生が結構出てくる傾向がある

のではといわれています。
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す。10月１日時点で全国66.5％。関東75.8％と10

ポイントの差があります。近畿は67.8％。関東と

ほぼ10％の差がある。学生の動きは企業が決めま

す。企業の方が「なんで今年の学生は動かないの？」

とおっしゃいますが、企業が門戸を広げてないの

に動けるわけがないわけです。圧倒的に首都圏の

企業は早くから門戸を広げている企業が多い。ポ

イントは企業要因で地域差がついているというこ

とです。関東の数字が75.8％。東京、神奈川、千

葉の大学はこれより高い。埼玉、群馬、栃木など

周辺エリアになると75.8％よりも低い。埼玉は昨

年10月１日時点で内定率50％を切っていました。

県別で大きな差があるのです。

　埼玉出身で同志社大学にいっている学生で、埼

玉の学生の情報だけを聞き、「まだ大丈夫だ」と思っ

ていると、東京本社の会社を志望している学生の

場合は出遅れる可能性が高い。なので、皆さんに

は、地域差があることを念頭に置いていただき、「Ｕ

ターンするならこういう活動をする、近畿で就職

するなら周りの皆に聞けばいいよ」とペースの配

分については、早くからお話していただいた方が

よろしいかと思います。周りの学生の動きに影響

を受けてしまうのが就活生の特徴ですので地域差

にはお気をつけいただきたいと思います。関東が

一番早く、近畿が二番目。この差は数字以上に差

があるのです。

　今年度、大手企業は６月１日から選考開始です

が、３月から内定を出す企業もあるくらいで、ルー

ルはルールであって、ルールを守る企業と守らな

い企業があるのが実態です。今の学生は素直なの

でルール通りに動く。実態をわかっている先生か

ら伝えてもらうと早くから動きますが。ルールは

あっても、ほとんど経団連の企業が守っているだ

けという状況です。一方２、３年生には、少しず

つ人生選択に向かうようにとインターンシップも

積極的に活用していただきたいと思います。同志

社大学もインターンシップを積極的に推進されて

います。その中で就活に向けて目が向いていきま

す。「インターンシップにいった方がいいんじゃ

ないの？」と勧めていただけるといいと思います。

いという企業の割合が年々増加しています。また、

この傾向、大手になればなるほど強い。1,000人

採用するといったが、結果的に800人で採用を終

えた会社もあると伺っています。

　一方、今の４年生の状況ですが、先ほどもお伝

えしましたが、内定率の速報値、６月１日時点で

52.4％。これは内々定をもっている学生の割合で

あって、内々定をもらい、その企業に就職するこ

とを決断し、就活をやめたという学生の割合では

ありません。内々定は半分以上の学生がもってい

ます。この先、７月のテスト期間が始まるまでの

２週間。内々定をもらっていない学生は非常に焦

る。問題は焦ってもらった内々定は多くの場合後

から後悔して、実際今年起きていますが、早期離

職につながります。また、内々定率は関東と近畿

で10％くらい違います。関西で就活して関西の企

業に決めるとなると５月１日時点で近畿は24.6％、

関東は29.4％。在籍学生の総数を考えると4.8％

は大きな格差になります。これが就活のスピード

の地域差になります。学生が内々定をもらうとい

うことは企業が動いているということであり、企

業が動くスピードは圧倒的に首都圏の方が速い。

他大学の学生とつながっている学生は「首都圏の

学生はもう内々定をもらったよ」という情報を聞

いて焦ります。同じ大学内の学生でも近畿地方で

の就活ペースに目が向いていると、首都圏の大学

に在籍する学生より活動がどんどん遅れていく。

中部は現状は低いですが、この後、トヨタが動き

始めると一気に内々定率が上がってくる。近畿と

関東の差は５ポイントあるということを皆さんか

らも学生に意識させてください。

　また、52.4％の学生が内々定をもっている。し

かし６月１日時点の速報値で82.5％の学生が内定

をもっているが就活は続けますと回答している。

迷い続ける状況を表しているデータと言えます。

現状では内定率は昨年より高い。しかし決められ

ない学生がたくさんいるというのが現状です。

　もう一つのデータは昨年10月１日時点での大学

と文部科学省の内定率のデータですが、こちらは

内定をもらって就活をやめた学生の割合になりま
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▼同志社大学経済学部生は…

　日経 HR で発表された上場企業591社の人事担

当者がどこの大学生を評価しているかという調査

結果をご紹介します。同志社大学は17位。対象は

398大学。企業からの評価は非常に高いというこ

とは明白です。特に行動力、対人力で評価が高い

上位10校で見ると関西圏の大学でランクインして

いるのは神戸大学、京都大学、私立では立命館大

学と同志社大学のみ。大学として評価が高いのは

間違いない。自信をもっていただきたいと思いま

す。しかし、イメージとして、経済学部が第一志

望ではなくて入学している学生が増えているよう

に思われます。なぜなら、経済学部の人気が全国

的に下がっています。就活で以前は「何でもやれ

る経済学部」と言われ、企業にも人気がありまし

たが、最近は「専門性」を問う企業が増えてきて

います。「経済学部でマーケティングをやってい

ます」「経済学部で統計学を勉強しています」と

いうと、企業側は「そこまでやれるんだよね、専

門性があるんだ」といってくれるんですが、経済

学部という職業直結がイメージしずらい学部名の

おかげで企業側も評価しずらくなっています。た

だし、決して就職が悪いわけではない。

　離れている以上、たまに帰ってきた際には「経

済学部って何を勉強しているの？」と聞いてあげ

てください。それによって「こういう勉強をして

いるんだ」「へー、すごいな」という会話になると、

自分の専門性に気づくきっかけになります。ぜひ

そんな会話をしていただきたいなと思います。

　同志社大学の出身高校の所在地別データ。北海

道、東北をあわせて2.2％。関東3.7％。北陸・甲

信越3.5％。東海9.9％。近畿63.5％。首都圏出身

の同志社大学の方が減ってきています。減れば減

るほど首都圏でのイメージがなくなっていく。首

都圏の人事の40代以上の方は意外と同志社大学の

体育会系出身の方がいらっしゃいます。それらの

方々は、非常に優秀です。企業内評価も高い。そ

ういう方がどんどん減ってきているのが首都圏の

実態です。首都圏で就活するなら多少、不利さが

あるかもしれないということはご承知いただきた

いと思います。それを克服することができるのが、

Ｕターンしてインターンシップに参加するとか、

OB とつないでもらうとか、首都圏で就活準備を

おこなうことです。それらは間違いなく克服する

一つの手段になります。是非、Ｕターンで、大手

企業にチャレンジし「やっぱり同志社は変わって

ない。同志社の経済いいよね」と、ブランドを再

構築して欲しいと思います。そのフェーズに入っ

てきているというのが今なんです。決して悪くは

ないんです。むしろ、企業の人事に訊くと評価は

高いんです。今いる方の評価は高いが、応募に来

ない。来ないとなると来る関東の大学にどんどん

枠を広げていきますから対象としてはだんだん忘

れさられてしまう。過渡期にきていると思ってく

ださい。

　弊社のリクナビという就職サイトの中で、各企

業が自社で活躍している先輩を掲載されています

が、その際、企業はエース級、準エース級を選び

ます。同志社大学の経済学部の方は65人が掲載さ

れています。決してブランドが低いわけではない

状況の中で、企業側は採用したい。だけどなかな

か来てくれない。首都圏でのブランドがだんだん

薄れていく可能性があるということをお伝えした

いと思います。

▼企業の採用基準

　企業はどこを見ているか。企業の採用基準です

が、意外とそんなに難しいことをいっていません。

特に面接に関して「第一印象はいつ決まりますか？」

「面接が始まって３分で決まります」というのが

約半数。３分間で何がわかるのか。人柄、常識度、

面接の合否、頭のよさ（回転）、向く職種。第一

印象は覆りますか、なかなか覆りません。第一印

象を決めるのは服装・身だしなみ、雰囲気、髪形。

企業が見ている８個のチェックポイントは、記載

の通りです。いっしょに暮らしているお子さんの

場合は毎日、チェックできるんですが、離れてい

ると中々わかりませんよね。せめて年２、３回、帰っ

てきた時、みなさんに面接官としての視点を持っ

ていただき、お子さんに修正を促していただく。
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そんな一つのヒントにしていただきたいと思いご

紹介させていただきました。私も同志社出身の方

とお付き合いがあります。首都圏の企業でも。ほ

んとに優秀なんです。「後輩がほしい」といいま

すが、後輩が応募に来てくれない。ここが一つの

ポイントになっています。Ｕターンがいいのか、

いけないのか。これは学生個人の意思だと思いま

すが、首都圏の企業には後輩を欲しがっている先

輩がたくさんいる。そんなところもお子さんに伝

えていただけるとありがたいなと思います。

　最後に、単位がとれていないと卒業できません。

就職もできません。くどいようですが是非成績の

ことは、会話をしてください。「124単位以上必要

なんだって？」。今日、成績表の見方を教えてい

ただきましたので、再度お話ししていただきたい

と思います。２単位足りないだけで、あと100万

円１年分支払う。先生は経済効果として500万と

おっしゃっていましたが、２単位のために100万

払うってどういうことなんだと、後から後悔しな

いようにしてください。

　また、内定をもらい、内定先で内定研修まで受

けていて、断らなければならない。頑張った就活

自体も無駄になります。お金と時間が無駄になり

ます。

　あとは、就活はお金がかかります。「お金をく

ださい」といえない学生が多いので「心配するな」

といってあげてほしいと思います。また、普段よ

く見ていらっしゃるのが保護者の皆様だと思いま

す。今の学生は自分の強みをあまり気づいていま

せん。自分はすごいなということがわかってない

学生も多いので、帰ってきた時はたまには褒めて

あげてください。「お前ってこういうところがい

いよね」「あなたはこういうことができるよね」

と褒めてあげることでエントリーシートにやっと

自分の強みが書ける、そんな状況です。必ず何か

経験を積めば身についているものがあるはずなの

で、みなさんからご指摘をしていただきたいと思っ

ております。

　親元を離れて心配かもしれませんが、信じてサ

ポートをしていただきたいと思います。ご静聴ど

うもありがとうございました。

司会　大変ためになるお話をありがとうございま

した。就活における地域差、離れて暮らす保護者

にとって考えなければいけないことがたくさんあっ

たと思います。どうもありがとうございました。

お問い合わせ先　�

　株式会社リクルートキャリア

　マーケット営業統括部

　大黒光一

　　電話　080-2002-0729（直）

　　Mai l　ohkuro95＠r.recruit.co.jp

　　ＨＰ①リクルートキャリア就職みらい研究所

　　　　　http://data.recruitcareer.co.jp/

　　　　②リクルートワークス研究所

　　　　　http://www.works-i.com/



67DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture82016. 7. 2　父母会／福井会場

す。そのためにも情報を届けることが大切になり

ます。ただし、意識しないと福井県の情報を受け

とろうと思ってもらえませんので、県の就職支援

があっても、県内企業が情報発信しようとしても、

届かないことになります。保護者の方にはお子さ

んへのアドバイスなどお力添えいただきたいと思

います。

　では、保護者のアドバイスが就活にどれほど影

響を与えるかについて、就職情報会社のアンケー

ト調査から紹介します。「親のアドバイスを受け

て就活に影響を受けたことがあるか？」の回答と

して「大きく影響した」「多少影響した」が７割

あります。７割の学生は親御さんからいわれて影

響を受けています。また、そのうち男女ともに約

６割が「Ｕターン就職を意識する」結果になって

います。学生は親御さんの意見をそれなりに評価

しているといえます。

▼Ｕターンを希望しない理由

　一方、Ｕターン就職を希望しないのはなぜかに

ついて、福井県内の高校を卒業した学生に聞いた

回答をみると、「志望する企業がないから」「志望

する職種がないから」「都会の方が便利だから」

などがその理由としてあがっています。では何が

実現すればＵターン就職を希望するのか。「働き

たいと思うような企業が多くできる」「志望職種

につけるようになる」という意見があります。本

当に県内には働きたい企業がないのか、職種がな

いのかについては、企業を知って理解を深め、確

かめてもらうことが必要です。また、「地元まで

の交通手段が大幅に改善する」「地元就職のため

の情報が大幅に充実する」との意見もあります。

　福井県若者・定住支援課ふるさと定住促進室の

池上と申します。本日は、福井県のＵターン就職

支援についてお話させていただきます。

　最初に、県内の高校生が県外のどの地域に進学

しているかをお伝えしたいと思います。平成27年

３月卒の大学進学率は55％。このうち県外の大学、

短大への進学者は63％の約2,600人。中でも京都

府への進学者が一番多く、この他、大阪、兵庫を

含めると関西圏は福井県からの進学者が多い地域

となっています。そして京都でも同志社大学には

多くの本県学生が学んでいます。とはいえ、同志

社大学の学生数が１学年約6,300人なのに対し福

井県の学生は約50人です。126人のうち一人の割

合となります。福井が話題にあがることもなく、

それだけ福井のことを意識することが少ないので

はないかと思います。東京にある大学にいくと、

さらにこの割合は低くなりますが、関西であって

も学生にＵターンを意識してもらうことは難しい

ということを実感していただけると思います。

▼保護者のアドバイス

　次に学生のＵターン就職に関する意識をみてみ

ます。３年生対象に今夏の県内企業で行われるイ

ンターンシップの説明会を東京、大阪、京都など

県外で行いました。その参加者の回答をまとめた

ものです。Ｕターンと県外就職を同程度で検討し

ている割合が約40％あり、４月～５月の就活前の

時期では４割の学生はまだどっちにしようかと迷っ

ています。今後、こうした学生にＵターン就職を

選択してもらうためには、福井にどんな会社があ

るか、県内就職すればどんな暮らしができるかを

しっかり理解してもらうことが大切になってきま

福井県のＵターン就職支援

池上 栄志（福井県若者・定住支援ふるさと定住促進室）
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目立ちますからよく知っているし、イメージも沸

く。携帯でもアップルやサムスンなど最終製品を

つくっていると、学生さんもよく分かりますが、

スマホ内部の部品はどうかとなると、そこに県内

メーカーの製品が数多く使われていることは知ら

ない。基幹部品をつくっている BtoB 企業にも目

を向けてほしいと思います。文系の学生は、採用

数が多いこともあって県内では銀行など金融志望

が多いですが、BtoB 企業でも文系の就職先はあ

りますし、こうした優秀な企業が福井県には多い

ということをぜひともご理解いただきたいと思い

ます。

　この他「2018卒ふくいＵターン就職情報 Facebook」

では、就活イベント情報をその都度みることがで

きます。今の３年生に、来年の合同就職面接会の

時期まで、この FB によりお知らせしています。

今の２年生が就職時期になれば「2019卒ふくいＵ

ターン就職情報 Facebook」、１年生なら「2020卒

ふくいＵターン就職情報 Facebook」と順次立ち

上げていきます。

　次に「企業説明会などの開催」について、１年

生から４年生まで時系列に就職支援の内容をご説

明します。

　高校卒業時に「県から就職のための情報を届け

ますので、保護者同意により住所を教えてくださ

い」と、学校を通じてお願いしています。同意の

もと、いただいた実家住所は県に登録されていま

すので郵便物やメールをお送りできます。まだ登

録されていなくても、先ほどの HP に登録いただ

ければ情報をお届けできます。

　１～３年生を対象として、８月に「ふくいもの

づくり企業見学バス」を実施します。また、９月

３日には１～３年生、また４年生も対象に京都駅

前のメルパルク京都を会場に関西圏にいる福井出

身学生の交流会を実施します。Ｕターンして県内

企業に就職した若手社員も参加します。３年生に

なっていきなりＵターンを考えてというのではな

く、１、２年生も含めて県内企業で働く先輩方の

話を聞いて交流する。あるいは高校の同級生が集

まって福井を思い出す機会にしたいと考えていま

これに対しては、企業研究セミナーや企業説明会

を大阪、京都で実施していますので、そこで情報

を得ることができます。

▼福井県のＵターン就職支援

　それでは、福井県がどのようなＵターン就職支

援を行っているかをご説明します。

　まず、「就活情報の提供」です。HPや Facebook

でお知らせしています。二つ目は「企業説明会な

どの開催」です。県内、県外で学生と企業が直接

会うことができる機会をつくっています。三つ目

は「Ｕターン相談窓口の開設」です。大阪にもＵ

ターンセンターをおいています。福井では、この

建物（アオッサ）の７階に福井Ｕターンセンター

がありますので、そこを活用することもできます。

　最初の「HPなどでの情報提供」については、「働

くなら福井」という企業情報のページをもってお

り、県内約700社の企業情報を見ることができます。

資料に「メルマガ登録はこちら」と記載してある

とおり、ここに登録いただくと、福井県の様々な

就活イベント、大阪や京都で企業研究セミナーな

どこんなことをしますよといった情報を逐次メル

マガで発信したり、案内ハガキなどを郵送したり

します。情報を受け取ってもらうために、まずもっ

て登録するようお伝えいただきたいと思います。

　もう一つの HP として「実は福井の技」があり

ます。世界シェアが No.1、国内シェアが No.1の福

井県の企業を集めて紹介しています。「実は福井

の技」を冊子でもつくっており、その抜粋を紹介

します。例えば自動車ではこんな製品が使われて

いる、携帯電話ではこんな製品が使われていると

いう、この同じスライドを学生にも見てもらって

います。ハイブリッド車専用電気絶縁材料の世界

シェア No.1の企業が福井県にある日東シンコーと

いう会社です。また、携帯電話では積層セラミッ

クコンデンサが世界シェア No.1の企業もある。福

井村田製作所です。しかし、これを学生にいうと

「そうした企業を知らない」となります。自動車

だったらトヨタ、日産、ホンダといった自動車メー

カーは私たちユーザー向けに車をつくり、CM も
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　ここで、直近８月の開催情報をお伝えします。

現在、「ものづくり企業見学バス」の参加者を募

集しています。８月23日～26日に３日間のコース

で各２社ずつ、メガネフレームメーカーのシャル

マン、空調用モーター開発・製造の日本電産テク

ノモータ、総合繊維メーカーのセーレン、工作機

械メーカーの松浦機械、ウェブサイト制作、ウェ

ブ販売のオールコネクト、AT 車のトルクコンバー

ター・メーカーのアイシン・エィ・ダブリュ工業

を見学します。いずれも技術力の高い企業です。

ぜひ夏休みに見学バスへの参加をおすすめいただ

きたいと思います。８月26日には、この時期、イ

ンターンシップが行われていることから、３年生

対象に夕方から県内企業の先輩社員と自由に意見

交換できるセミナーを企画しています。就活のい

ろいろな話を聞ける、よい機会になると思います。

　最後の「Ｕターン相談窓口の開設」については、

福井県大阪事務所の中にＵターンセンターがあり

ます。京都など関西圏にある大学キャリアセンター

を訪問し、イベント案内をもっていったり、学内

のＵターン相談会において、同志社大学でもキャ

リアセンター主催の各県Ｕターン相談があります

ので、大阪から職員が出向き県内企業の紹介や就

活相談に応じます。社会人のＵターン就職相談も

受けています。

▼福井の暮らしやすさ

　ここからは、企業の他にもう一つ、福井の暮ら

しにも着目していただきたいという話です。Ｕター

ンセンターでは福井に戻りたい社会人の中途採用

す。日程が近づきましたらお知らせしますので、

参加を勧めいただきたいと思います。１、２年生

の２月になると「プレ・インターンシップ」があ

ります。県内企業での1DAY インターンシップに

なります。

　３年生になると、まず４～５月にインターンシッ

プの説明会を県外各都市、京都でも行い、８～９

月に県内企業のインターンシップを行います。ま

た、９月には大阪など都市圏で「ふくいＵターン

就職セミナー」を行います。その後、10月から企

業研究セミナー「ふくい DAY」を行います。こ

れは１回あたり県内企業５、６社が参加し、それ

ぞれの企業の事業説明を行い、その後、学生５～

６人がグループになって各社を順に回り、自由に

意見交換するものです。３回シリーズなので計15

社程度の企業の人と話ができ、企業や業界の研究

ができます。企業選びの参考となりますので、ぜ

ひこの機会を活用していただきたいと思います。

３年生の３月には企業説明会が解禁となり、県内

で合同企業説明会を行います。４年生になる翌４

月には、大阪など都市圏でも合同企業説明会を行

います。６月には採用選考の面接が解禁となりま

すので県内で合同面接会を行います。このように、

就職活動が始まって終わるまでの全体の流れは、

インターンシップから始まり、Ｕターン就職セミ

ナー、業界・企業研究セミナー、合同企業説明会、

そして合同就職面接会となります。こうした情報

を提供しますので、実家に案内が届いた場合には、

お子さんに届けていただくようお願いいたします。

　今年度、Ｕターンした先輩が就活をサポートす

る新しい取り組みを始めました。Ｕターン就職し

た県内企業の若手社員、大学の OB、OG となる方

が、就活の進め方や会社でどんな仕事ができるの

か、なぜ県内就職を決めたかなど学生の疑問に答

えます。同志社大学 OB の方も登録いただいてい

ます。金融、情報・ソフトウェア開発、商社、運輸

といった県内企業に就職している先輩に意見をも

らったり、会社の志望動機や仕事内容なども聞け

ます。こうした先輩方をセミナーに呼んで学生と

交流できる機会を設けていきたいと考えています。
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をサポートしています。どんな年齢の方が転職し

Ｕターンしているか。30代前半くらいまでの相談

が多く、Ｕターンされる方の７割以上は20代から

30代前半の方です。なぜＵターン就職を考えたの

か。結婚、子育てや親のことなど将来を考えたこ

とがきっかけとなっています。では、新卒の時に

どう思っていたか。皆さん、Ｕターンは選択肢で

なかった、福井の企業のことをあまり知らなかっ

た、親も戻ってこいとはいわなかったとおっしゃ

います。30代になる頃に初めてＵターンを考える。

結婚や子育てなどを現実のこととして考えるから

だと思います。そして、Ｕターンした結果として、

「県内企業は大手と比べて規模が小さい分、大き

な仕事をしており、やりがいがある」「住環境も

良く広い家が手に入る」「暮らしにゆとりができる」

といったことを皆さん実感されています。６月中

旬に東京で開催したＵターン就職セミナーでは、

実際に転職しＵターンした29歳の方をゲストに迎

え、福井に戻るまでの体験談を話していただきま

した。ここでも30歳くらいの参加者が多く、熱心

に話を聞かれていました。ゲストの方は、東京に

進学し、卒業時はリーマンショック後の就職が厳

しい中、大手証券会社に就職しました。しかし、

３年過ぎて福井にＵターンしました。多忙な毎日

を送る中、この先ずっと転勤が続くことを考えた

とき、どこかに生活の本拠がほしくなったことが

Ｕターンのきっかけだったとおっしゃっていまし

た。お子さんも３人いて、戻ってみると子育てが

楽だし、今、マイホームを建てている最中で、首

都圏ではこうした生活はできなかったということ

です。しかし、新卒の時は福井県での就職は考え

ていなかったのです。大学生の段階で将来設計を

立てるのは難しいと思いますが、先の生活を考え

ることも大切です。その話ができるのは親御さん

しかいません。会社選びとともに、暮らしの面も

考えるようお話していただきたいと思います。

　それでは、福井の暮らしやすさはどこにあるか

をみていきます。福井県は有効求人倍率が高く、

今日の新聞に発表されている５月の数字では、東

京が１位、福井は1.83と２位。また、正社員の割

合は１位。共働き率も高く、保育所の待機児童は

14年連続０人。報道によく取り上げられた「保育

園落ちた」というブログ、こうした深刻な状況は

福井県にはありません。合計特殊出生率も全国上

位を維持しています。持ち家率が高く、面積も広

い。お配りした「ふくい暮らしライフデザイン設

計書」に福井と東京のライフスタイルの違いをあ

げていますので実感いただきたいと思います。最

近発表された「住みよさランキング」。これは東

洋経済の日本全国の市、特別区をランキングした

調査結果ですが、ベスト10に坂井市、鯖江市が入っ

ています。福井市、越前市もランキング上位に入っ

ています。様々な指標により総合的に福井の暮ら

しやすさが評価されています。このように暮らし

の面からみてもＵターンがおすすめです。

　福井県には企業がないという意見に対しては、

そうではなく、企業研究をすれば魅力的な企業が

あるといえます。これとあわせて、どんな暮らし

ができるかという将来設計も大切です。先月開催

した保護者セミナーにおいて、Ｕターンした若手

社員の女性の方に就活体験を発表していただきま

した。この方への質問があり、「娘がＵターンし

たくない」「いい出会いがないから」というもの

でした。出会いがない、素敵な男性がいないとい

われると、あるともないとも何とも答えようがな

いようで、私もＵターンしない理由としてこうし

た話を聞いたことがなかったのですが、誰をみて

いっているのか。もし娘さんをおもちでしたら、

お父さんにカッコよく、そんなことはないといっ

ていただきたいです。将来のことを考え迷ったと

き、親御さんのかける言葉が大きな意味を持つか

なと思いました。

▼ライフデザインを描く

　ここまでの話から、最初は都会で就職しても途

中で戻ってくればよいと思われる方もいらっしゃ

ると思います。中途採用でＵターンされる方も多

いのですが、求人数、業種、職種とも限られてき

ます。中途採用では、即戦力が期待されますので

今まで何をしてきたか、例えば技術研究や海外営
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業の経験などが求められます。経験、スキルが豊

富だと短期間で就職が決まることがありますが、

そうでないと難しい場合もあります。個人のライ

フステージでみたときにも、Ｕターンの制約条件

が増えてきます。結婚し出産して、子どもが学校

に行くと転校の問題が生じます。住宅を建てると

戻ることが難しくなって、自分一人の気持ちで決

めることができなくなります。

　将来どうするか、まだ先だと思っていても後に

なって考えることになるといえます。先ほどの東

京でのＵターン就職セミナー参加者のお一人が、

毎日仕事が忙しくワークライフバランスがとれな

い。福井に戻れば実家があり、親もいるので、も

う少しゆとりができるのではないかとおっしゃっ

ていました。学生の皆さんが会社を選ぶ時には、

仕事で活躍したいという希望を持っていると思い

ます。しかし、社会人になって、仕事一辺倒になっ

た時には厳しい状況になることがあります。どこ

で働き、そしてどのような生活を送るのか、今の

うちから考えてみることも必要です。

　「保護者と仕事内容について話をしますか？」

というアンケートでは、半分くらいが「全くしな

い」「あまりしない」と回答しています。改めて

県内企業や福井の暮らしに目を向け、長い目で見

て仕事も含めて、出産、子育て、親御さんのこと、

田畑があれば土地のことなどについて相談したり、

アドバイスしていただきたいと思います。どこに

就職するかは本人の判断であり、尊重しなければ

いけませんが、高校を卒業し県外に出て、全く福

井のことを知らないまま、周囲の多くの学生と同

じように都会で就職先を決めることもあります。

人生全体をみたときの助言は親御さんしかできな

い役割ですし、また助言しないと分からないこと

もあります。ぜひともよく話し合いをしていただ

きたいと思います。

　私からの話は以上です。ありがとうございまし

た。

お問い合わせ先　�

　福井県総合政策部ふるさと県民局

　若者・定住支援課ふるさと定住促進室

　　〒910-8580 福井市大手3-17-1

　　TEL：0776-20-0278　FAX：0776-20-0644

　　E-mail：wakatei＠pref.fukui.lg.jp
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位数です。「卒業できる？」ここが気になる学生

が結構いました。９人面接しましたが、半分くら

いレッドゾーンに近い学生がいました。話すと非

常に優秀なんですが、卒業できないと意味がない。

実際、企業側が恐れていることです。就活は大事

ですが、留年してしまってはそれまでの就活、折

角獲得した内定も意味のないものになるわけです

から、卒業することだけは背中を押していただけ

ればと思います。先生から成績表の見方の説明が

ありました。娘の時はそれを全然意識していなかっ

たのでノーチェックでしたが、４年生の最後の最

後で大どんでん返しを食らったという経験をして

おりますので、卒業することが一番重要なんだと

いうことを、まず背中を押すことをお願いしたい

と思っております。

　さて、ここからは一つ目、今の求人環境、４年

生の状況について。二つ目、同志社大学経済学部

生の企業の評価について。最後三つ目に、企業は

どんなところを見ているかについてお話しさせて

いただきたいと思います。

▼求人環境

　まずは環境についてですが、今の３年生も99％、

今年の４年生と同様のスケジュールになると言わ

れています。３年生の３月１日から企業側からす

ると採用情報を公開する。学生側からするとネッ

ト上でプレエントリーする。説明会の予約をする。

今の社会人１年生は選考開始が８月１日でした。

夏休み中に選考が始まり、さまざまな問題があっ

たということで今の４年生は６月１日になってい

ます。この活動の中で何が起きているか。３月１

日から就活を始めればいいかというと、３月１日

　ご紹介を賜りましたリクルートキャリアの大黒

と申します。本日はこのような機会をいただきあ

りがとうございます。新関先生のお話を伺ってい

まして私も非常に身につまされる思いでした。今

日もまた聞いて本当に大丈夫なのかなと思ってい

ます。留年という問題、ぜひ気をつけてください。

先生からイエローゾーンという話がありましたが、

大学２年生で体育会所属のうちの息子は、まさに

イエローゾーン学生そのものと痛感しておりまし

た。先輩から体育会系なので「124単位を４で割

ればいいんだよ」といわれたようで、素直にその

まま履修届けを提出したようです。２年生になる

と体育会系の練習がだんだん忙しくなって履修で

きなくなる。最近、息子の卒業は大丈夫なのかと

不安に襲われます。先生は「124単位以上」と強

調されましたが、今の学生は素直なので「124単

位とればいいんだ」というと、124単位ちょうど

しか履修をしない。今年社会人になった娘も同じ

状況でした。卒業が危なかった経験もしました。

卒業できなければ就職できない。卒業できないの

に内定をもらう意味がないわけです。企業側も近

年、留年で就職できない学生が年々増えていると

話しています。

　今年、弊社リクルートキャリアの二次面接官を

６月２週目に担当しました。弊社では学生に成績

表を持参していただいております。同志社大学経

済学部の学生もおられて「GPA は大事ではない

です」という話はその通りですが、どんな科目を

とっていて、どういう志向があり、なんで成績が

良いのか悪いのかということに関して想定外の質

問を投げかけるために成績表を持ってきてもらっ

てます。実は私が気になったのは３年生までの単

今年度の就職環境、そして同志社大学経済学部学生の東海での評価

大黒 光一（株式会社リクルートキャリア）
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になりますが、そこまではない。私は1988年に就

職活動していました。2.4倍の状況でした。２倍

を超えると学生一人に対して二つ席があるという

状況です。ほとんどの学生が選べる状況にあると

いうことになります。1.73倍、1.74倍は席が一個

ある学生と２個ある学生に分かれます。どちらに

なるかは大きな差です。調査をやっている段階で

すが、内定をもらっている学生と、もらっていな

い学生の差が激しい。もらっている学生は４つも

５つももらっている、もらわない学生は０のまま

の状況がおきています。

　特に東海地区、トヨタ自動車をはじめ女性の募

集を増やしています。女性の管理職を含めて増や

していくと発表しています。女性にとってはフォ

ローだと思われます。また、東海地区の製造業は

全体的に採用予定数を増やしています。東海地区

に関して、学生にとっての環境は非常に好調です。

環境はいい、ただ企業はバブル時代の人数合わせ

の採用の失敗を未だに引きずっています。採用数

を満たさなくても求める人材がいなければ基準を

下げず、採用活動を終了するという企業が半分以

上。大手になればなるほどその傾向が強い。1,000

人採用する企業が800人で採用活動終了。200人は

もういい、このレベルでは採る必要はないという

ことで来年上積みすればいい。そんなケースも聞

いています。環境はいい、ただ基準は下がってい

ません。ここが大きなギャップを生んでいます。

企業の採用基準が緩和されずに厳選採用が続いて

いる。求人倍率だけを見れば誰でも働ける。内定

率は100％になるはずですが、絶対にならないと

いう状況がそれを物語っています。

　全国的にこういう状態です。最新データでご説

明します。７月１日時点の内定率70.8％。学生の

７割が内定をもっている。ただし弊社の出す数字

と大学が出す数字の意味が違うので弊社の出して

いるのは「内定をもっていますか、もっていませ

んか？」。内定をもっている学生が７割まできて

いる。大学が出している数字は内定をもらって進

路を決め、「就活はやめます」という数字になり

ます。なので、弊社の出している内定率より数字

は実際に動き始めるスタートです。野球でいうと

３月１日からがペナントレース。その前にインター

ンシップというオープン戦があって、ここで自分

のコンディションを整えたりしながら３月１日を

迎える。オープン戦の段階で３月１日の本番に向

け準備して臨んだ学生と、それをやっていない学

生の差は大変大きいです。面接していても全然準

備をやっていなかった学生はすぐわかります。企

業のことが全然わかってないこともよくわかりま

した。ルール上は今の４年生は６月１日から選考

が始まります。しかし企業側の選考は６月１日よ

り前からどんどん始まっています。プレエントリー、

説明会への参加、面接も含めて３月の１ヶ月間に

全部をやってしまう企業も出てきています。ルー

ル上はそうですが、イレギュラーが多々発生して

います。学生にとってもこの前倒しになった２ヶ

月が大きな影響を及ぼしています。内定をたくさ

んもらっても決められない。迷ってしまう。事前

に自分はどういう志向なのか、どういう働き方を

したいのか、Ｕターンで働きたいのか、近畿地方

か、東京で働きたいのかも深く考えていない、決

めてない中で内定をもらっていますので内定をも

らってからまだ迷い続けている。先日、ある東京

の大学の学生に会う機会がありましたが、内定を

13もっている。「どこにいきたいの？」「わからな

い。それを教えてほしい」「決めるのはあなたでしょ

う」。この短くなった２ヶ月が、企業にとっては

学生を理解する時間が短くなり、学生は企業を理

解する時間が短くなり、内定をもらってからも迷

い続けるという状況につながっている。スケジュー

ルは公表されている通りですが、結果、企業の動

きは一律ではないことも大きく影響しています。

イレギュラーが多く発生していることも、ご承知

いただきたいと思います。

　実際に求人に関してはマスコミ報道では「今年

は環境がいい。学生にとってフォローである」し

かし実は今の４年生に関しては昨年から0.01ポイ

ントしか求人倍率は上がっておりません。結局、

社会人１年目の人と今の４年生はあまり環境は変

わりはない。図の赤い線が求人倍率２倍のライン
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若干、関東、近畿に遅れをとって進みます。全国

の最新データで70％の内定率です。一方、昨日発

表された調査では、学生に「就活を継続しますか、

やめますか？」と問うています。７月１日時点で

47.2％の学生が「それでも就職活動を続ける」と

いっています。７割の学生が内定をもらっていて

学生全体で47％の学生は「まだ就活を続ける」。

まだまだ迷い続ける状況が見てとれるかと思いま

す。昨年も選考開始からの２週間経った時期、８

月15日時点で53.7％。ほぼ２ヶ月間ずれただけで

昨年の状況とあまり変わりがない。

　学生の動きは企業側が決めます。企業が採用活

動を進めてくれないと学生は就活できません。エ

リア別のデータで差が出るのは学生の動きではな

く、企業側の動きがどうなっているか。特に企業

側の動きが速いのは東京、神奈川、千葉の首都圏

です。中部エリアは東名阪で一番遅い。緑色が関

東の内定率。近畿地方は点線、中部は赤線、10月

１日の内定率は関東と比べ低く推移しています。

中部エリア出身のお子さん方が、近畿で就職する

のか、地元中部か、それとも出身県で就職するの

かによって企業の動きが違う。学生が近畿と地元

の企業の活動のスピード差をきちんとわかってい

ればいいのですが、差がわかってないと、例えば

愛知県でＵターン就職するつもりの学生。愛知県

はほとんど近畿地方と差がありません。近畿で就

活を終えて、８月戻ってきてＵターン就職しよう

かと思う時、ほぼ決まってしまっている。このデー

タはそういった可能性を表しています。10月１日

時点の愛知、岐阜、三重、静岡の県別データを見

が低くなっています。その点ご理解いただければ

と思います。７割は昨年同時期でみれば高い数字

に思えますが、大手企業の選考開始時期が２カ月

ずれていることを考えると、去年は78％だった。

時期を２ヶ月ずらして考えると去年よりも内定率

は高くなっていない。

　とはいいながら大手が６月１日～15日の間、面

接選考を一気に始めました。特に東海地区は東、名、

阪に比べると大手企業の動きが遅いエリアです。

トヨタ自動車をはじめ、多くの企業が解禁の日か

らしか面接を始めない。スケジュールを遵守して

いるエリアと言えます。今後、一気に選考が進み、

学生の内定率の上昇も進むと予想されます。

　そういった状況下、学生の二極化も進んでいま

す。７月１日時点で内定を取得している学生の内、

「１社内定をもっている学生」は43％。「２社」

が28％、「３社以上」が28.9％。３社以上の中に

は13社、14社と内定をもっている学生もいます。

いかに３月１日以前から準備を進めていったかが

この差につながっていると考えていただければい

いと思います。一方、７月１日速報値で「２社以

上内定をもっている学生」が57.0％。この学生た

ちは自分でどこに行くのか決断しなければいけな

い。決断ができなくて先生に相談にいったり、キャ

リアセンターに相談にいったりします。相談の仕

方が「どっちがいいと思いますか？」。自分に軸

がないケースが結構あります。保護者の皆さんに

相談が入るかと思いますが、自分で決めさせてく

ださい。保護者の皆さんが決めさせてしまうと会

社に入っても「俺が決めたんじゃないし」と、す

ぐ辞めます。社会人１年目で会社側が問題視して

いるのは超早期離職が増えていることです。５月

の段階で約１割の学生が、すでに離職していると

いう大学もあります。環境はよくなったといわれ

ていますが、なぜか離職率も上がっている。自分

で決めさせる。みなさんに意識していただきたい

ポイントだと思います。

　最新のものは出ていませんが、京都、近畿地方

で就職をしよう、東海で、関東で就職しようと思

うかで内定率の推移に差があります。中部地区は
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てみると、中部全体が点線、紫色が愛知県になり

ますが、中部の中で愛知県が最も内定率が高く、

早く推移していることがわかります。岐阜県は10

月１日時点での内定率が50％を切っている。岐阜

の企業は動きが遅い。それゆえ、学生も動けませ

ん。岐阜の企業はなぜ動きが遅いのか。地元に大

学の数が少ないからゆっくり動いてもいいという

雰囲気になりがちなのです。岐阜にＵターン就職

を考える学生は早く動けばアドバンテージになり

ます。県別の差は頭の片隅に入れていただいて学

生に伝えていただけるといいかと思います。採用

選考プロセスについてはスケジュール通りに守ら

れていません、一律ではありませんというデータ

です。早いところでは２月に内定を出している企

業があるとも聞いています。

▼経済学部生の企業評価

　同志社大学経済学部のイメージ、企業がどうい

う力を学生に求めているか。大手になればなるほ

ど赤枠の項目が高くなっています。東海地区は製

造業が多いエリアです。製造業はどこを見ている

のか。「語学力」。グローバルで働くのはあたりま

えの業界なので語学力を求めています。他の業種

に比べて圧倒的に高い数値です。「海外経験」。留

学の経験が評価をされる業種が製造業です。金融

はどこを見ているか。「アルバイト経験」。金融は

顧客対応が重要になってきている。「クラブ、サー

クル、団体競技」の体育会系は意外と金融は好き

です。製造業以上に金融は好きです。全体責任を

とらないといけない。１円のお金がなくなっても

支店全体で連帯責任をとらなければいけない。そ

れ以外は「ボランティア」の経験。お金を扱うと

いう点でお金＝ビジネスと捉えられがちですが、

地域のために投資をし地域の復興に役立てる気持

ちがないと仕事ができない。「留学にいったら就

職に不利になりますか？」。全然、不利になるこ

とはありません。「スポーツばかりやっている学

生は不利になりますか？」。不利になることはあ

りません。いい加減な気持ちでチャレンジした経

験は意味がありませんが、徹底的にやっている、

目的を持ってやっているのであれば、企業側は実

は強く求める経験であるといえます。業界別に評

価することに差があります。それをご理解いただ

きたく、あえてご説明させていただきました。

　企業の人事担当者の大学のイメージ調査が日経

HR から発表されました。大学は全国で800近くあ

ります。調査はそのうちの398の大学について行っ

ています。その中で同志社大学は17位に位置づけ

られています。全国の人事担当者から見て明らか

に評価が高い。自信をもっていただきたいと思い

ます。私も４月から出身地の名古屋に単身赴任で

企業側の営業に戻っていますが、東海地区の企業、

首都圏の大手企業ともに、明らかに同志社大学の

学生はほしい。全国さまざまな企業に先輩がいま

す。東海地区のある商工会議所の方も同志社大学

出身で「同志社大学経済学部の学生が欲しいけど、

最近、全くこない」という話でした。明らかに評

価は高い。しかし、肉薄してきているのが近畿大

学です。近畿大学がポジションを上げてきている。

　一方、地元出身者が多く、地元志向が強くなっ

ているのではというイメージも強くなってきてい

ます。同志社大学の学部生の出身県の割合。どん

どん東海地区出身者の割合が減ってきています。

近畿の高校卒業の学生が63.5％。ほとんど地元か

ら地元の大学に進んでいる。こういうイメージが

企業側に定着しはじめると企業がだんだん採りに

いかなくなってしまう。

　弊社の運営する就職情報サイト「リクナビ」に

は先輩情報を企業が掲載するという企画がありま

す。現在、同志社大学経済学部の OBOG が67人

掲載されています。人数は多い方です。法学部は

50人くらい。企業側がここに出す先輩は評価の高

い、活躍している人ですので、そういう先輩の人

数を見ても、企業評価は高いということがわかっ

ていただけると思います。自信をもっていただき

たいと思います。

▼企業の採用基準

　保護者の皆様にとってできること。成績のチェッ

クはしてください。卒業できなければ、就職でき
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ません。そして、就活に関してできることですが、

表情、身なりは大きな要因になります。ある企業

がとった調査で第一印象が大事だという結果があ

ります。特に面接において、面接の部屋に入室し

てから３分間で第一印象が決まる。３分で何がわ

かるか。人柄、常識度、面接の合否がわかってし

まう。第一印象はその後、覆りますか？ほぼ覆り

ません。そして、第一印象を決定するのは服装、

身だしなみ、雰囲気、髪形。「第一印象に二度目

はない」という結果が出ています。また、人事担

当者がチェックしている８つのポイントという資

料をお配りしてます。身だしなみ、姿勢、視線、

歩き方、声の大きさ、表情、元気のよさ、返事。

保護者の皆様が普段、お子さんと接点をもった時、

チェックができるポイントだと思います。注意で

は反発したりします。注意ではなく、「もうちょっ

と背筋伸ばしたら」とか、さりげないアドバイス

をしてあげてください。保護者の皆さんが面接官

になったつもりで見ていただければいいポイント、

普段からチェックしていただきたいポイントだと

思います。企業側は好印象の人は総合ポイントが

高い人といっています。８個のポイントが総合的

に高ければ、意外と面接で通っていく。ぜひチェッ

ク項目として認識しておいていただきたいと思い

ます。本人は気づきません。いわれないと。社会

人の先輩という視点から、仕事する上でこういう

ところは気をつけないと、企業の人事はそういう

ところも見ているんだと、是非アドバイスしてあ

げてください。

　くどいようですが、就職が決まっても内定もらっ

ても、卒業できないと無意味になります。ぜひ単

位は帰省した折にでも確認してください。また、

就活は意外とお金がかかります。今の学生はやさ

しいので親に「お金ちょうだい」といわない、い

えない学生が増えています。「お金がなくなった」

と親にいえないので面接にいくのを諦めた。自分

の第一志望の説明会にいくのを諦めたという話も

耳にします。岐阜の学生が名古屋にきて就活する

のに、いって帰ってお昼ご飯食べて飲み物を飲ん

で、１日2,000～3,000円かかります。学生にとっ

ては大金です。彼らの人生がここで決まるわけで、

大変だと思いますが、ぜひご支援をしてあげてい

ただきたいと思います。

　学生は意外と自分が何を経験しているか気づい

ていません。たくさん経験はさせてあげてほしい

ですし、「いろいろ経験しているよね」という会話、

機会をみてしてあげてください。自分に意外と自

信がない学生は多いと思います。自分の強みを何

個いえると学生に手を挙げてもらうと、そんなこ

とはないのに、たいてい一個いえるかどうかです。

近くで長年見てきた保護者の皆さんからすると「や

さしいところあるよね」とか普段の何気ない良い

ところが見えているはずです。この積み重ねが就

活でのエントリーシートで「自分の強み」、面接

で「こういうことができます」といえることにつ

ながりますので、そのサポートを是非していただ

きたいというのがみなさんへの最後のお願いです。

ちゃんと学生生活を送っていけば、その中での経

験を企業は意外と見ています。さまざまな面で皆

さんのご支援が必要ですし、意外とできることも

多いこと、ご認識いただければと思います。本日

は貴重な機会をいただきましてありがとうござい

ました。少しでもお役に立てたのであれば幸いで

す。どうもありがとうございました。

司会　大黒様、ありがとうございました。

お問い合わせ先　�

　株式会社リクルートキャリア

　マーケット営業統括部

　大黒光一

　　電話　080-2002-0729（直）

　　Mai l　ohkuro95＠r.recruit.co.jp

　　ＨＰ①リクルートキャリア就職みらい研究所

　　　　　http://data.recruitcareer.co.jp/

　　　　②リクルートワークス研究所

　　　　　http://www.works-i.com/



77DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture102016. 7. 10　父母会／博多会場

就職活動のスケジュールと九州の企業の声

古藤 隆久（就職アドバイザー）

1

3

5

2

4

6

■大卒の求人倍率
 ※リクルートワークス研究所調べ

５年連続で求人倍率は前年を上回り、企業の採用

意欲は年々高まっている。

2012年３月卒1.23倍→ 2013年３月卒1.27倍→

2014年３月卒1.28倍→ 2015年３月卒1.61倍→

2016年３月卒1.73倍→ 2017年３月卒1.74倍

九州の企業の採用意欲も同じく高まっている。

ただし、採用数に満たなくても求める人材レベル

を下げない企業が５割以上にのぼり、誰もが就職

出来る訳ではありません。

◎「インターンシップ」

・難しいプログラムを行う企業に挑戦してみる

・複数企業に参加してみる

→「壁にぶち当たる経験」、「社会を知ること」

が就職活動や社会人になって役立つ

■就職先として見る
　「大企業と中小企業の違い」
◎大企業

・仕組みやルールが出来上がっている

・上司・先輩が沢山いて自分の未来のキャリア

が予測出来る

◎中小企業

・仕組みやルールをこれから作っていく

・自分の未来のキャリアが予測出来ない

→大企業と中小企業の特徴を知って、どちらが

自分の志向に合っているか考える

■就職活動のスケジュール
就職活動前の期間（１年生～３年生２月）

に心掛けて欲しいこと

◎「日々の過ごし方」

※学業・部活・サークル・アルバイト・趣味な

どを通じて

・目的意識を持つ

・工夫、心掛けについて意識する

・一つのコミュニティに安住しない

→社会人になった時の「再現性を持つこと」、「多

様性を受け入れること」につながる

就職活動本番の期間（３年生３月～卒業）

に心掛けて欲しいこと

◎企業選び・仕事選びの「軸」を言語化する

→子供に問いかけてみる、でも干渉し過ぎない・

押し付けない

◎必要な力・身に付けて欲しい力

「集中力」、「ストレス耐性」、「決断力」を就職

活動期間を通じて身に付け、社会人になる準備

を行う

→この期間に飛躍的に成長する学生が数多くい

ます

■九州の企業の新卒採用活動
九州の企業の声

同志社大学の学生への評価は高い。匹敵する大

学は九州内にはごく僅かしかないため。

◎経営者の声

・「将来の幹部人材を採用したい」

・「目が輝いている学生と会いたい」

・「男子学生が物足りない…」

・「外の世界を見て来たＵターン学生を採用し

たい！」
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お問い合わせ先　�

株式会社ナインサーチ

代表取締役　古藤隆久（ことうたかひさ）

電　話　092-260-8901

メール　career＠ninesearch.co.jp

7

9

8

◎人事の声

・「採用目標人数の達成」

・「似通った学生ばかり採用してしまう…」

・「男子学生が物足りない…」

→九州にＵターン就職して暮らしていく

なら、１社目の選択がとても重要！

お子様を信じて「支援」してください。

親がお子様の人生の責任をとることはで

きません。

就職活動を通して「自立」していくお子

様を見守ってください。

九州の企業の採用活動

◎スケジュール

・大企業も中小企業も３月から採用活動を始め

ている

・早い企業は GW前後には内定を出し始めてい

る

・内定出しの時期は、６月に集中する

・内定承諾待ちの期間は２週間前後が多い

◎その他

・インターンシップにやっと注力し始めた

・厳選採用が増えてきた

・第二新卒採用はあまり増えていない
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月から合同企業説明会などの企業の広報活動に参

加しはじめ、４月から採用選考を経て、10月の正

式内定を得ていたところでありますが、平成25年

４月に、学生の学修時間の確保、留学推進という

ことで国から経済界に対し、就職や採用活動の開

始時期について変更の要請があったことをきっか

けに、今年春に卒業した学生からは、３年生の３

月から広報活動、８月から採用選考というスケ

ジュールに変更になったところです。この変更に

ついては、卒業年度の１学期が就職活動期間になっ

てしまったことから、今の大学４年生からは、再

度、スケジュールが変更され、広報活動開始は３

月、選考は６月からというスケジュールになって

おります。このスケジュールに基づき、北海道内

でも、札幌では３月から合同企業説明会が開催さ

れております。函館市内では経済団体が開催する

説明会が６月に開催されており、札幌に比べると

やや遅い動き出しになっている状況にあります。

近年は、企業側は人を採用したいと考えている一

方、学生は色々な就職先を選べるということもあ

り、年々、合同企業説明会へ参加する学生は少な

くなってきております。

　実際に、就職率の状況がどのようになっている

のかお話させていただきます。これは、厚生労働

省が文部科学省と合同で行った大学生の就職状況

の調査結果になりますが、折れ線の緑が10月１日、

黄色が12月１日、青が２月１日、赤が４月１日現

在の就職内定率となっております。この３月に卒

業した学生の状況を見てみますと10月１日で66.5

％、12月１日が80.4％、２月１日が87.8％、４月

１日が97.3％となっており、最終的には100％に

かなり近い割合で就職が決まっている状況となっ

　はじめに函館市の雇用情勢、雇用環境について

お話をさせていただきたいと思います。こちらは、

この10年間の有効求人倍率の推移になります。求

職者一人に対してどれくらいの求人があるかとい

う数値であり、この数値が高くなるほど求職者か

ら見ると就職がしやすい、求人企業から見ると逆

に人材確保が難しくなるということになります。

緑が全国、黄色が全道、赤が渡島檜山管内の数字

です。平成21年度から右肩上がりになり、渡島檜

山管内では平成27年度は0.91となっています。直

近の状況ですと、今年５月は0.97となっており、

72ヶ月連続で上昇しており、比較的就職しやすい

状況になっております。私が市役所に入庁した平

成12年を調べましたところ、0.39というかなり低

い数字でしたので、今の学生たちは羨ましいなと

いう思いで資料を見ておりました。

　次に求職と求人のバランスについてお話いたし

ます。こちらは、今年５月の渡島檜山管内の職業

別に求職と求人のバランスを示している表になり

ます。縦の棒グラフの黄色が有効求人数、緑が有

効求職者数を示しており、赤の折れ線が有効求人

倍率を示しております。この折れ線を見ていただ

くと、保安、サービスの職業は２倍を超え、人材

不足の状況にある一方、事務的職業においては0.26

と、事務職を望んでいる人が多いにもかかわらず

仕事がないという状況になっており、雇用のミス

マッチが生じている状況となっております。

▼大学生の就職状況

　次に大学生の就職状況についてお話させていた

だきます。はじめに就職活動スケジュールについ

てです。平成27年３月卒の学生までは３年生の12

函館市の就職に係る状況等について

上野 祐二（函館市経済部労働課主査）
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あり、中卒後３年で辞める人が７割、高卒後３年

で辞める人が５割、大卒後３年で辞める人が３割

といわれております。離職が全て悪いわけではあ

りませんが、よく調べずに就職した結果、イメー

ジと違うために辞めるといことであれば勿体ない

と思います。せっかく新卒として就職できる機会

ですので、就職活動をするにあたっては、インター

ンシップを活用したり、先輩や大学のキャリアセ

ンターからの情報を得るなどして、企業を研究す

ることができれば、就職後にイメージが違うとい

うミスマッチをある程度防げるのではないかと思

います。

▼企業が求める人物像

　次に企業が求める人物像についてです。こちら

は経団連で行っている新卒採用に関するアンケー

ト調査の結果で「選考にあたって特に重視した点」

の５位までとなった項目です。「コミュニケーショ

ン能力」が12年連続で一位になっております。コ

ミュニケーション能力は就職活動を始める段階で

何とかしようとしても難しいと思いますので、日

ごろから、友達だけではなく、アルバイト先や部

活の先輩後輩、先生など、世代の違う様々な人と

の付き合いがコミュニケーション能力を高めてく

れるのではないかと思います。学生時代は付き合

いたい人と付き合えばいいのですが、会社に入れ

ば同僚や取引先など様々な人と付き合わなければ

なりませんので、コミュニケーション能力は大変

重要だ思っています。私も市役所で働いておりま

すが、３～５年おきに異動があり、仕事も変われ

ば、仕事相手の方もガラッと変わりますので、コ

ミュニケーション能力は重要だと感じています。

また、最近、企業の方とお話する機会があり、「最

近の若い人は指示されたことはできるが、自分で

考える力、自分でこうしたいという力が足りない

と感じる」、「会社に就職することを目標にしない

で、そこの会社で何をしたいかまでを考えてほし

い」という話を聞きました。就職したことで燃え

尽きてしまわないで、就職した後にやりたいこと

も考えて就職活動をして欲しいと思います。

ております。これは国の発表ですが、大手の就職

サイトによりますと、今年３月の卒業生は６月１

日の時点で34.5％、昨年の選考解禁日であります

８月１日で65.3％、正式な内定解禁の10月１日に

は85.9％となっており、実際にはもう少し早く就

職活動が進んでいると推測されます。ちなみに、

今年６月１日の選考解禁日では、52.4％が内定を

得ているとのことです。学校によっても就職活動

のやり方、時期に違いはあるかと思いますが、大

学で行われるガイダンスに出席するなどして、就

職スケジュールなど必要な情報を把握して、充実

した就職活動をしていただければと思います。

　次に離職状況についてです。これは卒業後３年

以内の離職率の推移を表しております。厚生労働

省の調査で平成20年３月卒から平成26年３月卒ま

での数字を示しております。黄色が採用１年目、

緑が採用２年目、赤が採用３年目での離職となっ

ております。平成24年３月卒をご覧いただきたい

のですが、就職後３年間の合計で32.3％。それま

での５年間を見ましても、就職後３年間で約３割

の学生が離職するという状況になっております。

せっかく就職活動を頑張って会社に入っても３割

が辞めている現状があります。会社の規模別で申

し上げますと、大きな企業になればなるほど離職

率は低く、従業員50人未満では59.6％となってい

る一方、1,000人以上では22.8％となっております。

また、産業別で申し上げますと、高い方では宿泊

飲食業で53.2％。低い方が電気、ガス・水道で6.9％、

製造業で18.6％と産業によっても離職率に違いが

あります。離職に関しては、七五三という言葉が
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たいと思ったときに、その後押しができればと考

えて、取り組んでおります。

　いろいろお話させていただきましが、本日のお

話が何かのお役に立てれば幸いです。どうもあり

がとうございました。

司会　どうもありがとうございました。Ｕターン

就職はプラスに作用するのか、採用を出す企業に

とってプラスと捉えているのか。プラスに作用す

るのであれば「自分はＵターンです」といわない

といけないということでしょうか。

上野　相談コーナーの求人は、地元の出身者を採

用したいということではなく、経験を持った方を

採用したい、経験を持った方を市内ではなかなか

採用できないので、首都圏で経験をもった方を採

用したいというものですが、函館市の出身の方が

「地元で働きたい。地元出身です。」とアピール

されれば、企業の担当者もうれしく思い、プラス

に働くのではないかと思います。

司会　民間企業は大変なので公務員を希望するこ

ともあるようですが、実際にはいかがでしょうか。

面接もありますし。

上野　市役所の採用試験は、一次試験で筆記試験

をやり、次から面接という形が一般的ですが、ど

この自治体も人物重視になってきていると思いま

す。また、仕事が楽というイメージを持つ方がい

ますが、市役所の仕事はそんなに楽ではないと思

います。そういうイメージで就職されるとちょっ

と大変かもしれません。

司会　「こういう人と働きたい」というイメージは

ありますでしょうか。

上野　積極的に話をしたり、仕事に前向きに取り

組んでくれる、明るい人がいいですね。

質問　面接で人間性とか受け答えとかのアドバイ

スがあれば教えてください。

上野　市役所でもある程度決められた仕事を行う

職場もあれば、自分でアイディアを出して仕事を

進めるという職場もある。自分の個性を自分自身

で研究して「自分はこういう仕事がしたい」と考

▼ IJUターン就職に関する取り組み

　最後に、函館市で実施している IJU ターン就職

に関する取り組みについて、お話させていただき

たいと思います。はじめに IJU ターンについてご

説明しますと、Ｕターンは皆さんお分かりだと思

いますが、Ｉターンは単に他の地域から函館へ、

Ｊターンは札幌など函館以外で生まれ育ち、他地

域に行ってから函館へ来ることを示しております。

函館市では、IJU ターン相談コーナーを開設して、

IJU ターン就職を希望する方と、戻ってくる人を

採用したい企業をマッチングするという職業紹介

事業を行っています。ハローワークで行っている

職業紹介を IJU ターンの人に限定して市役所で行っ

ているというものです。現在、IJU ターン就職希

望の方110人、求人の企業61社に登録していただ

いています。今、働いている方が中心なので、現

在のお仕事の関係もあり、すぐ転職するわけでは

なく、将来的に親御さんの面倒をみたいので帰っ

てきたい、子育ての環境を変えたいというお考え

の方も多く登録されている状況にあります。次に

作成中であります就職ポータルサイトについてお

話させていただきます。市内の学生も地元に残ら

ず首都圏に出ることが多いということで、企業や

学校関係者からお話をお伺いしたところ、そもそ

も地元の企業のことをあまり知らないことが原因

ではないかということでありました。そこで、地

元企業の紹介をしようということで、新たなサイ

トでは、社長のインタビュー記事など企業の雰囲

気がわかるようなものを掲載したいと考えており

ます。また、先ほどお話した職業紹介を行ってい

る IJU ターン相談コーナーもサイトに移設して、

登録求職者の専用ページでは、より詳しい求人情

報を載せていきたいと考えています。その他、仕

事関連情報として合同企業説明会のイベントなど

も発信していきたいと思っています。若いうちは

「首都圏で働きたい」という希望がある人もいま

す。そういう人を無理やり地元に就職させても働

き先のイメージが違うとすぐ辞めてしまう。それ

では企業のためにもならないので、「函館市に帰

りたい」と思う方に必要な情報を発信する、帰り
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えて就職活動することが、面接での受け答えなど

にもつながるのではないかと思います。

質問　娘は３年生で、就職を意識する時期になり

ました。親としては大学で学んだことが直結すれ

ばいいなと思っていますが、20代の娘は「経済だ

からといって銀行や金融関係だけではないよ」と

考えているようで、どういう感覚でいるのかなと

心配しています。

上野　大学を選ぶ時、医学部など理系の学部を希

望する学生は、将来設計も明確に決まっている人

が多いと思いますが、文系の学生は大学に入って

いろんなものを見ながら、将来のことを考えたい

と考えている人も多いのではないかと思います。

私も子どもがおり、これからどういう進路を選ぶ

のかなと考えるときもありますが、基本的には、

見守ることが大事かなと思っています。

司会　それではどうもありがとうございました。

お問い合わせ先　�

　函館市経済部労働課

　　電話　0138-21-3309（直通）

　　Fax　0138-27-3350

　　ＨＰ①函館市のトップページ

　　　　　http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/

　　　　②函館市経済部労働課のページ

　　　　　http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/

　　　　　soshiki/roudou/

　　　　③函館市就職ポータルサイト

　　　　　「函館しごとネット」（Ｈ28.９月開設）

　　　　　http://hakodate-job.net
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　新島襄の少年時代、1843年（天保14年）１月14日。

陰暦で２月12日ですので毎年同志社では、新島襄の

誕生祭が行われます。安中藩、現在の群馬県ですが、

江戸にあった藩邸内で生まれています。安中藩です

が、生まれも育ちも江戸っ子です。新島家は安中藩

の祐筆、書記係の務めをしていました。小さい頃か

ら学問に情熱をもっていろんな学問をしていました。

当時は激動の時代で外国に対する好奇心も強かった

と思います。藩主の板倉勝明は学者肌で外国のこと

について知りたくて、新島襄も藩主に見込まれて蘭

学者の田島順輔につきます。後に杉田廉卿にもつき

ます。幼名は七五三太（しめた）。子どもが４人お

りまして男の子がいなかった。やっと男の子が生ま

れたので「しめた」と父の民治が思わず漏らした言

葉からつけられたという説があります。少年時代は

蘭学、漢学を学び、特に新島襄が興味をもったのは

数学です。海外に対する情熱が強くなって航海術に

も興味をもちます。洋学で測量術とかも学んでいま

す。1863年、ロビンソン漂流記を漢訳本で読んで海

外に対する情熱に火がついたといわれています。ロ

ビンソン・クルーソー物語はイギリスの17世紀後半

　はじめまして。布留川正博と申します。私は歴史

（経済史）を担当していて、日本史は専門外なので

すが、今日は「新島襄と同志社」というテーマでお

話をさせていただきます。2013年、「八重の桜」が

NHK の大河ドラマで放映された時、同志社大学が

舞台になりました。当時、同志社社史資料センター

の所長を務めておりました関係で今日は大きなテー

マでお話することになりました。「八重の桜」の時、

各地で関連資料を展示する裏方の役目を果たしてい

まして、江戸東京博物館、福島県立博物館、京都文

化博物館などで「八重の桜」の展示をしておりまし

た。東京や福島の会津や白河などあちこちを回って

いました。３年前、「八重の桜」が放映された時、

どれくらい見ておられたかお聞きしたいと思います。

ほぼ毎回見ていたという方手をあげてみてください。

時々見ていた方。ほとんど見ていなかった方。かな

り見ていらっしゃるようですね。新島襄の誕生の話

から八重さんと出会って同志社英学校ができてとい

うロングストーリーですが、話の中には八重さんの

話が出てまいりますので内容を思い出していただき

ながら話を聴いていただければと思います。

新
島
襄
と
同
志
社

新島襄と同志社
経済学部教授　布留川 正博講演
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に捧げて船に乗せてもらい、英語の勉強をします。

聖書を香港で買って船の中で勉強します。セイヴォ

リー船長もテイラー船長も新島のために力強いサポー

ターになってくれます。

　これが若き日の新島の肖像です。新島が後にアメ

リカにいった時、出国の時の扮装が写真として残っ

ています。

　ボストンに着いてここで出てくるのがハーディと

いう人。ワイルド・ローヴァー号の船主です。テイ

ラー船長は新島の強い思いを聴いていて、ハーディ

に紹介します。ハーディ自身、最初は疑心暗鬼だっ

たそうですが、試しに「なぜ脱国したのか、理由書

を書け」といいます。これを英語で書くわけです。

まだ堪能ではない時期ですが、自分の思いをしっか

りと伝える理由書を書いています。「キリスト教の神

について知りたい。英語の聖書を読みたい。英語を勉

強したい」という強い思いの内容の理由書がハーディ

の胸を打ったということです。ハーディ夫妻は３カ

月くらい悩んでいるんですね。最終的に彼を受け入

れて新島を学校にいかせます。最初に入ったのがフィ

リップスアカデミー、高等学校ですが１年少しいま

して卒業前に洗礼を受け、アーモスト大学にいきま

す。ここでいろんな勉強をして特に興味をもったの

がサイエンスですので、バチェラー・オブ・サイエ

ンスの卒業証書が出ます。牧師になる学校でもあり

ましたので、ここで牧師の勉強もし、その次、アン

ドーヴァー神学校でさらに神学の教養を深めて卒業

します。ハーディ夫妻の写真があります。一見恐そ

うに見えますが、実業家でアメリカンボードとめぐ

りあえたことが新島襄にとっては幸運でありました。

　アンドーヴァー神学校にいっている途中、1872年、

岩倉使節団がアメリカにやってきます。その前年、

森有礼公使の斡旋で新島は留学免許証を受けて、脱

国者ではないとされていました。使節団の要請で田

中不二麿の通訳兼案内者として新島は同行します。

各国のいろんな教育機関を回りました。アメリカだ

けでなく、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアな

ど、大学、教育機関を回って、各国の教育事情を視

察したことが、その後の同志社英学校をつくる素地

になったと思います。田中不二麿という文部理事官

の話で、ロビンソンは海外にいきたいという情熱が

強く、父親の反対を押し切って海外にいくという話

です。そのへんの情熱も新島襄と共通するところが

あったのではないかと思います。この頃に聖書の抜

粋等、キリスト教に対する関心も芽生えています。

東京神田の学士会館に新島襄の生誕の地碑がありま

す。お父さんとお母さんの写真が残っています。絵

の才能もあり、絵を習っていた時期もあります。子

どもの頃、悪戯っ子でそれを抑えるために絵を習わ

せたといわれています。蘭学の写本のなかで三角関

数のサイン、コサイン、タンジェントとかが出てい

ます。数学に対する関心も強かったと思われます。

　海外に出るきっかけになった一つが玉島航海です。

備中松山藩の木造帆船「快風丸」に乗り込んで初め

て航海をしました。この航海で「精神的な視野がう

んと広がった」と後々にいっています。その後同じ

「快風丸」で函館にいくことになります。江戸から

津軽海峡をわたって函館までいきます。新島襄は非

常に運の強い人で、単身で行っても必ず彼を強く支

援してくれる人がいました。不思議ですが、この時、

武田斐三郎の武田塾を訪ねていくのですが、そこは

開店休業中で、そのかわりに会ったニコライという

ロシア領事館付司祭が新島襄の相談に乗ってくれま

した。外国語もそんなにわからなかったものの、何

とかコミュニケーションをとって自分の事情を話し、

「海外にいきたい」と伝えて援助を頼みました。そ

の仲立ちをしてくれたのがポーター商会の福士卯之

吉という人で英語ができるわけです。彼の斡旋をえ

てアメリカの商船の「ベルリン」号に乗って出国し

ます。函館から上海に２週間くらいかけていきます。

ベルリン号のセイヴォリー船長にも自分の思いを伝

えてサポートしてもらいます。上海に着いて、その

次の仲立ちをしてくれたセイヴォリー船長は同じ船

でアメリカに帰る予定だったんですが、途中、長崎

によらないといけない。長崎にいくとそこでつかま

るかもしれないので、ワイルド・ローヴァー号とい

う別の船に乗って１年かかかってボストン港につき

ます。この時も信頼のおける船長でテイラーという

んですが、新島のためにいろんなことをしてくれま

す。１年間の航海で新島はもってきた日本刀を船長
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イヴィスという人。デイヴィスも新島襄と同じこと

を考えていて、日本にキリスト教主義の学校を設立

したいと思っていました。デイヴィスと話しあいを

して最初に候補に上ったのが大阪でした。当時の大

阪府知事の渡邉という人は長崎に赴任していた経験

があり、キリスト教に対して厳しい姿勢が一貫して

いたので、大阪は諦めます。次に浮かんだのが神戸。

外国人居留区もありましたし。しかし人口が少ない。

どうしようかとなって新島は帰国してからいろんな

ところをまわりすぎ、過労気味になっていて、しば

らく仕事から離れて、京都に遊びにきたらしい。そ

の時に出会ったのが山本覚馬です。その時、覚馬は

京都府の顧問格に就任していて、京都の近代化に力

を尽くしていたわけですが、「八重の桜」にも八重

の兄として登場したことは覚えていらっしゃるでしょ

う。覚馬が薩摩藩邸に幽閉されていたその跡地を買

い取り、それを新島襄が買い取ったのではないかと

いわれています。

　同志社英学校を新島旧邸、新島会館の隣にあると

ころ、新島襄と八重が新婚生活を送ったところに最

初は設立します。最初は仮校舎で授業を行います。

地図を見ていただきますと、ここが薩摩藩邸跡で現

在のハリス理化学館同志社ギャラリーがここにあり

ます。「八重の桜」にも出てきますが、1864年の禁

門の変で戦闘場面が描かれていました。敵は長州、

その時、会津と薩摩は組んでいて長州はやられます

が、４年後、薩長連合で会津と幕府が敗れていく。

戊辰戦争が1868年１月から始まります。1868年８月、

明治天皇が即位して東京遷都が翌年３月となります

が、都が東京に移り、京都の人口は35万人から20万

人に減りました。その時、京都は強い危機感をもっ

て近代化をやるわけです。番組小学校、舎密局（理

化学講習所）の開設。勧業所の開設、京都博覧会の

開催。このへんは山本覚馬がかなりかわっています。

1872年、女紅場という女学校が開設されています。

八重さんが関係する学校です。近代化の一つが教育

事業であり、慶應義塾の京都分校が京都にできて開

校していますが、すぐに閉校になっているという事

実もあります。いろんなことをやりながら外国の学

問、言葉を学ぶ場ができ、同時に工業化、殖産工業

は、できれば新島襄に文部省の役人になってもらい

たいと誘いを出すんですが、新島襄はガンとして自

分の主張を展開して、断ります。その後何回も誘い

がありますが、ずっと断り続けます。これは留学免

許状の写しです。これで新島は正式の留学生となる

わけです。

　アメリカンボードは古い時代からその前身はある

のですが、新島襄はアンドーヴァー神学校を卒業し

た後、どうするかを考えはじめます。宣教師として

日本で布教活動を行うことをアメリカンボードは望

んでいて、その方向でいくのですが、新島は単なる

宣教師ではだめだと思います。アメリカンボードの

思いは受け入れますが、アンドーヴァー神学校を卒

業して按手礼を受け、牧師としての儀式をしてもら

い、最後にアメリカを離れる時、ラットランドでア

メリカンボードの年次総会がありました。ラットラ

ンドの有名な演説です。准宣教師として日本に帰る

ことになっていますが、この場で「日本にキリスト

教主義の教育機関をつくりたい」と強く訴えます。

これは異例なことで、年次総会でのお別れの挨拶で

は普通「お世話になりました。ありがとうございま

した」で終わるんですが、新島はそれだけではなく

「日本でキリスト教主義の教育機関をつくりたい」

と宣言します。その宣言に感動して寄附金が5,000

ドル集まりました。大口の1,000ドルとか500ドルと

かある中で、ある農夫が、帰りの汽車賃にもってい

た２ドルを、土がついた２ドルを新島のところにもっ

てきて「帰りは歩いて帰るから」と寄附したという

話が逸話として残っています。そういう方々の寄附

を受けて新島は財源を手に入れることができました。

新島は思い詰めて総会に臨んだと思いますが、その

想像図が残っています。いろんな人が寄附をしてく

れました。

　新島の帰国後、横浜に着いて故郷の安中にいって

盛大な歓迎を受けますが、関東地区で布教活動をす

るのも選択肢でしたが、そこにはすでにたくさんの

牧師たちがやってきていて、手薄なのは関西だとい

うことになりました。大阪に赴任することになりま

した。アメリカンボードの人たちの名前が出てきま

す。ゴードン、ギューリックとかその時に会ったデ
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政策が推進されていきます。

　時代は少し遡りますが山本覚馬は会津藩砲術指南

として藩主・松平容保の京都守護職就任に伴い来京

します。戊辰戦争のさなかに薩摩藩に捕らえられ薩

摩藩邸に幽閉されます。その時に覚馬の目は見えな

くなっていて、口述筆記で『管見』という近代化に

向けた綱領を書きます。これが薩摩藩に認められ、

その後、京都の顧問格に迎えられ、京都の近代化政

策に尽力することになります。目が見えなくなって

いた時の山本覚馬の写真が残されています。

　新島襄は士族を放棄して平民になります。京都に

転籍して相国寺の前の土地を手に入れて、校舎を立

てるつもりでいます。新島とデイヴィスのふたりで

英学校を開こうとします。この時はまだ「同志社」の

名前は浮かんでいませんが、後に山本覚馬が「同志」

という名前が気に入って「これがいいのではないか」

と新島に薦めます。「志を同じくするものが集まる」

ということで「同志社」とつけられたとあります。

　アメリカンボードの中でも新島に近かったのはデ

イヴィスで他の人たちは新島には宣教師として布教

活動に専念してほしいという思いが強かった。デイ

ヴィスはそれとともに教育施設がいるということで

新島の思いを受けいれ、ふたりで英学校を開校して

いきます。いろいろ困難があり、聖書の科目を授業

科目に入れようとしたが、「入れてもらうと困る」

と京都の仏教界が強く府知事に反対し、聖書の科目

を入れないことを条件に開校してもよろしいという

ことになります。1875年11月29日、官許同志社英学

校の開校にもっていくことができました。その日、

午前８時、新島宅で祈祷会が行われ、出席したのは

生徒６名（後に８名になりますが）、教師２名。私

塾から始まりました。仏教勢力がこれに対して強く

反対しました。京都という地にはお寺がたくさんあ

ります。耶蘇教に対する反対運動は、英学校開設前

も開設後もありました。仏教勢力が強かったという

ことで、教師を増やすこともなかなかできずにきま

した。聖書科目も英学校でやりたいが、やってはい

けないとなっています。そこでどういう手段をとっ

たのでしょうか。聖書の科目ではなく、課外で個人

的に聖書を教えるという手段をとりました。デイヴィ

スは当時これに反対しましたが、のちにこうしない

と反対を抑えられなかったと回顧しています。

　ここに新島旧邸の写真があります。新島襄と八重

の新婚生活を送った家。ここで仮の校舎として同志社

英学校が開設されました。1875年11月29日のことです。

　次に「熊本バンド」について説明します。熊本洋

学校でキリスト教を教えてもらった優秀な学生たち

が熊本からやってきます。薩摩藩邸跡に校舎を建築

したいとアメリカンボードに相談し、一応認められ

ますが、ちょっとした対立もあった。当時の写真が

残っています。左から第二寮、第一寮、真ん中に食

堂があります。1876年、余科が、英学校を卒業した

学生が神学を勉強するためにつくられました「熊本

バンド」の学生たちがやってくるのに備えて余科を

おいたわけです。熊本洋学校にジェーンズという先

生がいて、熱心な教育を行い、聖書の教育、英語の

教育をしていました。しかし、周りの反対にあい、

洋学校が閉校になり、ジェーンズから「熊本の学生

を転籍させたい」と新島に依頼がありました。それ

を受け入れることになります。優秀な学生たちで、

すでに熊本でかなりの教育を受けていて、先生がた

じたじとなる質問を投げかけたようです。その人た

ちが卒業する頃には同志社も整ってきました。

　英学校に入学した最初の８名のほとんどはデイヴィ

スが神戸からつれてきた人たちだったんですが、そ

の中で本間重慶という牧師になった人がいます。８

名の中の２人は後に東京帝国大学で心理学、倫理学

を教える教授になった人たちもいます。本間の修了

証が残っています。神学をおさめたというもので牧

師の活動を展開していきます。

　余科の実態を調査するために京都府学務掛から偵

察隊がやってきて、本当に聖書をやっているかどう

かを監視したりしました。余科では聖書の勉強を隠

れてしていました。30番教室で神学教育を行ってい

たといわれています。すでに触れた最初の８名は後

に中退して卒業はしていません。その後、立派な職業

に就いています。最初の卒業生は熊本バンドの人た

ち15名です。この卒業生たちが同志社の基礎をつく

ります。英語の授業もしています。卒業式には新島襄

の英語の演説と山本覚馬の演説がありました。彼ら
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に英語で言葉を送って卒業させました。名簿があり

ます。各々が卒業論文のように、テーマを掲げて演説

する体裁をとっていました。彼らはその後、重要な役

割を果たしていきます。その時の写真が残っていま

す。その後、同志社英学校、余科も体裁が整っていき

ます。原田助は後に同志社総長になった人。大西祝と

いう早稲田大学から京大教授になった人もいます。

　同志社にとっての「熊本バンド」の位置づけにつ

いてラーネッドが次のようにいっています。「ヨル

ダン川には３つの源流があるということですが、同

志社にも３つの源流があるといえます。すなわち、

第一の源はもちろん新島先生ですが、第二の源はア

メリカンボード、そして第三の源は熊本バンドであ

ります」といっています。15名の中には同志社に残っ

て先生になったり、女学校の先生になったり、アメ

リカに留学して化学の博士号をとり、戻ってきて同

志社の先生になる人もいました。いろんな人たちを

輩出しました。熊本は同志社にとっては重要な地域

で、そういう人物を輩出して同志社の基礎をつくり

ました。４月に熊本地震が起こりましたが、東日本

大震災の時も、我々にできることは限られていまし

たが、現地にいって向こうの人を励ます、話をする

くらいでも現地の人にとっては癒しになるというこ

とがわかっています。機会がありましたら熊本にも

出かけていっていただきたいなと思います。

　さて八重さんの話ですが、新島襄とは２歳違いで

山本覚馬が兄、弟に三郎がいます。川崎尚之助と一

度目の結婚をして後に離婚をします。禁門の変とか

戊辰戦争が起こり、八重が白虎隊の伊東悌次郎にゲ

ベール銃の撃ち方を教えるとか、「八重の桜」での

重要な場面が思い出されます。鶴ヶ城での籠城戦を

戦った場面は印象的でした。「一は主君のため一は

弟のため、命のかぎり戦ふ決心で、城に入りました

のでございます」という八重の言葉が残っています。

降伏開城するわけですが、開城する前夜に詠んだの

が「明日の夜はいずこの誰か眺むらんなれしお城に

残す月影」。降伏開城後、新政府軍の指示により、

会津藩の多くの人たちは下北方面に移住させられ（斗

南藩）ますが、八重一家は米沢の農家が割り当てら

れ、間借り生活を余儀なくされました。この頃に川

崎と離婚したのではないかと思います。そして米沢

から京都へまた移住することになります。兄・覚馬

が生きていることがわかって京都にいきます。そし

て女紅場の先生として教えることになります。八重

は英語や聖書に興味をもって勉強していき、英語、

キリスト教も学びます。

　さて、新島襄との出会いです。「八重の桜」では

井戸のところで編み物をしている時、八重は新島と

会うという話でした。新島襄は30歳をすぎていて、

アメリカで教育を受けていて、「古風な女はだめだ」

といっています。槙村知事が紹介したという話もあ

ります。1875年10月15日に婚約。新島は婚約を知ら

せる手紙をハーディ夫人に書いています。八重の写

真を同封して、「これを見れば彼女にあれこれいい

たくなるでしょう。もちろん彼女は決して美人では

ありません。しかし私が彼女について知っているの

は、彼女は美しい行いをする人だということです。

私はそれだけで十分です」（She is person who 

does handsome.）これにちなんで「ハンサムウー

マン」というキャッチフーズが生まれたんですが、

結婚式を翌年１月にあげて、その前に八重は洗礼を

受けています。新婚時代の新島襄と八重、ふたりの

夫婦関係はいろいろ説がありますが、新島は小さい

時からの自分の行いや経験、アメリカでの経験など

細かく八重に語っていたのではないかと思います。

反対に八重も兄・覚馬から銃の手解きを受けたこと

や鶴ヶ城での戦いとかも細かくに新島襄に語ってい

たと考えられます。その中でお互いに経験したこと

を共有して、新島はいろいろ苦難にあいますが、一

番の癒しは八重との語らいではなかったかなと思い

ます。ふたりがどういう人格だったか、徳富蘇峰は

「先生は厳格、刀自は快活。先生は慎重、刀自は豪

縦」と表現しています。まるで正反対の性格ですが、

八重は肝ッ玉母さんのような人だったようです。山

村軍平も「先生は仁者、夫人は勇者、先生は君子で、

夫人は女丈夫であった」と残しています。お互いに

最も信頼できる伴侶とともに生活を送ることができ、

それを基盤に教育事業を着実に展開することができ

たといえると思います。このような意味で襄と八重

は近代的な夫婦ではなかったかと思います。
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　最後に新島襄の構想した大学像についてお話しま

す。リベラルアーツカレッジ、アメリカの私立の有

名大学は大体リベラルアーツで、教養科目があって

上に専門を積み上げていく大学ですが、こういう大

学は、日本は戦後の時期に一般化してきました。新

島襄が構想した大学像は斬新なものだったといえま

す。同志社の３つの教育理念、「キリスト教主義」「自

由主義」「国際主義」。学長も総長も入学式や卒業式

のときによく語ります。「キリスト教主義」は、聖

書から抜き出した「善きサマリア人」の譬え話があ

ります。イエスが「隣人とは誰か」ときかれた時に

次のような譬え話をした。「ある人が追剥に襲われ

て傷ついている。通りかかった二人は見過ごしたが、

最後にきたサマリア人は介抱して助ける。隣人とは

サマリア人のことだ」。サマリア人はユダヤ人から

見ると異教徒であるが、サマリア人は隣人である。

宗教とか民族を超えて隣人愛を説くところにキリス

ト教主義の本髄があるのではないかと思います。

　「自由主義」、この言葉も「倜儻不羈なる書生を

圧束せず」と新島襄の遺言の中にも出てきます。人

にはそれぞれ才気があり、教育はそれを伸ばして、

けして圧迫してはならないといっています。徳富蘇

峰に代表されるような人物が代表例だと思います。

彼は中途退学しますが、八重に対しては、在学中ぬ

えとか言って侮辱していましたが、後に和解して、

同志社のために尽力します。才気があって、そうい

う人たちを伸ばしていくことが大事だ。「諸君よ、

人ひとりは大切なり」ともいっています。話は違い

ますが、今年６月に亡くなりましたモハメド・アリ

は「自由とは自分の信念を守ることができるという

ことだ」と自由主義の言葉を残しております。

　「国際主義」について、最近はグローバル化といわ

れるようになっていますが、新島襄の体験からいい

ますと彼はアメリカにおいて「社会的弱者」であり、

「マイノリティー」であり、しかしそれを認識しなが

らいかに人生を切り開いていくかという強い思いが

あって、新島がいろんな人とかかわりながら、その人

たちとの信頼関係を築き、いかなる局面においても

彼は信頼関係をもてる人をつくりだし、その人たち

から支援されながら人生を切り開いていった。私が

強調したいところはそこで、人間にとって最も大事

なこととは信頼関係を築くことだと思います。彼は

一旦、信頼関係を築くと将来もずっとその関係を維

持し、強めながら、生きてきたと思います。その思い

を引き継がなければならないなと思います。社会的

弱者は日本にも世界にも多数存在することを認識し、

いかにそれに対してアクションをおこしていけるか、

こういうことを考え、実際に行動しうる学生が同志

社で育っていってほしいという思いがあります。

　最後に「良心」についてですが、「良心の全身に

充満したる丈夫」という最後に新島が残した言葉で

すが、最近同志社大学に良心学研究センターができ

ました。そこで良心あるいは良心教育とは何かを研

究しています。良心とは英語で Conscience、この

言葉は「共に知る」というラテン語からきています。

これは自分の中の一番底にある声と対話し、行くべ

き方向を知ろうとすること。自分の底にある言葉と

常に会話していくことが必要である。もう一つは他

者、自分の中にある他者と対話し、ともに知る、そ

して行動することが大事である。哲学的な言葉です

が、「良心」という言葉についてもみなさんにも考

えていただきたいという問題提起です。ラットラン

ドでの体験的良心、農夫からの「帰りの汽車賃の２

ドルを使ってください」という言葉、これが一つの

体験的な新島襄の良心であったと思います。「新島

襄と同志社」についてロングストーリーを語ってし

まいましたが、これで私の話は終わらせていただき

ます。ご清聴ありがとうございました。

司会　布留川先生、どうもありがとうございました。

　なお、参考文献を３点あげておきます。

１．本井康博『新島襄と建学精神』同志社大学出版

部、2005年。

２．井上勝也『新島襄―人と思想―』晃洋書房、

1990年。

３．保阪正康『八重と新島襄』毎日新聞社、2012年。
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