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ごあいさつ

経済学部父母会

山

川

恭

会長

美

余寒の候、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。
早いもので2016年度父母会も、残りわずかとなりました。
５月の就職説明会からスタートしました本年度父母会、その大規模行事第２弾が10月22日（土）
秋の就職説明会として開催されました。
株式会社リクルートキャリア フェロー
（特別研究員） 海老原様をお招きして「知っておこう！
就活の仕組み～採用の裏側を理解し、子供とどう接すべきか考える～」をテーマとしたご講演か
ら始まり、同志社大学キャリアセンター所長

柳井様によります「同志社大学の就職状況とキャ

リア支援」の講演。そして、株式会社マイナビ副編集長

藤原様の「昨今の就職事情～保護者に

期待される役割とは～」のご講演と続きました。
情報満載の就職説明会で、300名を大幅に超えるご父母の皆様にご参加いただく事が出来ました。
そして今回も岸ゼミ生によります物販は、ご父母の皆様のお財布の紐も緩む楽しいひと時だっ
たのではないでしょうか。
翌日はご父母の皆様の交流行事となる京都観光、千年の都「京都」を歩く～嵐山～を開催させ
ていただきました。お一人でご参加のご父母の方も、京都の街並み、そして美味しいお料理など、
おしゃべりしながらの大人の遠足を満喫していただけたことと思います。
私は父母会活動を通して多くのご父母の皆様と交流を持つことが出来たおかげで、不安や心配
事が和らぎました。そして大学に足を運ぶたび、先生方とお話しをさせていただくたび、娘の学
生生活の一部分を少し分けてもらったような気持ちでもいます。
娘が４年間お世話になる大学を知りたい、好きになろうと思い立ったことで委員登録をさせて
いただきました。それがきっかけとなった父母会活動は、あっという間の４年間でした。そして
娘にとりましては、ぎっしりと中身の詰った学生生活だったのではないかと思っています。これ
から先の娘の長い人生でも、この同志社大学で学んだこと、先生方、友人達を大切にしていって
欲しいと願っています。
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。より多くのご父母の皆様に委員登録をしていただいて、
今後の父母会も盛り上げていただきたいと思います。
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。
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2016年 秋の就職説明会

知っておこう！就活の仕組み
～採用の裏側を理解し、子どもとどう接すべきか考える～

景気が回復しつつある現在でも、

株式会社 リクルートキャリア
フェロー（特別研究員）

就職活動で学生が翻弄されるのはなぜなのか。
また、自身に合う企業を見つけるにはどうすればいいのか。

海老原 嗣生

氏

メディアにも多数ご出演の海老原 嗣生さんに、

1964年、東京生まれ。大手メーカーを経て、リ

企業の採用の裏側と、

進、人事制度設計等に携わる。その後、リクルー

クルートキャリアに入社。新規事業の企画・推
トワークス研究所にて雑誌『Works』編集長に。著

効率のよい就職活動の進め方についてお聞きしました。

本日は現在の就職活動において企業がどのような採用を
行っているのかを中心にお話しします。

作は単著21冊、テレビ・ラジオ出演も多数。

者の割合で見ると、同志社大学だと約25％、ランキング
を250位以内にまで広げると50％は超えるでしょう。し

まずは、現在の就職市場についてですが、皆さんは人気

かし、それでも100位以内の企業に入れるのは４人に１

企業に入るのはどれくらい難しいことと思われますか？

人、250位以内にしても半分強です。大手企業の関連会社

データによると、2001～2011年に人気ランキング100位

やベンチャー企業、外資系企業に就職する人もいますが、

以内の企業に入社した学生の平均は、一学年につき１万９

半分弱の学生は名の知れた企業以外の地元の企業や中堅・

千人でした。現在はバブル期よりも採用人数が増えて３万

中小企業に入社します。つまり景気・不景気に関係なく、

人ほどになりましたが、東大や京大や旧帝大の卒業生を合

人気企業はいつも狭き門だということです。

わせると約２万人、それに有名私学や国立大学を合わせる
と５万人は軽く超えます。つまり、難関大学でも一学年に
つき５万人ほど入学できるのに対し、人気ランキング上位
の企業には多くて３万人の採用枠しかないということで

大多数と同じ動きをしても疲れるだけ。
受ける順番を変えて効率アップ。

す。
有名大学から人気企業への入社率を2009年入社の学生

次に、就職活動の裏事情をお話しします。関関同立クラ

のデータから見ると、当時、人気ランキング100位以内の

スの学生が就職活動でもっとも疲れて、ダメージが大きい

企業に入社した学生の割合は、慶應大学が22％、上智大

のはなぜなのか。

学が18％、早稲田大学が15％、同志社大学が13％、青山

現在の就職活動スケジュールでは、３年生の３月から企

大学が９％、明治大学が８％、関西学院大学が7.5％でし

業の採用情報が公開となります。学生は就職情報サイトか

た。大学院への進学者や、弁護士・キャリア官僚・研究者

ら気になる企業にプレエントリーをしますが、その裏側で

など民間企業に就職しない人数を除き、民間企業への就職

企業はどのような動きをしているのか。学生がプレエント
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リーをすると、企業にはその学生の登録情報が届き、自社

B to B の企業に続き、それらが埋まると学生にはもう知っ

に興味を持っている学生のリストが作られます。企業はそ

ている企業がなくなって負のサイクルにはまってしまいま

のリストから、説明会の案内メールを出す相手を選びま

す。そのようにその他大勢と同じ動きをしていると、いつ

す。人気企業だとプレエントリー数だけでも２～３万に上

までも楽になれません。
しかしこれを逆手にとって、グループ会社あるいは準大

一回の説明会に参加できる人数は多くても200人ほどで、

手企業から受けていくとどうなるか。３年生の３月の時点

説明会を20回開いても4,000人しか呼べません。ここで学

で、他の学生が知らないような、しかし業界内では有名な

歴フィルタリングがなされ、上位の大学から順番にメール

企業の説明会に参加すると、企業に本気度が伝わり、すぐ

が送られていくようになります。まずは東大・京大レベ

に採用へのステップが踏めるようになるでしょう。このよ

ル、次に関関同立レベル、その次に産近甲龍レベルの大学

うに、企業の採用や大勢の学生たちの裏事情を、就職活動

へと続き、残り500人ほどになった時点で、残りの大学の

対策としてぜひお子様に教えてあげてください。

学生たちに一斉に発信されるようになります。500人の枠
に何万人もが申し込むため、一瞬に席が埋まってしまい、
誰も参加できなくなってしまうという構造です。
同じように、エントリーシートにおいても企業によっ

10社受けてようやくスタートライン。
面接は早めに受けて肩慣らしを。

て見方が大きく異なります。エントリーシートは面接ま
で進むと100％読まれますが、人気の企業になると、まず

さらにもう一つお伝えいただきたいのが、経団連に加盟

は学歴フィルターにかけ、ふるい落とすことも多くあり

している企業は３年生の３月に採用情報が公開され、４年

ます。

生の６月から面接が始まりますが、経団連に加盟していな

同志社大学の学生なら、説明会にも参加でき、エント

い企業のスケジュールは野放図だということです。３年生

リーシートも通りやすく、面接までもスムーズに進むで

の１月や２月から面接を始める企業も多く、特に外資系や

しょう。ところが、お伝えした通り人気企業への就職率は

ベンチャー企業は早い傾向にあります。そこでおすすめし

約25％で、それも面接を何度も受けての結果ですので、

たいのは、そういった企業の面接を先に受けておくことで

その間に何社も落ちているわけです。説明会にも面接にも

す。なぜなら、面接は５社までが肩慣らし、10社受けて

行けない学生は、知らないうちに就職活動が終わっている

ようやく話したいことがまとまってきます。面接で企業が

ため疲れませんが、同志社大学レベルの学生は何度も説明

聞くことはだいたい同じで、反応するポイントも似ていま

会に通い面接まで進んでは、もう少しのところで落とされ

すので、受けるうちに「これはこういうことを聞かれてい

るといった繰り返しになるので、ダメージが大きくなって

るんだな」とか、「こういった質問にはこう対応しよう」

しまうのです。

など、機転が利くようになっていきます。つまり、早くに

では、人気企業に落ち続ける学生の就職活動スケジュー

10社受けておくと、精度が上がった状態で本命の面接が

ルはどのようなものなのか。学生が失敗する理由は、相場

迎えられるというわけです。また外資系もベンチャー企業

観がないのが原因です。例えば、夢が野球選手という子ど

も、一部の人気企業を除いて内定も出やすい状況です。面

もも、高校に行って甲子園に出場しても結果が出ないとな

接に慣れ、その上内定を得ているという心の余裕があれ

ると、
「もう野球選手にはなれない」とわかると思いま

ば、本番を迎える６月に良い成績が残せるようになるで

す。ところが、就職活動では誰も何も教えてくれないの
で、
「自分はひょっとしたら大手企業に入れるんじゃない
か」と思ってしまうのです。そのため就職活動が始まる
と、多くの学生は人気ランキング100位以内の有名企業に
向けてアプローチを始めます。しかし、そういった企業は
早くに採用人数が埋まるため、６月には片がつきます。そ
の頃には就職情報サイトを見ても知っている企業が少なく
なり、次に有名企業のグループ会社や子会社へ応募が殺到
するようになります。それらが埋まると、今度は準大手の
DOSHISHA UNIVERSITY
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りますが、２万人全員を説明会に呼ぶことはできません。

しょう。アプローチの順番を変えることと、面接を早めに

せる場所に結果的には配属してもらえます。社風の合わな

５～10社受けて慣れておくことが、疲れない就職活動の

い企業に背伸びをして入っても、いつまでたっても辛いだ

ポイントなのです。

けです。
では、社風の「合う／合わない」はどうやって決めたら

重視すべきは企業の社風。
五つの軸と照らし合わせて判断を。

いいのか。それは【図１】・【図２】をご覧ください。弊社
が第二新卒者の辞職理由を調査したところ、辞める理由に
五つの軸があることがわかりました。このうちのどれかが
合わないと、辞める確率が高くなります。一つ目は、「周

次に大切なのは、
「合う会社／合わない会社」を見極め

囲との関係」。競争で一番になることを重視する企業もあ

ることです。企業によって欲しい人材は千差万別です。例

れば、縁の下の力持ちに徹することを重視する企業もあり

えば商社に受かるのは、元気がよくて競争心の強いタイプ

ます。二つ目は、「発想の方向」。常に前進することを求め

です。ところが協調性が重視されるメーカーでは、そう

る企業もあれば、伝統に重きを置く企業もあります。三つ

いった人は落とされたりします。面接に落ちても単にその

目は、「判断の基準」。合理性を求める企業もあれば、情に

企業と合わないだけの話で、
「俺はダメな人間だ」と思う

重きを置く企業もあります。四つ目は、「評価する点」。行

必要はありません。

動力が評価される企業もあれば、熟考が求められる企業も

日本の企業の採用の特徴は、
「肌合いが合う人」を選ぶ

あります。五つ目は、「スピード感」。とにかくスピードを

ことです。その理由は、日本の雇用形態が異動を伴う無限

求められる企業もあれば、慎重さが求められる企業もあり

定雇用だからです。日本では営業職として採用したのに成

ます。これらのどれかがずれていると、その会社に違和を

績が振るわない人間を、欧米のようにクビにすることはで

感じやすくなります。特に自分自身が重要視する軸がずれ

きません。日本企業ではそのような場合、チームや担当地

ているとミスマッチにつながりますので、企業を見るポイ

域、部署や担当商品を変えるなどして、社内でリトライす

ントとしてお子様に教えてあげてください。

る機会が与えられます。配属先が合わなくても社内で再
チャレンジして自分に合った仕事が見つかるようにできて
いるのです。つまり、企業選択の際に何を重視すればいい
かというと、それは仕事内容でも憧れの先輩でも好きな地

企業が知りたいのは学生の素顔。
ありのままで臨むのがお互いのため。

域でもその企業の商品でもなく、社風です。社風はその企
業のどこへ行っても通底しています。社風が合っている企

企業が面接で見るポイントについてですが、それは「わ

業なら、社内で再チャレンジした結果、自身の能力が活か

が社の仕事をうまくやっていけるか」と「わが社の仲間と
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うまくやっていけるか」の二点に尽きます。これらが合っ
ているかどうかを見るのが面接で、要は相性を見ているわ
けです。面接で採用側が知りたいのは学生の素顔です。と
ころが学生は、背伸びをしたり見栄をはったりしてなかな
か素顔を見せてくれません。企業はそれを見極めるために
様々な手順を踏みますが、このやりとりは非常に無駄で
す。
「私はこういうタイプの人間です」と素直に伝えれ
ば、受かるか落ちるかだけの話です。もし落ちても自分に
合っていなかっただけのことで、受かったらその企業に出
会えてよかったということ。ですから面接ではあなた自身
をよく表す話をしっかりと用意してほしいと思います。学

し、心配性はなんでも用意周到に準備できるという長所の

生はすぐに、優秀な肩書や経歴について話したがります

裏返しです。一度ゼミで花見をした時に幹事を任されたそ

が、そうではなくて、自らの本質を伝える特徴的な話を、

の学生は、席とりのために三日前から会場を訪れていまし

口下手でもいいから話してほしいと採用側は思っていま

た。時間を変えて人込みの状況や必要なシートの大きさな

す。

どを細かくチェックし、当日に困らないように用意してい

例として、PDCA（Ｐ：計画、Ｄ：実行、Ｃ：評価、Ａ：改善）

たのです。それがあなたの良さだと伝え、面接でその話を

サイクルを大切にしているある企業に響いた二人の学生の

したら受かったそうです。このように、短所を知ることも

話をご紹介します。ある学生は、趣味の盆栽について話し

また、長所を知る方法だと思います。

たそうです。盆栽は枝を切ると弱くなるため、切らずにど

一番厄介なのは「コミュニケーション能力」です。私は

こまで育てられるかを追究したその学生は、水のやり方、

それを次の五つの力だと考えています。一つは、「話す

日のあて方、肥料のさし方を研究し、自分なりの分析結果

力」。これは流暢に話せることよりも、理解させる力があ

を書きつけていたそうです。またある学生は、妹とケンカ

るかどうかです。二つ目は、「聞く力」。ただ頷くだけでは

ばかりするので、
「ケンカをしたらおこづかい抜き。でも

なく、理解し、相手のいいたいことをうまく引き出す力の

一週間ケンカをしなかったら、おこづかいを一割上げてあ

ことです。三つ目は、「配慮する力」。コミュニケーション

げる」と親に約束させられたそうです。そこでどのような

は周囲への配慮に基づくものです。四つ目は、「環境を作

シチュエーションでケンカをしてしまうのかを分析し、一

る力」。ある意味での図々しさは、人の中に入っていくた

つずつ要因をつぶしていった結果、中学二年生の時に100

めには必要です。五つ目は、「関係を維持する力」。すぐに

円だったおこづかいを高校三年生の時には5,000円まで上

悪口をいってしまう人は、環境を維持する力が弱いといえ

げたそうです。

ます。この五つの軸がコミュニケーション能力だと思いま

ここには NPO の話も、海外留学の話も出ていません。

す。コミュニケーション能力に自信がない学生も、この五

しかし彼らの人柄が非常によく表れています。こういった

つになれば、どれかは備わっているはずです。それらを

話は、お子様の一番身近にいる保護者の皆様だからこそヒ

しっかり聞き出して、「あなたのコミュニケーション能力

ントを与えられると思います。
「こんなことあったじゃな

はこれだよ」という話をしてあげてほしいと思います。口

い」と、さりげなく思い出させてあげてください。それが

下手だからといって、コミュニケーション能力が低いわけ

彼または彼女をよく表す話だったら、彼らに合った企業に

では決してありません。「あなたのいいところはここだ

しか受からなくなると思います。

よ」といってあげると、お子様もホッとされるのではない

ただ、
「その人らしさ」の話はなかなか思いつかなかっ

でしょうか。

たりします。そんな時にヒントになるのは、
「あなたの欠

最後に、本日の講演内容は、拙著『なぜ７割のエント

点は何ですか？」という問いです。欠点には多くの場合そ

リーシートは、読まずに捨てられるのか？～人気企業の

の人らしさが表われています。さらに、欠点や短所はある

「手口」を知れば、就活の悩みは９割なくなる～』と、『２

意味で長所にもつながっていて、それらを克服した話にも

社で迷ったらぜひ、５社落ちたら絶対読むべき就活本～受

人間性が表われます。

ける「順序」を変えるだけで、内定率アップ～』をご参照

ある学生は、緊張しすぎる性格に悩んでいました。しか

いただけたらと思います。ありがとうございました。
DOSHISHA UNIVERSITY

5

「昨今の就職事情～保護者に期待される役割とは～」
毎年変化する就職活動スケジュール。
今年度は「超短期決戦型」だと伝えられていますが、
そのような中で、保護者には
どのような役割が求められているのか。
株式会社マイナビの藤原さんに、現在の就職活動の実態と
保護者として心掛けておくべき
ポイントについてお聞きしました。

株式会社マイナビ副編集長

藤原 武史 氏

企業の採用意欲は高いものの、
採用の効率化と選考の複雑化が進む。
株式会社マイナビの藤原と申します。本日は昨今の就職
事情についてお話しします。
まずお伝えしたいのは、現在、企業の採用意欲は非常に
高いということです。大卒求人倍率を見ると、リーマン
ショック前が2.14と非常に高く、そこから1.2まで下降し
ましたが、2016年は1.74と、企業の採用意欲はリーマン
ショック前の状況に近づきつつあると感じています。企業
の採用予定数の増減を調査したところ、前年よりも「増や
す」と答えた企業の割合が高く、全国的に製造業や建築関
連業の採用意欲が高い傾向が見られました。また、従業員
規模が1,000人以上の企業の求人倍率は0.9、1,000人未満
の企業の求人倍率は2.4と、企業の従業員規模によって状
況は大きく変わるというのも現状です。
現在の就職活動は、保護者の皆様が体験されたものとは
大きく異なります。昔は自宅に就職情報誌が送られてき
て、その中から気になる企業に応募するという方式でし
た。選考方法もいたってシンプルで、履歴書等を提出して
筆記試験を受け、その後面接が何回かある程度だったと思
います。しかし現在、情報は全て web 上で管理されるよ
うになりました。弊社の運営する就職情報サイト「マイナ
ビ」では、現４年生向けに約２万社の情報を掲載していま
す。そこから学生は50～100社に絞り込んでいくのです
が、企業情報のほかに、そこで働く先輩の声なども掲載し
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ているため、それらをきちんと読み込んでいくと膨大な時
間がかかることもあります。昔に比べて楽になったのは、
就職サイトに名前や住所を一度登録すると、資料請求（エ
ントリー）はボタン一つでできるようになった点です。
しかしそうやってエントリーが簡易化されたことで、一
つの企業へのエントリー者数が増え、学生一人につき50
～100社へのエントリーも普通になりました。その状況
は、全国の学生に自社のことを知ってもらえる点で企業に
とってはメリットですが、超大手企業になると例えば採用
人数は100人程度なのに対し、エントリー数が４～５万と
いう膨大な数になることもあります。それらのエントリー
者に対して、１人１人を最初からじっくり見ることが難し
くなってきました。つまり、現在の就職活動では、いかに
学生を効率よく見抜くかという「採用の効率化」を重視す
る企業も増加しているということです。
同じように「選考の複雑化」も進んでいます。現在は就
職活動のコツやポイントを教える書籍類も多く販売され、
インターネット上にもそういった情報があふれています。
そのため、面接等を重ねていくと、学生の発言内容が似
通ってくるケースが出始めたため、企業は様々な角度から
学生を見なければならなくなり、エントリーシートの提出
後、適性検査、筆記試験、グループディスカッションな
ど、面接だけでは確認できない点を見極めるための手順が
複雑化しました。４～５社を受験するとなれば、この手順
を並行して進めなければなりません。様々な情報を web
上で簡単に見られるようになり、選択の幅が広がった反
面、学生の就職活動にかける労力が増えてしまった。つま

※2017年卒マイナビ内定者意識調査より

り、準備をできるだけ早くに始めるのが非常に重要になっ

るところも増加。現在は、過去３～４年に比べると採用環

てきたということです。

境は悪くはありませんが、準備期間が短縮されたというこ
とは、その企業に入社してからどういった働き方をするの

超短期決戦型スケジュールでは、
３月までの準備がカギに。

かを考える時間が今まで以上に短くなってしまったという
こと。入社後いかに満足度の高い結果を得られるかが、学
生の課題になっているのです。
ご参考までに選考で聞かれる質問例をご紹介します。選

2017年卒の就職活動スケジュールに関しては、【図１】

考では「学生時代に力を入れたことは何ですか？」、「なぜ

をご覧ください。一般的に現在は３月１日から企業の採用

この仕事を選んだのですか？」という問いがよく聞かれま

情報が公開となり、４年生の６月に面接が開始されます。

す。また、「人生における３大ニュースを上げ、その一つ

問題は、2016年卒に比べて2017年卒学生のスケジュール

を簡単に説明するとともに、それに対しどのように考え、

はエントリーから面接開始までの時間が２ヶ月も短縮され

対処したかを述べよ」というような少し考えなければなら

てしまったことです。さらに、2017年卒学生対象の内定

ない問いもあります。学生はエントリーシートを一枚書き

者意識調査では、面接を受け始めた時期は３年生の３月か

上げるのにかなりの時間を費します。３月から対策を始め

らという答えが多く寄せられました。（※【図２】参照）さら

たのでは、３月下旬から面接が始まることもあり、準備が

に、企業へのアンケートでも、その７～８割が「６月まで

難しくなっていきます。また「あなたらしさを写真を使っ

に面接を始める」と答えていました。つまり、採用意欲の

て自由に表現してください」という問いなどには、学生は

高まりに合わせて企業間で学生の奪い合いが始まっている

非常に戸惑います。採用側としては「その人らしさ」が伝

のです。経団連に加盟していない企業は大手企業に学生を

わるものであれば極論何でもいいのですが、学生は答えが

奪われないために、経団連が定める６月以前に面接を始め

ないと不安になりますので、もしお子様が迷われている場
DOSHISHA UNIVERSITY
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合は「正解なんてない。自分らしさを示すものを思いきっ
て書けばいい」とお伝えいただければと思います。

る時間が少なかったため、苦労した学生が多かったのだと
思います。自己分析は企業選択の軸の確立にも有効です
が、進めるうちに面接で何を話せばいいのかなども明確に

後悔しない就職のためには、
自己分析と企業研究が必須条件。
次に就職活動のポイントについてですが、学生が卒業後
に後悔しないためにはどうすればいいのか。
【図３】をご
覧ください。就職活動において学生がまず目を向けるの
は、右側のエントリーシートから内定までの道のりで、選
考に関わるところに注目が集まります。しかし就職活動の
土台は、左側の「自己分析」と「業界・企業・仕事研究」
です。就職活動において、やりたい仕事に就くのは幸せな

なっていきますので、「自分の特徴について自分の言葉で
語れるようになること」を目指して取り組んでいただきた
いと思います。「自己分析」という言葉に抵抗を感じる学
生には、「自分について振り返る時間を持つこと」と置き
換えると、気持ちが少し楽になるのではないでしょうか。
通学の途中や休憩時間などに、自分を振り返る時間を持つ
ようアドバイスいただければと思います。

保護者から見たお子様の強みを
伝えることで、活動を促して。

ことかもしれませんが、
「やりたい仕事」というのは非常
に危険なキーワードで、それは自分の興味だけを重視して

次に仕事研究の重要性についてですが、内定者へのアン

就職先を決めてしまうことでもあります。大切なのは、興

ケート調査によると、第一志望先に入社できた学生は全体

味だけではなく「できること」と「できないこと」を見極

の４割未満でした。「この会社に行きたい！」と第一志望

め、自身の長所がその企業や業界で活かされるのかどうか

以外の企業を受けずに進めてしまうと、第一志望先の面接

や、自身が大切にしていることは何かなどを複合的に考え

で落選し、そこからリトライとなると、すでにエントリー

ることです。
「お金を得ることが第一」と考える人もいれ

を締め切っている企業も多く選択肢が限定されます。３年

ば、「人から『ありがとう』といわれる仕事に就きたい」

生の３月時点でできるだけ視野を広げ、様々な企業につい

という人もいるでしょう。
「企業・業界の雰囲気や風土が

て調べておくことをおすすめします。

自分に合っているかどうか」も重要になってくると思いま

2015～17年卒の３年間における学生のエントリー数

す。要は、自身の価値観や能力を知り、志望業界のことも

は、当社の調査では年々減ってきています。極端な話、数

きちんと調べて、その企業でどういう働き方ができるのか

年前は100社の中から選考に進む企業を選んでいたのに対

まで考えて就職活動をするのが大切だということです。

し、現在は50社という限られた中から将来を選び出そう

就職活動を始めた頃の学生の企業・業界に関する知識は

としている様なものです。企業説明会への平均参加社数も

浅く、これはミスマッチの可能性を高めますので、ぜひ自

減っています。現４年生は内定にあまり困らなくなったと

己分析や仕事研究の重要性をお伝えいただければと思いま

はいえ、真意を問われるのは入社してからの３年間です。

す。現４年生に後輩へのアドバイスについて聞いたアン

その時に後悔しないために、いかに自己分析や仕事研究を

ケート結果では、
「自己分析をしっかりと行うこと」を一

進められていたかが大きなポイントになってくるのではと

番に挙げている学生が多いです。それだけ自己分析にかけ

考えています。
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必要なのは活動することです。なぜなら、2017年卒の
内定者意識調査によると、内々定獲得社数３社以上の学生
の方が、１社のみに内定を得ている学生よりもエントリー
シートの提出数やその通過数、企業セミナーへの参加社数
や面接の受験数も多いという結果が出ているからです。超
短期決戦型のスケジュールを乗り越えるためには、いかに
早い段階から準備をしていたかが問われています。活動目
的は「自分を知ること」と「仕事を知ること」という二つ
に尽きるでしょう。
学生は「やりたい仕事が見つからない」、「自分の強みが
わからない」という悩みを抱きがちです。また、就職活動
で初めて「自分の個性や強み」を問われる場面に遭遇して

無が内々定取得率に影響していたり、またインターンシッ

もいます。そんな時こそ、皆様から見たお子様の行動特性

プに参加した学生の約半数が、第一志望先の企業を変えて

やパーソナリティ、仕事に活かせる強みなどをしっかりと

いるからです。それは仕事の理解を深めることで自身の軸

伝えてあげてください。ある学生は、自分の特徴がわから

について改めて気付いたからです。

ないからと、中学から高校までの友人に自分の特徴につ
いて聞いてまわったそうです。またある学生は、学校の先
生からもらった手紙を読み返して、なんとなく自分の強
みを振り返ることができたそうです。自分で見つけ出す
のが不得意な学生は、第三者からの指摘でヒントを得る
場合が多いので、ぜひアドバイスをお願いしたいと思い
ます。

また、親子でのライフプランの刷り合わせも大切です。
お子様が「東京で働く」と言ったら、背中を押してあげら
れますか？非常に難しい問題ですが、その際はお子様の希
望を確認した上で進路選択をさせてあげてほしいと思いま
す。そのためには、しっかりとお子様と向き合い、話し合
うことが大切です。また、お子様に対しては干渉しすぎ
ず、マラソンで並走するような一定の距離感で温かく見守
る姿勢が保護者の皆様には求められています。

仕事に関する親子の会話が
よりよい進路選択につながる。
また、お子様にご自身の仕事内容について話してあげる
ことも有効です。学生には職業観が欠けていて、どうして
もイメージが先行するので、ご自身の具体的な仕事内容
や、そこでのやりがいや苦労話、またはどんな企業とどの
ような取引をしているのかなどを話すだけでも、職業観の
醸成と職業研究のサポートにつながると思います。例えば
マスコミ業界には華やかなイメージを抱くことも多いです
が、実際はスケジュールの作成やテープ起こしなど、地味
な仕事が多かったりします。しかし学生はそういった具体
的な作業がイメージできません。そのため、皆様が実際に
取り組まれているお仕事について話すのが、学生が仕事を
理解する上で効果的な手段の１つになります。
最近では1day インターンシップを実施する企業も増え
ているので、ぜひお子様に参加してみてはとお伝えくださ
い。１日であれば、負担も少なく複数社参加することもで
きますし、今は１、２年生でも受け入れる企業もありま
す。おすすめする理由は、インターンシップへの参加の有

そんな中、４年生になってなかなか内々定を得られない
学生もいて、「就職の話になるから、年末年始実家に帰り
たくない」という話も聞きます。そんなお子様の気持ちも
頭の片隅に留めておいてください。決して怠けているので
はなく、いくつもの難関を越えていかないと内定を得られ
ない時代です。不器用で自分がうまく表現できず、結果を
出せない学生に対して「何をふらふらしてるの」という一
言はかなりの威力です。お子様の様子を見ながら、どう
いった言葉をかけたらいいのかを慎重に見極めていただき
たいと思います。
最後に、お子様を他の学生や同学年のご友人などと比較
するのは絶対に避けてください。彼らは別の人間で、想い
も志望先も異なりますので、本人の意思をきちんと確認し
た上でのアドバイスを心掛けてほしいと思います。また、
大企業への就職を勧めるなど、親の価値観を押し付けるの
も要注意です。現在の大企業が20～30年後にどうなって
いるかは、誰も保証できません。皆様方で明るい展望の業
界かどうかをアドバイスする方が、お子様としてもうれし
いのではないでしょうか。必要以上に世話は焼かず、自立
を促していただけたらと思います。本日はありがとうござ
いました。
DOSHISHA UNIVERSITY
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同志社大学の就職状況とキャリア支援
2016年４月の同志社大学生および経済学部生の就職状況と
キャリアセンターが行っている各種支援、
さらに就職活動を進める学生への接し方について
キャリアセンターの柳井所長にお話をうかがいました。
同志社大学キャリアセンター
所長

経済学部は就職率97.8％を誇り、金融、
メーカーへの就職率が高いのが特徴。
本日は「本学の就職状況」、「本学のキャリア支援」、「ご

子女との接し方」についてお話しします。

まず、2016年４月採用の経済学部生の就職状況です

が、就職希望者783人のうち766人が就職し、就職率は

97.8％でした。就職先としては、金融が32.3％、メーカー

柳井 望

氏

企業や知名度にこだわらず、高シェア・高収益の安定した
B to B の企業を探すなど、間口を広げて考えておくことも
大切です。

それぞれの学年に応じた
きめ細やかな支援でバックアップ。
次に、本学のキャリア支援についてお話しします。一言

が23.2％と高い割合を占めています。文科系学部にはあ

で申しあげますと、「いろいろなことをたくさんきめ細か

男女不問で人物重視です。過去10年間の就職先をみます

就職ガイダンス、自己分析セミナー、エントリーシートセ

らゆる業種の企業から求人があり、そのほとんどが学部・
と、文科系学部全体では63.5％が従業員数500人以上の企

業へ就職しています。2016年の４月に経済学部から２人
以上就職した企業では、銀行、生命保険、損害保険、証券
会社が上位にきており、国家公務員、地方公務員への関心
も高いことがうかがえます。

Ｕターン就職については、愛知県を例に挙げると、全学

部過去４年間の合計で愛知県出身学生964人のうち350人

が愛知県に本社を置く企業へ就職しており、36.3％の学

生がＵターンしています。全国平均は24.5％です。ただ

く実施している」ということです。キャリアセンターでは
ミナー、企業の人事担当者によるパネルディスカッション
形式での仕事研究セミナー、国際関係の仕事を希望する学
生向けのセミナーや公務員ガイダンス、教員ガイダンスな

ど様々なセミナー、ガイダンスを開催しています（【図①】
参照）。公務員を目指す方への留意点を申しあげますと、
筆記試験後の面接が重視されています。自己分析をし、省
庁や自治体のどんな分野でどんな仕事をしたいのか、志望
動機をきちんと考えておくことが大切です。

個別相談は１年生から大学院生まで、年間を通じて一人

し、東京に本社に置く企業でも全国に支店がある場合があ

ひとりと対面し丁寧に応じています。また、2016年３月

ます。

へ足を運んで企業説明会を開催してくださいました。本学

りますので、実際の数字はもう少し高くなる可能性があり
求人倍率は、求人総数を就職希望者数で割った数字で、

1.0倍を境に数字が大きくなるにつれて入社しやすくなり
ます。現在、求人倍率は1.7倍で売り手市場だといわれて

いますが、この数字には注意を払う必要があります。業種
別にみると、金融業の0.23倍に対して建設業は6.18倍。
従業員の規模別にみると、従業員数5,000人以上の大企業

が0.70倍、従業員数300～999人の企業は1.23倍とばらつ
きがあります。これらの平均が1.7倍であり、厳しいとこ

ろは厳しいということですから、就職先を考える時には大
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には、今出川へ740社、京田辺には460社もの企業が本学

学生は、学内にいながらにして数多くの企業からお話を聞
くことができるわけです。これは現在、社会に出て活躍し
ておられる本学卒業生に対する評価が高いからであり、本
当に有難いことだと感謝しています。さらに、キャリア支
援システム「e-career
（イーキャリア）」からは、セミナー

や説明会の開催日程、企業情報、企業からの求人情報やイ
ンターンシップの開催案内、先輩の就職体験記など、様々
な情報を得ることができます。勤務地・業種等、自分の希
望を登録しておけば、企業情報とマッチングした場合には

自動配信されます。留学や授業の都合でセミナーや説明会
に出席できなかった学生のために動画配信もしていますの
で、ぜひご活用ください。

自己分析と企業研究は早めに。
社会人としてのマナーも忘れずに。
就職活動は、自己分析、業界・企業研究、エントリー、

面接という順序で進んでいきますが、大切なのは自己分析
と業界・企業研究とを結び付ける作業です。つまり「自分

有意義な学生生活が送れるよう
温かなサポートを。
次に、就職活動中の「ご子女との接し方」についてお話

しします。まずは見守ること、寄り添うこと。そして心
配・応援していることを折に触れて伝えていただければと
思います。何か相談ごとが起こりました時には、いつでも
学部事務室にご連絡ください。ご父母と教職員が連携を図
りながら、本人にとって最善の道を共に考えていきます。
最後に、今日は前後に企業の方の講演に挟まれておりま

の強みを、就職を希望する会社でどのように発揮するの

すので、大学人として一言申しあげたいと思います。それ

2018年４月採用のスケジュールでは３年生の３月から企

でサポートしますが、大学は「企業が求める人材を育成」

か」をきちんと語れるようにしておくことが肝要です。
業の広報活動が始まり、４年生の６月には採用活動が始
まります。３月から活動を始めたのでは準備不足になる

は、就職を希望する学生には一人ひとりに寄り添って全力
するために存在するのではないということです。

「一国の良心とも謂う可き人々を養成」することが同志

可能性がありますから、できる限り早めに準備しておく

社大学の教育理念です。このような教育理念や建学の精神

ナーに積極的に足を運び、自己分析や企業・業界研究、筆

それらが自然と身に付き、４年も経てば人柄となってにじ

ことが大切です。学内で10月から開始している各種セミ
記試験対策をできる限り早めに始めてください。また、就
職活動は社会人としてのスタートでもありますので、社

会人としてのマナー・常識を身に付けることも大切です。
企業の方との約束に遅刻したり、無断欠席などは論外で

す。他の本学学生の就職活動にも影響します。同志社大学

生として良識ある言動をとるよう心掛けていただきたい
と思います。

に満ち満ちたキャンパスで毎日の学生生活を過ごすうちに
み出てきます。私は、この同志社教育こそが本学の学生が
社会や企業から高い評価を受けている最大の要因であると
考えています。充実した学生生活を送り、確固たる人格を
形成した延長線上に就職があるということです。ご父母の
みなさまにおかれましては、私たち同志社大学を信じて、
ご子女の学生生活、就職活動を温かく守ってあげていただ
きたいと思います。
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2016. 9. 3 父母会／浜松会場

学業履修と学生生活について
谷村 智輝（経済学部教授）
父母会行 事
の中から

本日はご多忙のところ、父母会（浜松会場）に

はやや弱い一方で、課外活動やアルバイトなど学

ご参集いただきありがとうございます。また、平

生生活全般の充実を求めている傾向が強いことが

素より、同志社大学経済学部の教育・研究に深い

挙げられます。とはいえ、
「学習態度」については、

ご理解と多大のご協力を賜り厚く御礼を申し上げ

「マジメ化」が進んでいます。最近の学生は、私

ます。９月に入って夏期休暇もちょうど半分が過

たちが学生であった頃に較べればとても真面目で

ぎました。帰省中の学生諸君も多いと思いますが、

出席率も良くなっています。加えて、プレゼンテー

それぞれの目標を持ってこの長期休暇を過ごして

ションなど、自己発信にも屈託がありません。経

いることでしょう。本日は限られた時間ではあり

済学部生は、演習などを通じて共同学習を好み、

ますが、成績通知書の見方を確認しながら個々の

また得意とする傾向が強いという特徴を持ってい

学業履修状況や学生生活状況を知る手がかりにつ

るといえます。その点は、大学が用意しているラー

いてお話ししたいと存じます。

ニングコモンズや経済学部専用の学修スペース
（ク

まず、大学を取り巻く社会環境の変化を手短に

エストルーム）など、学内の学修スペースの活用

まとめると、①学力の質的向上、②グローバル人

実績が非常に高いことにも表れています。経済学

材の育成、③コミュニケーション能力の育成・強

部の学びの特徴の一つは、正課・課外両面で、学

化、これらについて大学に対する社会の要求が厳

生の主体的かつ実践的学びの機会を豊富に提供し

しくなっています。それに応じて、④就職活動ス

ようとしていることですが、それが学内の学習空

ケジュールの見直し、⑤経済学部を含む文系学部

間の積極活用にもつながっているといってよいよ

の社会的意義についての問い直しが進んでいます。

うに思います。一方、全体的に学生の家庭学習は

大学教育に対するこうした社会的要請が学生の学

満足とはいえないのであり、経済学部生の家庭で

業履修行動や学生生活のあり方を変化させている

の学習量は本学の平均もしくはそれをやや下回っ

と言うことを、確認しておきたいと思います。

ているのが現状です。さらに、家庭学習と読書時

大学における学びの現状

12

間の動向を見てみると、「二極化」の傾向が見て
取れます。しかもこうした二極化の度合いは、他

つぎに、大学における学生自身の学びの現状を

学部にくらべてやや強いようです。これらは、学

理解するために、①学生生活への期待、②学習態

部教育にとって今後の課題といえるでしょう。こ

度、③家族・友人との関係という３つの側面から、

の点、ご家庭でも気にかけていただければ幸甚で

同志社大学生の傾向と経済学部生のそれとを比較

す。最後に、「家族・友人との関係」については、

してみましょう。まず、最近の学生が自己の学生

大学生の一般的な傾向として、親や友人を大切に

生活に最も期待することを順に挙げると、「学生

しようとする傾向が強いようです。親や家族との

生活を楽しく過ごしたい」、「幅広い教養を身につ

関係はとても親密です。大学生にとって親は、友

けたい」
、
「学ぶ内容に興味がある」となりますが、

人にまさるとも劣らない「相談相手」です。例え

経済学部生の特徴として、
「学ぶ内容に対する興味」

ば、就職活動について親に相談することは当たり

父母会行事の中から

学業履修と学生生活について

1

講演
Lecture

前ですし、エントリーシートの書き方、面接の対
応など、かなり具体的で立ち入った相談をしばし
ば持ちかけます。率直にいって、昨今のご父母は
大変だなと思います。親にもそれぞれ職場をはじ
めとする社会生活があるし、お金も稼がなければ
ならない。その一方で、子どもにとっては「デキ
る先輩」
、
「優れた教師」、はたまた「親身なカウ
ンセラー」そして「心を開ける友人」など、こう
した難しい役目を複数担うことが期待されている
から本当に大変です。ですから、父母会は、こう
した現代の親の困難を共有する場として一定の役

ます。そこで、これら科目の履修に注力すれば、

割を持っているのではないかと考えます。ともあ

他の専門科目の学びも円滑にすすむことでしょう。

れ、皆さん、くれぐれも無理しないでくださいね。

最後に「基幹科目」の履修状況を見れば、経済学

成績通知書の見方

の専門科目の中で各自がどのような科目に興味・
関心を持っているのかを推し量ることができます。

つづいて、成績通知書を見るポイントについて

基幹科目の履修状況は、２年生秋学期からはじま

お話ししたいと思います。まず、お子さんの「取

る「演習」
（ゼミ）と密接な関係を持っているでしょ

得単位数」と「GPA の水準」を見てください。

うし、学生諸君の将来の進路選択にも一定の情報

あわせて、それら数値が学年全体でどの辺に位置

を与えてくれることでしょう。以上のような科目

しているか、父母会報「経済学部生の成績分布」

群の構成は、経済学部の学びが「段階的履修」か

でご確認ください。この表からわかるように、４

ら成り立っていることを表しています。それゆえ、

年生の半数以上が、春学期のスタートの段階で卒

もし、学業履修に不安がある場合は、「基礎科目」

業必要単位数124単位を取得済みもしくはほとん

や「語学」の履修を優先的にすすめていくことが

ど取得済みとなっています。また、GPA（累積＝

肝要といえます。その際、個々の授業との向き合

全科目平均）については、学年間で多少のばらつ

い方を見直すことも忘れてはなりません。授業後

きがあるものの、GPA2.1あたりが平均的水準と

やオフィスアワーを利用して担当教員から助言を

なります。この数値が１点台の場合は学業履修状

得たり、アルバイトやサークル活動などの課外活

況の点検を、1.0未満の場合はその抜本的見直し

動と正課とのバランスを見直して基本的な生活習

を必要とすると考えます。つぎに、
「導入科目」
（基

慣の確立に努めたりすることが、非常に大切です。

礎演習など）と「語学」（２類）、「一般教養科目」

上述したように、学生の教育にあたって経済学

（３類）の履修状況をご確認ください。これらの

部が特に大切にしていることは、主体的な学びの

科目の成績評価は、授業への出席率と一定の相関

機会を豊富に提供することです。お手元の経済学

があるため、学生の基本的な生活状況や履修態度

部パンフレットには、経済学部オリジナルの主体

を知る手がかりになります。つづいて「語学」と

的な学びの機会がまとめられています。こうした

「基礎科目」の履修業況をチェックしてください。

実践的な学びの仕掛けを活用して、成功体験や失

これらの科目で注意すべきことは、卒業のために

敗体験を積み重ねることで、個々人の着実な成長

最低限取得すべき単位数が具体的に定められてい

が期待できます。また、自己の周辺にロールモデ

るということです。また、基礎科目は、経済学の

ルを見つけることも、自己の将来像を描き現在の

学びの「土台」であるだけに、１・２年生のうち

学生生活を充実させるのに有益でしょう。

に修得しておくべき科目として位置づけられてい
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1
自治自立の力で打開する

14

学業履修と学生生活について

ミュニケーション能力」である（鳥飼玖美子著『本
物の英語力』）。社会が求めている人物とは、あっ

さて、先にも言及した「グローバル人材」や「コ

という間に陳腐化してしまう「即戦力」などでは

ミュニケーション能力」といったある種の流行語

なくて、未知の領域に置かれても諸困難を自治自

は、その中身は不明確なまま大学の学びに対して、

立の力で打開し他者との関係を構築することがで

抗いがたい圧力となっているように私には思えま

きる力を備えた者であるといってよいように思い

す。そこで、こうした圧力に翻弄されないために、

ます。経済学部の学びによってそうした力が涵養

「グローバル人材」や「コミュニケーション能力」

されることを、大いに期待しています。

の本質をどのように理解しておけばよいでしょう

以上、成績通知書の見方を通じて個々の学生生

か。ひとつの手がかりとして、著名な同時通訳者

活を理解するちょっとしたヒントを、いくつかご

は著書のなかでつぎのように述べています。
「グロー

紹介しました。成績通知書からくみ出せる情報は

バル人材」とはあくまでも企業が求める人材であ

たくさんあります。一方、成績通知書ではわから

るが、本当に求められているのは「グローバル市

ない学生諸君の日常や彼らの資質もまた少なくあ

民」である。そうした人物が備えておくべき要素

りません。最後にそのことを付言して終わりたい

とは、
「確固たる自己アイデンティティ」、「異質

と思います。今後とも、経済学部の教育研究にご

性へ開かれた心」、「他者との関係を構築できるコ

支援をいただきますよう、宜しくお願い致します。

父母会行事の中から

2

2016. 9. 25 父母会／宮崎会場

講演
Lecture

就職活動について
竹廣 良司（経済学部教授）

みなさん、こんにちは。父母会の参与をしております竹廣です。本日は就職活動についてパワーポイン
トを用いてお話をさせていただきます。
売り手市場で去年あたりから学生の就職がしやすくなったといわれています。2016年度の就職状況はど
のような感じなのでしょうか。就職を希望する学生一人あたりの平均的な求人数は「求人倍率」と呼ばれ
ます。就職者総数を民間企業で求人する総数で割っ
たもので、求人数が大きくなり、就職希望者数が小
さくなると売り手市場になる仕組みです。この値が

売り手市場は続くが・・・
2016年度就職活動（来春採用）の見通し
 就職を希望する学生（求職者）一人あたり平均的求人数
つまり「求人倍率」は1.74と、リーマンショック前の水準
（2007・2008年度は2.14）ほどではないが、昨年度の1.73
から引き続き改善している。
 従業員数が1000人未満の企業の求人倍率は2.49（昨年
度は2.38）と高い。一方1000人以上の大企業では0.90
（昨年度は0.92）と、求人倍率は大企業では低い。
 特に従業員数300人未満の企業の求人倍率は4.16（昨年
度は3.59）、従業員数5000人以上の企業では0.59（昨年
度は0.70）と極端に差があり、大企業以外の中堅企業も
視野に入れておくとよい。

大きくなると学生にとって就職が有利になります。
リクルート・ワークス研究所の調査によると2016年
度は1.74となっています。昨年は1.73でしたので少
しよくなっています。最近で好調だったのは７、８
年前、リーマンショック前の水準で、2007年度、
2008年度は1.84まで上がっていました。一人の学生

※求人倍率＝求人総数÷民間企業就職希望者数

に就職先が平均２つ弱程度あることになりますが、

㻌 㻌 数値はリクルート・ワークス研究所「大卒求人倍率調査」による
2

今年の1.74倍も最近の数値としてはかなりよくなっ
ています。ただ平均値ですので、個々の学生の状況や希望条件によって異なります。
たとえば、企業規模で見てみましょう。従業員数1,000人以上の大企業とそれ未満の企業で比べると、
比較的小さな企業では2.49と求人倍率が高く、人手不足であることがわかります。学生はあまり行きたが
りませんが、企業は学生を採用したい状況です。去年は2.38でしたので、中堅企業を視野に入れ就職活動
している学生にとっては採用されやすい状況になっています。一方、1,000人以上の大企業では0.90と１
を割っているため、売り手市場とはいえない状況です。昨年は0.92でしたので大企業への就職はむしろ難
しくなっているといえます。さらにもう少し細かくみてみましょう。1,000人未満でも従業員数300人未満
の企業になると求人倍率は4.61、学生一人に対して可能性としては４件くらいの席が空いていることにな
ります。昨年度は3.59でしたので、学生にとってはたいへん有利な状況が起こっています。一方、1,000
人以上の大企業でも、もっと大きなところに限定するとどうでしょうか。多くの学生が就職したいと考え
る、
世間の誰でも知っているような有名大企業である従業員数5,000人以上の企業では求人倍率は0.59です。
10人が採用試験に臨んでも４人は落ちることになります。昨年度は0.70でしたので難化が続いています。
大企業にしかエントリーしない学生にとっては0.59という数値がついて回るので、なかなか就職ができな
いことになります。こうした学生には、1,000人未満といっても相当大きな企業ですので、そのあたりま
で視野に入れながら就職活動されるといいのではないかと思います。
次に就職のスケジュールについてお話しします。就職情報サイトへの登録は３年生から始まりますが、
エントリーや資料請求は３年生の終わり頃からになります。会社説明会も３月にスタートし、エントリー

DOSHISHA UNIVERSITY

15

講演

2

Lecture

就職活動について

就職活動のおおよその流れ
３年次生

４月

４年次生

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１～３月

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

筆記

面接

内々定

（内定式）

【大学の支援】
就職状況調査

＜基本セミナー・ガイダンス＞
就職ガイダンス

（基礎講座[インターンシップガイダンス含む]）
（夏休み前セミナー）

（第１回）

（第２回）

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

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

（ブラッシュアップセミナー）

面接講座、グループディスカッション対策講座

＜働くことを知る＞
業界研究、職種研究セミナー

業界・職種に関する俯瞰的視野の醸成

仕事研究セミナー

仕事内容、業界の動向や課題について紹介

就職活動体験談を聞く会
内定者相談コーナー
企業研究セミナー

内定者よる就職活動の報告と個別の相談対応
個別企業による説明

＜公務員・教員関連＞

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

公務員・教員ガイダンス、業務説明会

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

シートを出し始めて、実際には採用選考がほぼ同時に行われます。６月から面接が始まり、企業が面接で
きる時期が６月以降となっていますが、面接してすぐ合格を出すと６月に内々定が出るわけです。以前は
８月からだったのが、今年度から６月からとなり、来年度もこのスケジュールになるだろうと考えられま
す。以前は12月頃からエントリーが始まり、長いタイミングで採用活動が行われていました。最近は圧縮
されてきましたので短期決戦のように見えますが、
実は長期化しているといわれています。公表されて
いるスケジュールは経団連が提唱するものですので、

厳しい状況も続く
短期決戦のように見えるが長期化している
 公表されている採用スケジュールは、経団連が提唱する
内容であるが形骸化する傾向にある。
 外資企業など経団連会員でない企業では３年生時点で
内々定を出す企業も相次いでいる。
 インターンシップの形態で学生を集め、早期選抜準備を始
める企業も増加している。
 業種や企業規模により開始時期が異なり、内々定を複数
持ちながら就活を継続する学生も多く、学生自らゴールを
明確に定めていないと、なかなか就活を終えられない。
 大企業の厳選採用は続いており、大企業志向の学生に
とっては競争が厳しく、内々定を獲得できる学生とできな
い学生で明暗が分かれやすい。

外資系企業など非会員企業では独自のスケジュール
で早期に開始しています。また、経団連に入ってい
ても守っていない企業もあり、形骸化している傾向
にあります。外資系企業や IT ベンチャーなどでは
３年生の間に内々定を出す企業もあります。経団連
の会員企業でもインターンシップは夏に行います。
かつては職業体験が目的でしたが、インターンシッ
3

プというのは口実で、実態は説明会になっていたり
することもあるようです。企業にとってはインターンシップが採用活動のスタートで、来場した学生のう
ち優れた学生に目をつけ、
「是非、受けてくださいね」と声をかけ、早期選抜へのための下準備をする場
合もあります。学生もこうした状況は理解しており、こぞって夏休みにインターンシップに出かけます。
就活が長期化しているもう一つの原因は、大企業と中小企業で企業が学生に接する態度が異なることで
す。求人倍率からもわかるとおり、大企業は学生に「別にうちはとらなくてもいいんだけど」と強気で接
することができますが、中堅企業は学生を採用したいので、大企業よりも早くに内定を出します。しかし、
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後から始まる大企業が内定を出し、結果的に学生をとられることになります。中堅企業では夏以後に再度
の採用活動を余儀なくされるところもあり、今年は最初から「後でやろう」という企業も増えているよう
で、大企業に決まらなかった学生の就活は秋以後にも伸びることがあります。採用活動の時期は産業・業
種によっても異なります。たとえば、信用を重視する銀行などでは比較的経団連のルールが守られるため、
なかなか採用活動が始まりません。金融機関への就職を志望する学生の場合、保険の意味で他企業でいっ
たん内々定をとった学生がその後に銀行を受けることになり、本命の内々定を得るまで就職活動を続けて
いくことも就活が長引く原因になっています。やっかいなのは、いくつも内々定をもらっているうちに、
学生自身もどこにいきたいのかわからなくなってきて「もうちょっと受ければさらにいいところがあるの
ではないか」と考え、ますます就活が終わらないことも起こっています。ゼミを担当していて、内々定を
もらったら連絡してほしいと伝えているのですが、去年に比べ今年はなかなか連絡がありません。
大企業では「焦って採らなくても、いい学生は後からでもいっぱいくるだろう」と、妥協しません。
「埋
まらなくても大丈夫。翌年でもいい」と厳しい採用をする企業もあります。大企業の「厳選採用」はここ
数年いわれていますが、求人倍率を見ると今後はもっと激化するのではないかと思います。大企業ばかり
受けている学生は競争にさらされることになります。競争に打ち勝てる学生もいて、さっさと終わるケー
スもありますが、厳しい選抜の基準をクリアできないと、いつまでも大企業をめざして就職活動が続くこ
とがあります。決まる学生、決まらない学生、明暗が分かれていまして「いくつ内定を持っているんだ」
という学生もいれば、全然決まらない学生もいます。大企業ばかりではなく、学生を求める中堅企業にも
向き合い、話をしてみると目線が変わるかもしれません。就職活動の際に、親御さんからもそうしたアド
バイスをいただければと思います。
同志社大学経済学部の就職状況についてご紹介い

年度（年月採用）
経済学部就職状況

たします。2016年４月採用、つまり、この春卒業し
た学生たちの就職状況ですが、就職希望者数は男子
571名、女子212名、全体で783名でした。進学する
とか、就職を希望しない学生もいますので全体では
在籍学生数よりは少なくなっています。希望数に対

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

して就職した学生数で見た就職率はどうでしょうか。

男子：571人
男子：556人㻌
男子：97.4％
男子：98.0％

女子：212人
女子：210人㻌
女子：99.1％
女子：98.4％

全体：783人
全体：766人
全体：97.8％
全体：98.1％）

（配付資料）
就職活動のおおよその流れ
就職者数上位２０社推移
経済学部の内定数上位企業一覧
Ｕターン就職状況（2012～2015年度累計）

男子は97.4％。女子は99.1％。女子が良いように見
えますが、違いは誤差の範囲でして、95％を超える
と就職は良い状況といえます。実際ここ何年も97、
4

98％あたりで推移しています。文科系学部全体でも
98％。経済学部もほぼ同様です。
業種別就職状況、規模別就職状況、就職上位20社推移について資料をご覧ください。こちらは文科系学
部、理工系学部それぞれの全体値になっています。経済学部の独自の状況もあるかと思いまして本日のた
めに【資料】を作成しました。業種別の就職状況を示す円グラフをご覧ください。産業ごとに分けると、
経済学部全体では金融32％、メーカー23％となり、これだけで半分に達します。次いで公共・その他15％、
流通11％、サービス10％と続きます。業種別に見ると、男女で違いがあります。男性は金融の割合が小さ
くなり、メーカーが増えています。金融とメーカーが４分の１ずつ程度というのがここ数年の男子の状況
です。一方、女子は圧倒的に金融が大きくなり48％で、女子の半分は金融分野に就職します。次の横棒グ
ラフは企業規模別に見たものです。巨大企業は従業員数5,000人以上の企業です。大企業Ａは1,000人以上
5,000人未満、大企業Ｂが500人以上1,000人未満の企業、中企業は100人以上500人未満、小企業は100人未
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満を表しています。従業員数1,000人以上の企業で見ると、男子もそこそこ多いですが、比率的女子が大
企業に就職していることがわかります。３割の男子は中企業に就職しています。ひと昔前は学生も大企業、
ご家族も大企業という希望が多かったのですが、少し状況が変わってきています。
業種別就職状況

就 職 者 数 上 位 ２０ 社 推 移

文科系学部･研究科男子
２０１５年度
２０１４年度
２０１３年度
２０１２年度
メーカー
㻡㻥㻢 名 㻞㻢㻚㻠㻑 㻡㻤㻤 名 㻞㻢㻚㻢㻑 㻡㻡㻢 名 㻞㻣㻚㻠㻑 㻡㻟㻝 名 㻞㻢㻚㻤㻑
流 通
㻞㻣㻜 名 㻝㻞㻚㻜㻑 㻞㻠㻢 名 㻝㻝㻚㻝㻑 㻞㻟㻤 名 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻟㻤 名 㻝㻞㻚㻜㻑
金 融
㻠㻤㻟 名 㻞㻝㻚㻠㻑 㻠㻤㻤 名 㻞㻞㻚㻝㻑 㻠㻡㻢 名 㻞㻞㻚㻡㻑 㻠㻠㻢 名 㻞㻞㻚㻡㻑
㻤㻚㻠㻑 㻝㻣㻠 名
㻤㻚㻢㻑 㻝㻣㻣 名
㻤㻚㻥㻑
マスコミ･情報通信
㻞㻞㻤 名 㻝㻜㻚㻝㻑 㻝㻤㻢 名
教育・学習支援
㻠㻣 名
㻞㻚㻝㻑
㻡㻜 名
㻞㻚㻟㻑
㻟㻠 名
㻝㻚㻣㻑
㻠㻝 名
㻞㻚㻝㻑
サービス
㻞㻠㻤 名 㻝㻝㻚㻜㻑 㻞㻢㻟 名 㻝㻝㻚㻥㻑 㻞㻞㻥 名 㻝㻝㻚㻟㻑 㻝㻣㻣 名
㻤㻚㻥㻑
公共・その他
㻟㻤㻟 名 㻝㻣㻚㻜㻑 㻟㻤㻤 名 㻝㻣㻚㻢㻑 㻟㻟㻤 名 㻝㻢㻚㻣㻑 㻟㻣㻟 名 㻝㻤㻚㻤㻑
合 計
㻞㻘㻞㻡㻡 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻘㻞㻜㻥 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻘㻜㻞㻡 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻘㻥㻤㻟 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

文科系学部･研究科女子
２０１５年度
２０１４年度
２０１３年度
２０１２年度
メーカー
㻟㻞㻢 名 㻝㻣㻚㻡㻑 㻟㻞㻤 名 㻝㻣㻚㻢㻑 㻞㻠㻥 名 㻝㻡㻚㻡㻑 㻞㻡㻠 名 㻝㻡㻚㻣㻑
流 通
㻝㻢㻝 名
㻤㻚㻣㻑 㻝㻤㻜 名
㻥㻚㻢㻑 㻝㻣㻤 名 㻝㻝㻚㻜㻑 㻞㻞㻝 名 㻝㻟㻚㻢㻑
金 融
㻡㻣㻠 名 㻟㻜㻚㻥㻑 㻢㻜㻜 名 㻟㻞㻚㻞㻑 㻡㻝㻜 名 㻟㻝㻚㻣㻑 㻠㻡㻜 名 㻞㻣㻚㻣㻑
マスコミ･情報通信
㻝㻣㻤 名
㻥㻚㻢㻑 㻝㻠㻥 名
㻤㻚㻜㻑 㻝㻞㻟 名
㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻤 名
㻢㻚㻣㻑
教育・学習支援
㻡㻣 名
㻟㻚㻝㻑
㻢㻞 名
㻟㻚㻟㻑
㻡㻥 名
㻟㻚㻣㻑
㻣㻝 名
㻠㻚㻠㻑
サービス
㻞㻠㻡 名 㻝㻟㻚㻞㻑 㻞㻣㻠 名 㻝㻠㻚㻣㻑 㻞㻠㻜 名 㻝㻠㻚㻥㻑 㻞㻝㻡 名 㻝㻟㻚㻞㻑
公共・その他
㻟㻝㻡 名 㻝㻣㻚㻜㻑 㻞㻣㻞 名 㻝㻠㻚㻢㻑 㻞㻡㻞 名 㻝㻡㻚㻢㻑 㻟㻜㻠 名 㻝㻤㻚㻣㻑
合 計
㻝㻘㻤㻡㻢 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻘㻤㻢㻡 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻘㻢㻝㻝 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻘㻢㻞㻟 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

理工系学部・研究科
２０１５年度
㻡㻝㻞 名 㻢㻝㻚㻝㻑
㻟㻞 名
㻟㻚㻤㻑
㻠㻣 名
㻡㻚㻢㻑
㻝㻞㻞 名 㻝㻠㻚㻢㻑
㻞㻚㻜㻑
㻝㻣 名
㻢㻚㻢㻑
㻡㻡 名
㻡㻟 名
㻢㻚㻟㻑
㻤㻟㻤 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

メーカー
流 通
金 融
マスコミ･情報通信
教育・学習支援
サービス
公共・その他
合 計

２０１４年度
㻡㻜㻥 名 㻡㻤㻚㻥㻑
㻡㻝 名
㻡㻚㻥㻑
㻟㻝 名
㻟㻚㻢㻑
㻝㻡㻜 名 㻝㻣㻚㻠㻑
㻝㻡 名
㻝㻚㻣㻑
㻠㻢 名
㻡㻚㻟㻑
㻢㻞 名
㻣㻚㻞㻑
㻤㻢㻠 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

２０１３年度
㻠㻠㻠 名 㻡㻡㻚㻝㻑
㻠㻞 名
㻡㻚㻞㻑
㻟㻣 名
㻠㻚㻢㻑
㻝㻠㻜 名 㻝㻣㻚㻠㻑
㻝㻞 名
㻝㻚㻡㻑
㻡㻢 名
㻢㻚㻥㻑
㻣㻡 名
㻥㻚㻟㻑
㻤㻜㻢 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

２０１２年度
㻠㻢㻝 名 㻡㻥㻚㻠㻑
㻟㻞 名
㻠㻚㻝㻑
㻟㻝 名
㻠㻚㻜㻑
㻝㻞㻠 名 㻝㻢㻚㻜㻑
㻝㻠 名
㻝㻚㻤㻑
㻡㻢 名
㻣㻚㻞㻑
㻡㻤 名
㻣㻚㻡㻑
㻣㻣㻢 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

文科系学部･研究科
２０１５年度
就

２０１５年度
２０１４年度
２０１３年度
２０１２年度
㻝㻘㻜㻤㻞 名 㻞㻢㻚㻟㻑 㻝㻘㻜㻤㻡 名 㻞㻢㻚㻢㻑 㻤㻢㻤 名 㻞㻟㻚㻥㻑 㻤㻥㻣 名 㻞㻠㻚㻥㻑
㻝㻘㻝㻤㻝 名 㻞㻤㻚㻣㻑 㻝㻘㻞㻝㻞 名 㻞㻥㻚㻣㻑 㻝㻘㻜㻣㻟 名 㻞㻥㻚㻡㻑 㻝㻘㻜㻠㻥 名 㻞㻥㻚㻝㻑
㻟㻡㻜 名
㻤㻚㻡㻑 㻟㻞㻥 名
㻤㻚㻝㻑 㻟㻞㻤 名
㻥㻚㻜㻑 㻟㻞㻣 名
㻥㻚㻜㻑
㻡㻥㻤 名 㻝㻠㻚㻢㻑 㻢㻜㻢 名 㻝㻠㻚㻥㻑 㻢㻜㻜 名 㻝㻢㻚㻡㻑 㻡㻟㻠 名 㻝㻠㻚㻤㻑
名
名
名
名
㻝㻢㻥
㻠㻚㻝㻑 㻝㻣㻣
㻠㻚㻠㻑 㻝㻣㻢
㻠㻚㻤㻑 㻝㻡㻝
㻠㻚㻞㻑
㻣㻟㻝 名 㻝㻣㻚㻤㻑 㻢㻢㻡 名 㻝㻢㻚㻟㻑 㻡㻥㻝 名 㻝㻢㻚㻟㻑 㻢㻠㻤 名 㻝㻤㻚㻜㻑
㻠㻘㻝㻝㻝 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻘㻜㻣㻠 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻘㻢㻟㻢 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻘㻢㻜㻢 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

理工系学部・研究科
巨大企業
大企業Ａ
大企業Ｂ
中企業
小企業
その他
合 計

注：巨大企業＝従業員５，０００人以上
中企業＝１００人以上

２０１４年度
㻞㻥㻥 名 㻟㻠㻚㻢㻑
㻞㻡㻝 名 㻞㻥㻚㻝㻑
㻥㻜 名 㻝㻜㻚㻠㻑
㻝㻞㻤 名 㻝㻠㻚㻤㻑
㻞㻥 名
㻟㻚㻠㻑
㻢㻣 名
㻣㻚㻣㻑
㻤㻢㻠 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

２０１３年度
㻞㻤㻥 名 㻟㻡㻚㻥㻑
㻞㻠㻢 名 㻟㻜㻚㻡㻑
㻣㻞 名
㻤㻚㻥㻑
㻝㻝㻣 名 㻝㻠㻚㻡㻑
㻞㻣 名
㻟㻚㻠㻑
㻡㻡 名
㻢㻚㻤㻑
㻤㻜㻢 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

大企業Ａ＝１，０００人以上

２０１２年度
㻞㻢㻥 名 㻟㻠㻚㻣㻑
㻞㻞㻜 名 㻞㻤㻚㻟㻑
㻣㻥 名 㻝㻜㻚㻞㻑
㻝㻞㻡 名 㻝㻢㻚㻝㻑
㻞㻤 名
㻟㻚㻢㻑
㻡㻡 名
㻣㻚㻝㻑
㻣㻣㻢 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

大企業B＝５００人以上

小企業＝１００人未満

２０１４年度
合
計

文
科
系
男

文
科
系
女

就

職

先

２０１３年度
合
計

文
科
系
男

文
科
系
女

就

職

先

文
科
系
男

文
科
系
女

職

先

㻝 三井住友銀行

㻤㻟 㻞㻢 㻡㻣

㻞 三菱東京ＵＦＪ銀行

㻡㻟 㻝㻡 㻟㻤

㻞 日本生命保険相互会社

㻡㻣

㻞 三菱東京ＵＦＪ銀行

㻠㻟 㻝㻢 㻞㻣

㻟 日本生命保険相互会社

㻡㻞

㻟 三井住友銀行

㻡㻝 㻞㻜 㻟㻝

㻟 日本生命保険相互会社

㻟㻤

㻠 東京海上日動火災保険

㻠㻝

㻠 りそなホールディングス

㻠㻡 㻞㻡 㻞㻜

㻠 国家公務員（一般職）

㻟㻡 㻞㻠 㻝㻝

㻠 京都銀行

㻟㻢 㻝㻡 㻞㻝

㻡 国家公務員（一般職）

㻟㻤 㻞㻡 㻝㻟

㻡 国家公務員（一般職）

㻠㻜 㻞㻞 㻝㻤

㻡 京都銀行

㻟㻠 㻝㻤 㻝㻢

㻡 東京海上日動火災保険

㻟㻟

㻢 日本生命保険相互会社

㻟㻢

㻢 りそなホールディングス

㻟㻞 㻝㻥 㻝㻟

㻟㻢 㻝㻣 㻝㻥

㻢 京都中央信用金庫
㻣 みずほフィナンシャルグループ

㻟㻜 㻝㻥 㻝㻝

㻟㻡 㻝㻠 㻞㻝

㻡 日本郵便
㻣 みずほフィナンシャルグループ

㻠㻜 㻝㻞 㻞㻤

㻣 京都銀行

㻞㻡 㻝㻢

㻥

㻣 積水ハウス

㻞㻣 㻞㻜

㻣

㻢 㻟㻜

㻣 りそなグループ

㻟㻡 㻝㻤 㻝㻣

㻤 京都銀行

㻟㻝 㻝㻠 㻝㻣

㻤 野村證券

㻞㻟 㻝㻢

㻥 損害保険ジャパン日本興亜

㻟㻜

㻤 損害保険ジャパン日本興亜

㻟㻝

㻥 大和証券グループ本社

㻞㻞 㻝㻜 㻝㻞

㻤 南都銀行

㻞 㻞㻤

㻟 㻞㻤

㻡㻣 㻞㻠 㻟㻟

㻞㻥 㻝㻠 㻝㻡

㻟㻝 㻝㻟 㻝㻤 㻝㻜 ニトリ

㻞㻝 㻝㻣

㻝㻝 京都市

㻞㻢 㻝㻜 㻝㻢 㻝㻝 東京海上日動火災保険

㻞㻣

㻞㻜

㻡 㻝㻡 㻝㻜 イオンリテール

㻞㻞

㻝㻞 三井住友海上火災保険

㻞㻠

㻞㻣 㻝㻤

㻝㻤

㻞 㻝㻢 㻝㻞 京都中央信用金庫

㻞㻝 㻝㻜 㻝㻝

㻝㻟 大和証券グループ本社

㻞㻟 㻝㻠

㻝㻟 ＳＭＢＣ日興証券

㻞㻟 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻠 滋賀銀行

㻞㻞 㻝㻟

㻥 㻝㻟 滋賀銀行

㻝㻣

㻢 㻝㻝 㻝㻠 滋賀銀行

㻝㻥 㻝㻝

㻤

㻝㻟 日本郵便

㻞㻟

㻞㻝 㻝㻞

㻥 㻝㻡 南都銀行

㻝㻢

㻤

㻤 㻝㻠 野村證券

㻝㻥 㻝㻜

㻥

㻝㻢 ワークスアプリケーションズ

㻞㻝 㻝㻟

㻡 㻝㻢 京都府

㻝㻤 㻝㻜

㻤

㻡 㻝㻥 㻝㻝 ＳＭＢＣ日興証券
㻥 㻝㻟 京都中央信用金庫

㻝㻣 京都信用金庫

㻞㻜

㻞㻜 㻝㻟

㻝㻣 野村證券

㻞㻜

㻤 㻝㻡 野村證券

㻣 㻝㻟 㻝㻣 大和証券グループ本社
㻣 㻝㻤 三井住友海上火災保険

㻥 㻝㻝 㻝㻥 三井住友信託銀行

㻝㻤 㻝㻜

㻤 㻝㻥 池田泉州銀行

㻞㻜 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

㻝㻤 㻝㻞

㻢

㻞㻜 ゆうちょ銀行

㻝㻤

㻞㻜 㻝㻞

㻝㻢 㻝㻝

㻤 㻝㻡 三菱ＵＦＪ信託銀行

㻝㻢

㻠 㻝㻞 ゆうちょ銀行

㻞㻝

㻤 㻝㻠
㻟 㻝㻤

㻥 㻝㻣 大和証券グループ本社

㻝㻣

㻥

㻤

㻟 㻝㻢 㻝㻡 りそなホールディングス

㻝㻢 㻝㻜

㻢 㻝㻣 ＳＭＢＣ日興証券

㻝㻣 㻝㻞

㻡

㻝㻢

㻡 㻝㻝 㻝㻥 国税専門官

㻝㻡 㻝㻞

㻟 㻝㻣 富士通

㻝㻣 㻝㻜

㻣

㻝㻢

㻥

㻝㻡

㻝㻢

㻥

２０１４年度
理
工
系
㻞㻞

就

㻟 㻝㻞 㻞㻜 国税専門官

㻣

職

２０１３年度
理
工
系

先

㻝 パナソニック

㻝㻤

就

職

先

２０１２年度
理
工
系

就

職

先

理
工
系

㻝 トヨタ自動車

㻝㻜

㻝 日立製作所

㻝㻟

㻞 トヨタ自動車

㻝㻝

㻞 日産自動車

㻝㻝

㻝 三菱電機

㻝㻜

㻞 パナソニック

㻝㻜

㻞 日立製作所

㻝㻝

㻞 三菱電機

㻝㻝

㻟 スズキ

㻥

㻟 トヨタ自動車

㻠 三菱電機

㻝㻜

㻥

㻠 ＴＩＳ

㻝㻜

㻟 日立製作所

㻥

㻟 野村総合研究所

㻥

㻡 川崎重工業

㻥

㻠 トヨタ自動車

㻝㻜

㻡 ダイキン工業

㻤

㻟 三菱電機

㻥

㻡 村田製作所

㻥

㻢 ダイキン工業

㻤

㻡 パナソニック

㻤

㻢 ダイキン工業

㻣

㻣 豊田自動織機

㻤

㻢 村田機械

㻤

㻣 関西電力

㻣

㻢 三菱重工業

㻣

㻤 日本電気

㻣

㻤 関西電力

㻣

㻣 ＴＩＳ

㻣

㻤 エヌ・ティ・ティ・データ

㻢

㻤 三菱自動車工業

㻣

㻤 川崎重工業

㻣

㻣 野村総合研究所

㻣

㻤 関西電力

㻢

㻝㻜 エヌ・ティ・ティ・データ

㻢

㻤 東芝

㻣

㻝㻜 大塚製薬

㻢

㻤 小松製作所

㻢

㻝㻜 オリンパス

㻢

㻤 豊田自動織機

㻣

㻝㻜 三菱自動車工業

㻢

㻤 島津製作所

㻢

㻝㻜 積水化学工業

㻢

㻤 ローム

㻣

㻝㻞 エヌ・ティ・ティ・データ

㻡

㻤 東芝

㻢

㻝㻜 ジェイテクト
㻝㻜 日産自動車
㻝㻜 日立造船

㻢
㻢
㻢

㻝㻟 エヌ・ティ・ティ・データ
㻝㻟 京セラ
㻝㻟 小松製作所

㻢
㻢
㻢

㻝㻞 ＮＴＴドコモ
㻝㻞 川崎重工業
㻝㻞 中部電力

㻡
㻡
㻡

㻝㻟 キヤノン
㻝㻟 ＫＤＤＩ
㻝㻟 スズキ

㻡
㻡
㻡

㻝㻜 本田技研工業

㻢

㻝㻢 スズキ

㻡

㻝㻞 豊田自動織機

㻡

㻝㻟 ＬＩＸＩＬ

㻡

㻝㻣 アイシン精機

㻡

㻝㻢 積水化学工業

㻡

㻝㻞 東海旅客鉄道

㻡

㻝㻟 デンソー

㻡

㻝㻣 関西電力

㻡

㻝㻢 ダイハツ工業

㻡

㻝㻞 日産自動車

㻡

㻝㻟 日本電気

㻡

㻝㻣 ＳＣＳＫ

㻡

㻝㻢 日立製作所

㻡

㻝㻞 西日本旅客鉄道

㻡

㻝㻟 日産自動車

㻡

㻝㻣 ＴＩＳ

㻡

㻝㻢 日立造船

㻡

㻝㻞 三菱東京ＵＦＪ銀行

㻡

㻝㻟 西日本旅客鉄道

㻡

㻝㻣 東芝

㻡

㻝㻢 ルネサスエレクトロニクス

㻡

㻝㻟 日立システムズ

㻡

㻝㻣 ＴＯＴＯ

㻡

㻝㻣 ブラザー工業

㻡

㻝㻣 村田機械

㻡

㻝㻣 ローム

㻡

業種別就職状況（経済学部：男子）
男子
公共・その他
16%

メーカー
23%

メーカー
26%

サービス
10%

サービス
10%

教育・学習支援
1%

流通
11%

マスコミ・情報
9%
金融
32%

父母会行事の中から

㻞㻞 㻝㻞 㻝㻜

㻝㻥

㻣 㻝㻥 三井住友信託銀行

㻣

㻠 㻝㻜 みずほフィナンシャルグループ

㻢 㻝㻞

理工系学部・研究科
２０１５年度
先

㻝㻣 㻝㻟

㻞㻝 㻝㻝 㻝㻜 㻝㻡 ＳＭＢＣ日興証券

㻞㻜 滋賀銀行

職

㻥 㻝㻞 東京海上日動火災保険

㻞㻡 㻝㻠 㻝㻝 㻝㻟 京都市

㻣 㻝㻢 㻝㻡 京都市

㻝㻣 国税専門官

㻝 㻞㻢 㻝㻝 三井住友海上火災保険

合計

18

㻣

㻞㻣 㻝㻟 㻝㻠
㻞㻟 㻝㻝 㻝㻞

㻝㻜 第一生命保険

業種別就職状況（経済学部：合計）

5

㻟 㻟㻜

㻣 南都銀行

（２０１６年３月３１日現在）

マスコミ・情報
8%

㻠 㻟㻠

㻥 京都市

※各種学校、非営利団体、宗教法人、医療・保健、介護事業、公務員などの業種は

教育・学習支援
1%

文
科
系
女

㻠㻤 㻝㻣 㻟㻝

全てその他に含まれます。

公共・その他
15%

文
科
系
男

㻣㻟 㻞㻤 㻠㻡

㻢 㻡㻝

㻝 三井住友銀行

合
計

㻡㻡 㻞㻣 㻞㻤
㻥 㻟㻞

㻡㻤 㻝㻣 㻠㻝

就

㻟 三菱東京ＵＦＪ銀行

㻥 㻠㻟

㻝 三菱東京ＵＦＪ銀行

２０１２年度
合
計

㻞 みずほフィナンシャルグループ

㻝 パナソニック

規模別就職状況
文科系学部･研究科

２０１５年度
㻟㻝㻢 名 㻟㻣㻚㻣㻑
㻞㻡㻜 名 㻞㻥㻚㻤㻑
㻣㻠 名
㻤㻚㻤㻑
㻝㻞㻤 名 㻝㻡㻚㻟㻑
㻞㻜 名
㻞㻚㻠㻑
㻡㻜 名
㻢㻚㻜㻑
㻤㻟㻤 名 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

先

㻝 三井住友銀行

就

巨大企業
大企業Ａ
大企業Ｂ
中企業
小企業
その他
合 計

職

6

金融
26%

流通
12%

2

就職活動について

業種別就職状況（経済学部：女子）

0

メーカー
16%

サービス
9%

流通
7%

Lecture

企業規模別就職状況：経済学部

女子
公共・その他
14%

講演

10

合計

15.4

男子

15.6

女子

14.8

20

30

40

28.1

50

60

2.6

22.7

2.7

70

80

29.9

90

8.7

32.2

9.2

100

15.3

17.6

教育・学習支援
2%
マスコミ・情報
4%

巨大企業
中企業

金融
48%
7

42.4

2.4

大企業A
小企業

23.8

7.6

9

大企業B
その他

8

学生が多く就職している企業について見てみましょう。学生の就職数上位の20社について、文科系学部
全体のものをお示ししていますが、附表１～３ではそれとは別に、過去３年について、経済学部の状況に
ついて、全体と性別で見たものをそれぞれご覧いただきます。経済学部の学生をたくさんとっていただい
ている企業の一覧です。経済学部の学生が一人しか就職していない企業は多数ありますので、全体として
は内定者数４名以上の企業、男子は３人以上、女子は２人以上就職している企業をリストアップしました。
各表をご覧いただきますと、圧倒的に金融機関が多いことがわかります。男子、女子とも傾向は同じです
が、女子は銀行だけでなく保険会社など、カテゴリーとしては金融には括られますが銀行以外の金融機関
も増えています。
就職活動の時期に慌てないためにはどうすればよいのでしょうか。大学生活の中で準備ができることも
あるだろうと思います。いうまでもありませんが、大学の勉強は大切です。経団連のアンケートでは「成
績を考慮していますか？」との問に、４、５割の企業が「成績も重視する」と答えています。成績がいい
から決まるとか、悪いから決まらないというわけではないですが、選考で並ぶと成績がいい方が有利です。
「ローマは１日にしてならず」といいますが、成績も急に良くはなりません。成績表は大学における学生
の勉学への取り組みの一覧であり、
「成績がいいのは地道にがんばってきた証拠だろう」と企業は判断し
ます。コツコツ取り組み、単位がとれていることは会社に入ってもコツコツやるだろうというメッセージ
にもなるのです。学生の気質や頑張り具合を見るということでも成績表は大事だということです。124単
位とらないと卒業できないのですが、十分単位をとっておかないと就職活動にも取り組みにくくなります。
単位がとれなくて卒業できないと、せっかく決まった内定も断らなければならなくなります。学業を疎か

就活時期に慌てないために・・・
• 大学の勉強をしっかりしておく
– 学業をおろそかにしない（単位が取れていな
いと就活もできない）
– 興味や関心のある分野を見つける（ゼミ選び
は重要）
– 主体的に学び、問題認識力を高め、深く、㻌 㻌
論理的に考える

就活時期に慌てないために・・・
• 自分の「強み」を見つけて伸ばす
– 経済学部の課外の取組みも利用できる

• 長期的視野でキャリアを考える
– 就職はゴールではなく、就職後の人生は長い

• キャリアセンターや支援プログラムを利用
– キャリアセンターは頼りになる学生の味方
– １・２年生から参加できるプログラムもある

• 社会人に必要なことは何かを自覚し実践
する
9

10
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附表１ 経済学部生の内定数上位企業一覧（男女計：内定数４名以上の企業）
2015年度
企業名
合計
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
17
みずほフィナンシャルグループ
14
株式会社三井住友銀行
13
国家公務員（一般職）
11
第一生命保険株式会社
10
りそなグループ
10
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
10
東京海上日動火災保険株式会社
8
株式会社大和証券グループ本社
8
株式会社京都銀行
8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 5
三井住友信託銀行株式会社
5
京都府
5
日本生命保険相互会社
4
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
4
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
4
三井住友海上火災保険株式会社
4
京都信用金庫
4
株式会社名古屋銀行
4
株式会社静岡銀行
4
株式会社商工組合中央金庫
4
株式会社滋賀銀行
4
株式会社ゆうちょ銀行
4
株式会社キーエンス
4

2014年度
企業名
合計
株式会社りそなホールディングス
13
株式会社みずほフィナンシャルグループ
11
株式会社京都銀行
11
株式会社三井住友銀行
11
みずほ証券株式会社
8
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
7
日本郵便株式会社
7
国家公務員（一般職）
6
株式会社滋賀銀行
6
三井住友信託銀行株式会社
6
東京海上日動火災保険株式会社
6
株式会社南都銀行
6
株式会社西日本シティ銀行
6
野村證券株式会社
6
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
6
株式会社関西アーバン銀行
5
京都中央信用金庫
5
株式会社大和証券グループ本社
5
株式会社インテリジェンス
4
京都市
4
ソフトバンクグループ
4
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
4
株式会社ＬＩＸＩＬ
4
株式会社福岡銀行
4
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 4
三菱電機株式会社
4
株式会社リクルートキャリア
4

2013年度
企業名
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
日本生命保険相互会社
株式会社三井住友銀行
国家公務員（一般職）
株式会社京都銀行
株式会社大和証券グループ本社
みずほフィナンシャルグループ
京都中央信用金庫
株式会社池田泉州銀行
野村證券株式会社
株式会社福岡銀行
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
国税専門官
三井住友信託銀行株式会社
ソフトバンクグループ
株式会社ＬＩＸＩＬ
大和ハウス工業株式会社
奈良県 警察（警察官・警察事務 等）
株式会社西日本シティ銀行
株式会社百十四銀行
三菱電機株式会社
三井住友カード株式会社

合計
17
13
10
8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2013年度
企業名
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社京都銀行
京都中央信用金庫
国家公務員（一般職）
株式会社大和証券グループ本社
日本生命保険相互会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
国税専門官
大和ハウス工業株式会社
株式会社西日本シティ銀行
みずほフィナンシャルグループ
株式会社池田泉州銀行
野村證券株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社ＬＩＸＩＬ
奈良県 警察（警察官・警察事務 等）
株式会社百十四銀行
三菱電機株式会社
三井住友カード株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
岡崎信用金庫
株式会社関西アーバン銀行
ソウルドアウト株式会社
三菱ＵＦＪニコス株式会社
株式会社りそなホールディングス

合計
7
7
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2013年度
企業名
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
日本生命保険相互会社
株式会社三井住友銀行
国家公務員（一般職）
みずほフィナンシャルグループ
株式会社近畿大阪銀行
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社大和証券グループ本社
株式会社池田泉州銀行
野村證券株式会社
株式会社福岡銀行
三井住友信託銀行株式会社
ソフトバンクグループ
株式会社サイバーエージェント
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社日本政策金融公庫
株式会社北陸銀行
みずほ証券株式会社
株式会社ＩＨＩ
株式会社イオン銀行
北河内農業協同組合
トランス・コスモス株式会社

合計
10
9
8
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

附表２ 経済学部生の内定数上位企業一覧（男子：内定数３名以上の企業）
2015年度
企業名
合計
みずほフィナンシャルグループ
9
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
7
国家公務員（一般職）
7
株式会社三井住友銀行
6
第一生命保険株式会社
6
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
6
株式会社京都銀行
6
りそなグループ
5
株式会社大和証券グループ本社
4
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 4
株式会社商工組合中央金庫
4
株式会社静岡銀行
4
京都府
3
京都信用金庫
3
株式会社キーエンス
3
株式会社滋賀銀行
3
株式会社名古屋銀行
3
日本電気株式会社
3
株式会社福岡銀行
3

2014年度
企業名
合計
株式会社りそなホールディングス
10
株式会社京都銀行
8
株式会社三井住友銀行
7
みずほ証券株式会社
6
株式会社みずほフィナンシャルグループ
5
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
5
国家公務員（一般職）
5
株式会社滋賀銀行
5
野村證券株式会社
5
日本郵便株式会社
4
株式会社インテリジェンス
4
京都市
4
ソフトバンクグループ
4
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 4
三菱電機株式会社
4
株式会社南都銀行
3
株式会社西日本シティ銀行
3
株式会社大和証券グループ本社
3
株式会社ＬＩＸＩＬ
3
株式会社福岡銀行
3
株式会社リクルートキャリア
3
3
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト
京都府
3
国税専門官
3
奈良県
3
日本年金機構
3
株式会社野村総合研究所
3
株式会社船井総合研究所
3
防衛省 自衛官（自衛隊幹部候補生）
3

附表３ 経済学部生の内定数上位企業一覧（女子：内定数２名以上の企業）
2015年度
企業名
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行
東京海上日動火災保険株式会社
みずほフィナンシャルグループ
りそなグループ
国家公務員（一般職）
第一生命保険株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社大和証券グループ本社
三井住友信託銀行株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社池田泉州銀行
日本郵便株式会社
株式会社京都銀行
京都府
日本生命保険相互会社
株式会社ゆうちょ銀行
国立大学法人京都大学
株式会社サイバーエージェント
三井住友カード株式会社
古河電気工業株式会社
株式会社村田製作所

20

父母会行事の中から

合計
10
7
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2014年度
企業名
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社みずほフィナンシャルグループ
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社関西アーバン銀行
日本郵便株式会社
京都中央信用金庫
株式会社南都銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社京都銀行
株式会社りそなホールディングス
明治安田生命保険相互会社
大日本印刷株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三井住友カード株式会社
裁判所職員（一般職）
株式会社大和証券グループ本社
株式会社近畿大阪銀行
株式会社かんぽ生命保険
みずほ証券株式会社
イオンモール株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

合計
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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にしないことを心がけていただきたいと思います。
経済学部での学び方についてお話ししいたします。経済学部の学びの特徴として、積み重ね式になって
いることがあげられます。１年生では導入科目があり、高校での学びと接続しイントロダクションを学び、
その上に基礎科目、基幹科目とだんだんと専門性が増していきます。それにつれて科目数も増えてきます
ので、どの科目から、どう勉強したらいいかわらない学生もいるかと思います。そのような場合に、ゼミ
を中心に科目を選んでいくと良いと思います。経済学部ではゼミ（演習）を50数名の教員全員で担当して
います。教員はそれぞれ専門が違います。金融であったり、労働であったり、私の場合は企業経済です。
学生も興味あるテーマが見つかると勉強が楽しくなります。興味、関心がある分野を身につけ、そこを足
がかりにして学んでいくと「大学でこういうことを学んだ」という自信もつきますので、結果的に就職活
動でアピールできることにもなるかと思います。ぜひ興味、関心のある分野を早い段階で見つけてほしい
と思います。
学生には「主体的に」学ぶようにというのですが、自力で掘り下げて探求できない学生も増えてきてい
ます。何が問題か、なぜ問題なのかを考えながら、きちんと勉強することを心がけてほしいと望んでいま
す。便利な世の中になり、何でも検索すれば出てきます。答えはすぐ手に入ります。自分で出した答えで
ないものには、思い入れもなく、それなのに「答えが出たのだからいいでしょう」と開き直ってしまう。
そうした学生は深く考えていません。なぜそれが「求められている答え」になるのか、ここをきちんと考
えていく力が必要だと思います。経済学は論理的な学問であり、筋道を立てて考える力がついてくると新
しい問題にも対応できるようになります。主体的に学び、論理的に深く考えることが重要です。決してそ
のためではないのですが結果として就活や就職後の人生にも役立つと思います。
「社会人に必要なことは何か」を自覚し、実践できることも大切です。情報の伝え方や伝わり方も以前
と比べるとずいぶん変わってきました。学生には学生なりの伝達の仕方があるのかもしれません。ただ社
会に出てきちんと連絡すべきことを連絡できなかったり、自分の役割に責任感がもてないと社会人として
信用されなくなります。社会人にとって必要なことは何か。基本的なことですが、それを自覚しようとす
る学生は就職活動になっても慌てずに済みます。
今の学生のいいところでもあると思うのですが、人と比べて自分のことを気にします。弱点克服にも熱
心ですが、そればかりにこだわる学生も多く、もっと自分の強いところを積極的に伸ばしていくと社会で
も認められるようになるかと思います。とはいえ、自分の「強み」がどこかわからない学生もいます。経
済学部には課外の取り組みもあります。経済学部のパンフレットにそうした取り組み内容について紹介し
ています。
「正課」は大学の授業としておいているものです。「ゼミ紹介」もそうした一例です。これに対
して「課外活動」があります。これらは経済学部で学生に提供している、大学全体や他の学部ではなく、
経済学部が提供するものを紹介しています。
「課外」ですので成績がつくわけではなく単位になるわけで
もありません。参加は自由ですが、実際に参加した学生は学びや体験を通じて成長することができます。
たとえば、
「学生プロジェクト」があります。プロジェクト的な取り組みというのはゴールを定めてゴー
ルを達成するために何をすべきかを考えることが大切です。メンバーでゴールが達成できるようにするた
めに、どうすればいいかを考え実践する取り組みです。社会では活動の基本として「プロジェクト」があ
たりまえに設定されますので、そうした経験を学生のうちにしてもらおうという意図で始めたものです。
「海
外インターンシップ」は経済学部の学生が海外で活躍する企業に赴いて職業体験ができる取り組みです。
国内でも企業のインターンシップはありますが、海外でやるからこそ、日本の企業活動とは違うという部
分がありますし、そういうことを学んでほしいと考えています。経済学部には同経会という卒業生の会が
あり、その支援を得ながら10年ほど続いている取り組みです。また、
「ディベート大会」を開催しています。
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今年はテーマが「日本は外国人労働者の受け入れを拡大すべきである。是か非か」です。あるテーマを設
定して、肯定する側と否定する側に分かれてチームで取り組み、論理的に考え、配布物を一切用いず口頭
でジャッジに自分たちの主張を伝え、納得してもらうことを競う試合形式での取り組みです。毎年30チー
ム程度が参加してディベート大会を開催していまして、大学単位での取り組みとしては日本最大規模です。
このほか、
「ビジネスプラン大会」もあります。アイデアをビジネスとして実用化できるかどうか、それ
が社会や経済に与える影響を考えて競う大会です。経済学部の課外活動を通じて、自分はこういうところ
に向いていると発見できたり、チームで動く利点がわかることもあるかと思います。チームの中で自分は
こう働けるとわかると、それが自分の「強み」だとわかります。こうした取り組みを積極的に利用してい
ただければと思います。
大学に入ることがゴールになっていて、入学と同時に燃え尽きてしまっているような学生がいます。就
職活動も同じで、有名企業に入ることを目的にし、入社後どう働き、どんな人生にしたいのかといったこ
とに興味がない学生が一定割合いると思います。長期的な視野で自分は就職したらどうしていくかと考え、
絵を描いていく。そのような人生のキャリア形成の
同志社大学のキャリア形成プログラム

観点で就職活動を捉えていただきたいと考えていま

就職年次向けプログラム

す。大学のキャリアセンターは就職を支援するさま
ざまなプログラムを提供しています。有益な情報が
得られますし、就職支援もしているのですが、思い
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就職ガイダンス

   
自己分析、エントリーシート、
企業の見方セミナー、
   
新聞の読み方セミナー

業界研究、職種研究セミナー   

                           

の外、学生が利用してくれていません。キャリアセ

仕事研究セミナー

ンターは実に多様で大量の就職情報を保有していま

公務員・教員ガイダンス

   

     

エントリーシート講座
面接講座
ＳＰＩ・一般常識模擬試験
ｅ－ｃａｒｅｅｒの利用
キャリアセンター個別相談













す。
にもかかわらず、なぜ学生は利用しないのでしょ
うか。マイナビ、リクナビなど就職情報を提供して
くれる民間の就活案内サービスがあって、多くのサー

 

                           

企業研究セミナー・学内企業説明会 




















                     

   



   














 


















 

       

                 




































































































































全学向けのセミナー・ガイダンス：自己分析や業界研究・業種研究・企業研究など。理工学部・研

究科の学生も多数参加。Ń
個別相談：(6（ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ）について・面接アドバイス、就職活動の進め方、進路に関する相談全般。学
1
年・学部問わず、受付順で対応。
11

ビスがあるように見えるので、学生はまずそちらに

※セミナー参加や相談は、京田辺・今出川Ń いずれの校地でも利用可Ń

いきます。それも大切だとは思うのですが、実はキャリアセンターに集まっている情報には、同志社大学
の学生を採用したい企業の情報などの情報も含まれています。
キャリアセンターのサービスとして、冬になると「学内企業研究セミナー」が実施されています。ブー
ス形式や講義形式で行われ多くの学生が参加しています。このほかにも、「就職年次向けプログラム」が
取りそろえられています。今年の就職にかかわる企業別の資料、就職以外の公務員試験、教員採用試験の
資料、
こういう方面で活躍したいという学生にとってもためになる資料があります。キャリアアドバイザー
同志社大学のキャリア形成プログラム

同志社大学のキャリア形成プログラム

就職年次向けプログラム

就職年次向けプログラム

●学内企業研究セミナー

1

12
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就職活動について

講演
Lecture

がサポートに乗ってくれます。キャリアセンターで
は、訪問可能な卒業生情報の閲覧もできます。これ

同志社大学キャリア支援システム

は「後輩たちが来るんだったら話を聞いてあげても
•
•
•
•
•
•
•

いい」という卒業生を紹介してくれるものです。ま
た、就職体験記の閲覧もでき、先輩たちがどのよう
に就職活動をしたかを知ることができます。このほ
か、１年生から参加できるプログラムもありますの
で１・２年生であってもご利用いただくことが可能
です。キャリアセンターにはウェブサイトとして、

進路希望の登録㻌・進路の報告㻌
セミナー・説明会の検索㻌㻌
企業情報の閲覧㻌㻌
求人情報の閲覧㻌㻌
㻻㻮／㻻㻳訪問可能な卒業生情報の閲覧㻌
就職体験記の閲覧㻌
インターンシップ情報の検索㻌㻌

同志社大学キャリア支援システムもあり、セミナー・
14

説明会の検索、企業情報や求人情報の検索や閲覧が
可能です。学生は学生 ID とパスワードをもっていますので、それで入れます。本学の学生のみが利用で
きるもので、厳重に管理されており教員でも見られません。
また、
「個別相談」というものがあり、エントリーシートや面接についてや、就職活動の進め方、進路
に関する相談全般についてアドバイスがもらえます。エントリーシートを添削してくれるわけではないの
ですが、エントリーシートを書き上げ、もっていくとアドバイスがもらえます。面接も模擬面接をしてく
れるわけではないですがアドバイスはもらえます。困った時にはぜひキャリアセンターで相談するよう、
学生さんにお伝えください。
同志社大学のキャリア形成プログラム

地元での就活をする学生も多数いますので、キャ
リアセンターではそうした支援のための取り組みも
行っています。スライドに昨年の資料を載せていま

8ターン就職支援について

Ｕ・Ｉターン就職支援協定締結県（年月現在）

長野県、静岡県、石川県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、
山口県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

すが、
「地方特集開催」
「Ｕターン・Ｉターンセミナー」
「Ｕターン・Ｉターン相談会」の見出し文字が目に
入ります。今年も同じようなタイミングで開催され
るますので、12月になったら掲示に注意しておくよ
うお知らせいただければと思います。
「Ｕターン就職支援」について本日は資料を配付

1

15

しております。
「Ｕターン就職資料・九州・沖縄」
があります。縦方向に宮崎県を探していただくと、宮崎県出身の学生がどの都道府県に何人就職している
かが読み取れます。これは全学の2012～2015年度の累積値です。たとえば東京都には16人の学生が４年間
で就職していることがわかります。地元の宮崎県には12名の学生が就職しています。それらの人数が宮崎
県出身の学生の何％かもわかります。東京都には32.7％、宮崎県には24.5％の学生が就職しています。九
州では宮崎県は比較的地元で就職している率が高い県に入るかと思います。表の下側には「Ｕターン就職
率の推移」が示されています。過去2008～2015年度までのＵターン就職率にはばらつきはありますが、宮
崎県の場合、多い時は2015年度で35.3％が地元に帰ってきて就職しています。他の都道府県についても同
様にご覧ください。
このほか、自治体と「Ｕターン・Ｉターン就職支援協定」を締結している場合があります。協定がある
から有利に働くかはわかりませんが、自治体側が同志社大学の学生に「Ｕターンしてほしい」から協定を
結んでいることは事実です。
最後になりますが、ご家族のみなさまにいくつかお願いしたいと考えています。最近、社会人としての

DOSHISHA UNIVERSITY
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講演
Lecture

2

就職活動について

基礎的なことが行えなかったり認識できていなかっ
たりする学生が目立つようになりました。大学で一
から教えることではなく、これまで築きあげてきた
中で身につけておいてほしい「礼儀」や「責任感を

ご家族の皆様へ
• 先輩社会人としてのアドバイス
– ご家族が経験されたり日々感じておられる
社会や企業で求められる基本的なことや
大切なことをお伝えください。

もって取り組むこと」
「誠実に対応すること」などが、
少し粗末に扱われてきているように感じます。一例
をお話しいたします。就活が長引き、終わり方がわ

• 礼儀、責任感、誠実さ、働くということ、・・・

• ご家族だからできるサポート

からない学生が増えているといわれています。就職

– 心のよりどころ、経済的サポート、・・・

先を決めてからも、その他にたくさんいただいた内々

心配なことがおありでしたら遠慮なく経済学部
事務室までご相談下さい！！

定を放置する学生が稀にいるようです。就職先を決

16

めたならば、それ以外の企業には誠意をもってきち
んとお断りすることが必要です。連絡すると怒られるのではないかと、断らずに放置する学生もいるよう
ですが、放置しておけば企業に迷惑がかります。たとえ怒られても、きちんと結末に向き合い、自分で処
理できるようになってもらえればと期待します。
社会で働くとなると対価を受け取ることになり責任も生じてきます。お金をもらって働き、家族を支え
ていくことも必要になります。そういうことを考えられるようになると就職活動も取り組み方が変わると
思います。ご家族の皆様には、ご自身のご経験、お考え、ご自身が会社の中で若い人たちとつきあってい
て何とかしてほしいこととか、日々感じておられることをお伝えいただけたらいいかと思います。ぜひ社
会人の先輩としてのアドバイスをしていただけるとありがたいと思います。また、「ご家族だからできる
サポート」もあります。就活の中で学生は競争にさられますので疲れも出てきます。心の拠り所になって
いただきますようお願いします。また、就職活動には結構お金がかかります。アルバイトなどとも両立し
にくくなりますので経済的なサポートにもご配慮ください。
経済学部では父母会の行事として就職について父母会を通じてセミナー、講演会、講習会をやっており
ます。父母会報の冊子としてまとめますのでお目通しいただければと思います。学部以外に大学全体でも
いろんな取り組みをやっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。それではこれで終わらせ
ていただきます。

24

父母会行事の中から

2

就職活動について

講演
Lecture

質 疑応 答
司会

ありがとうございました。就職状況、学生

プなどにいかなくてもいい」といえたのですが、

生活全般についてご質問はありませんでしょうか。

最近、職業体験ではなく、座学で、しかも説明会

質問

になっているようなこともあるようですので、教

入社率はわかりましたが、数年で離職して

いるという情報はありませんか。

員としてもアドバイスが難しくなっています。と

竹廣

全体的にはここ数年、よく七五三といわれ

はいえ、行きたくもない企業のインターンシップ

ます通り、大卒、高卒、中卒の人たちの３年内の

にまで手あたり次第にいく必要もありません。本

離職率で、高い方から中卒で７割。高卒で５割、

当に行きたい企業や、その業種のことを知りたい

大卒で３割となっています。最近は少し低くなっ

という目的でいくのはいいのですが、参加すれば、

てきていると聞いています。
「入りたいから入社

それなりに時間拘束もあり、準備もせずに参加す

したが、思っていたことと違う」ということで辞

るとやる気のなさが目立ってしまい、その後の採

めていくケースもありますし、
「別のことに興味

用活動で「要注意」とみなされるケースもあるら

ができたので会社を辞める」という学生もいるか

しいので、そういう意味でも手あたり次第にいく

と思います。離職してからどうなるか、より上に

のはいかがかなものかと思います。企業も情報が

スキルアップする形で転職できるといいですが、

ほしいのでインターンシップの期間を短くして回

気分で辞めてしまうと、中途採用されるのも難し

数を増やしていろんな人にきてもらって、そこで

いので、将来を見込んだ上決断することが大切だ

人物チェックしているという話も聞きます。

と思います。

司会

質問

か。

超大企業、中小企業でも似たような状況で

インターンシップの時期はいつ頃でしょう

しょうか。

竹廣

竹廣 中小企業の場合は人数が少なくなる分、
しっ

りましたのでインターンシップどころではありま

くりいく学生もあるでしょうが、望まない部分に

せんでした。就活開始が後ろにきた分、その期間

も早く気づいて見切りをつけてしまうようなケー

にインターンシップが行われることもあるようで

スもあるかもしれません。大企業とは違うレベル

す。「1DAY インターンシップ」のようなものま

で中小企業はいろいろ転職理由が出てくるかもし

であると聞きます。１日で職業体験ができるはず

れません。

がないわけで、そういう名前をつけた説明会だっ

司会

今の３年次生の就活の時期は今年度と同じ

たりするわけです。後悔しないよう手あたり次第

ようですが１、２年生に関してはいかがでしょう

に参加する学生もいて、そんな学生は夏からずっ

か。

と就職活動をやっているような感じになりますね。

竹廣

毎年変わるのはよくないと、次年度は本年

司会

以前は４年生になる前の春休みは選考があ

先生からアドバイスいただいたことを子ど

度と同じスケジュールになるようですが、その先

もへのコミュニケーションツールとして学生生活

まではわかりません。開始が後ろ倒しになったは

のサポートに役立ていきたいと思います。竹廣先

ずが、夏のインターンシップも含めると結果的に

生、ありがとうございました。

長くなっていましす。一昔前は「インターンシッ
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25

26

父母会行事の中から

㻡

㻝

㻟

㻝

㻣

㻣

㻝㻚㻢

㻞㻠㻚㻜

㻣㻚㻣

㻠㻚㻥

㻠㻚㻜

㻡㻟㻚㻤

㻞㻜㻚㻜

㻥㻚㻣 㻟㻚㻞

㻜㻚㻥

㻝㻚㻢

㻝

㻞㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜

㻞㻝㻚㻠 㻝㻠㻚㻟 㻠㻞㻚㻥

2013年度

2012年度

㻠㻡㻚㻝

㻠㻡㻚㻞

㻢㻡㻚㻜

㻟㻜㻚㻤

㻡㻠㻚㻝

㻡㻞㻚㻜

㻟㻟㻚㻟

㻟㻥㻚㻡

㻞㻚㻝

㻟㻚㻞

㻠㻚㻜

㻠㻚㻞

㻞㻚㻢

㻢

㻜㻚㻣

㻝㻚㻤

㻞

㻜㻚㻟

㻜㻚㻥

㻝

㻝

㻠㻚㻞

㻣㻚㻣

㻜㻚㻣 㻞㻚㻤 㻜㻚㻟

㻟㻚㻞

㻝

㻝

㻠㻚㻠 㻜㻚㻥

㻤

㻝

㻝

㻝㻚㻢 㻝㻚㻢

㻞

㻝

㻝

㻝

㻡

㻠

㻡

㻢

㻞

㻡㻚㻢

㻥㻚㻣

㻠㻚㻥

㻤㻚㻟

㻣㻚㻜

㻝㻣㻚㻜

㻝㻥㻚㻠

㻝㻜㻚㻜

㻞㻣㻚㻥

㻝㻢㻚㻜

㻞㻜㻚㻤

㻝㻟㻚㻞

㻝㻢 㻠㻥

㻟

㻟 㻝㻣

㻞

㻤 㻝㻡

㻝㻚㻜

㻟㻚㻞

㻝㻚㻤

㻟

㻝

㻞

㻝

㻝

㻜㻚㻟 㻜㻚㻟

㻠㻚㻞 㻠㻚㻞

㻝

㻝

㻜㻚㻟

㻝㻚㻢

㻝

㻝

㻥㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻞 㻝㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻤㻚㻣 㻟㻚㻞 㻟㻚㻢 㻣㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻝㻠㻚㻟 㻝㻣㻚㻥 㻝㻥㻚㻞 㻟㻤㻚㻣 㻟㻤㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻞㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻟 㻟㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻣 㻝㻜㻚㻥 㻤㻚㻣 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻢 㻞㻟㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻞㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻟 㻡㻚㻟 㻥㻚㻝 㻝㻢㻚㻜 㻠㻚㻡 㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻟㻚㻟

2008年度

㻝㻠㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻟 㻞㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻟㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻡㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻝㻚㻤 㻟㻢㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻢 㻟㻢㻚㻟 㻟㻝㻚㻥 㻞㻞㻚㻣 㻞㻢㻚㻤 㻟㻢㻚㻢 㻝㻠㻚㻡 㻞㻜㻚㻠 㻞㻢㻚㻞 㻠㻟㻚㻤 㻟㻢㻚㻠 㻟㻣㻚㻤 㻟㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻥 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻜 㻞㻠㻚㻤 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻣㻚㻣 㻞㻜㻚㻜

2009年度

㻞㻚㻤 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻠㻞㻚㻥 㻝㻞㻚㻡 㻟㻝㻚㻤 㻞㻥㻚㻣 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻜 㻟㻢㻚㻥 㻞㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠 㻠㻜㻚㻥 㻝㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻟㻤㻚㻜 㻝㻢㻚㻥 㻝㻤㻚㻤 㻝㻢㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻝㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻡㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻤㻚㻟 㻟㻤㻚㻡 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻤 㻢㻡㻚㻡

2010年度

㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻡㻚㻢 㻜㻚㻜 㻟㻚㻞 㻣㻝㻚㻠 㻝㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻥㻚㻝 㻟㻝㻚㻢 㻞㻥㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻝㻤㻚㻝 㻞㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻟㻠㻚㻝 㻞㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻤㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟

㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻢㻚㻣 㻟㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻝㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻢㻚㻣 㻟㻝㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻟㻥㻚㻠 㻟㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻣㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻥 㻞㻢㻚㻞 㻞㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻥 㻞㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻢 㻢㻚㻟 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻜㻚㻜

㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

2011年度

㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻟㻚㻥

㻞㻤㻚㻝

㻞㻤㻚㻡

㻞㻢㻚㻢

㻞㻡㻚㻡

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻝

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻥㻚㻝 㻝㻣㻚㻢 㻜㻚㻜 㻠㻚㻟 㻢㻡㻚㻤 㻝㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻤㻚㻢 㻠㻞㻚㻥 㻞㻝㻚㻞 㻟㻝㻚㻢 㻟㻡㻚㻢 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻞 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻢 㻞㻜㻚㻡 㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻥 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻝 㻞㻤㻚㻥 㻣㻚㻝 㻟㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻟 㻜㻚㻜

㻞㻤㻤

㻟㻝

㻞㻜

㻝㻟

㻢㻝

㻞㻡

㻞㻠

㻝㻝㻠

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

（単位：人）

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻞㻤㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻣㻠㻚㻠 㻝㻠㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻝 㻜㻚㻜 㻠㻢㻚㻞 㻞㻠㻚㻠 㻟㻝㻚㻤 㻟㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻟㻟㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻝㻟㻚㻞 㻝㻠㻚㻥 㻝㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻝㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻝 㻝㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻞㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻞㻜㻚㻢 㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻝

㻞㻠㻚㻜

2014年度

㻟㻚㻞

㻜㻚㻥

㻞 㻝㻟㻜

㻝

㻝

㻝

㻞

㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻣 㻝㻜㻚㻜 㻟㻚㻤 㻠㻤㻚㻣 㻡㻚㻝 㻟㻜㻚㻤 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻡 㻟㻣㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻞㻞㻚㻡 㻞㻥㻚㻢 㻟㻥㻚㻞 㻞㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟 㻞㻟㻚㻞 㻟㻞㻚㻥 㻝㻠㻚㻞 㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻢 㻝㻣㻚㻢 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻞㻣㻚㻣 㻞㻟㻚㻣 㻝㻡㻚㻠 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻞㻟㻚㻠 㻤㻚㻟 㻤㻚㻟 㻟㻠㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻡㻚㻡

2015年度

㻝㻟

㻠

㻟㻟

㻝 㻝㻠

㻜㻚㻟 㻜㻚㻣

㻠㻚㻞

㻝

㻤
㻝㻟

㻟

＊この表では、上の都道府県の見出しを「帰省先」と読み替えてご覧ください。

㻝㻚㻜 㻞㻚㻝 㻝㻚㻣 㻞㻚㻠 㻝㻚㻠 㻝㻚㻠 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟

㻝㻞㻚㻡

（２） Ｕターン就職率の推移

地区合計割合 㻝㻜㻚㻠

福島県

山形県

秋田県

宮城県

岩手県

青森県

㻞㻡㻚㻠

㻝

㻝

㻝

㻝

㻝 㻠㻡

合
計

2

北海道

（比率）

㻠

㻠

㻠

㻢

㻢

計

㻟

㻟

㻝

㻟

㻟㻜

㻝

㻞㻥

福島県

山形県

秋田県

宮城県

岩手県

青森県

北海道

（人数）

帰省先

東北
関東
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
北
外
海 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
国
道 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
川
山
島

Lecture

就職先

（１） Ｕターン就職状況（2012～2015年度累計）

Ｕターン就職資料（北海道東北）

講演

＜参考資料＞
1／7

就職活動について

㻝

㻜㻚㻝

㻜㻚㻝 㻡㻚㻤

㻝㻚㻢

㻠㻚㻡

㻝㻟㻚㻞

㻝㻞㻚㻜

㻝㻞㻚㻞

㻝㻤㻚㻝

㻝㻞㻚㻡

㻞㻚㻡 㻜㻚㻟

㻞㻚㻠

㻢㻚㻠 㻝㻚㻟

㻞㻚㻡
㻝㻚㻥

㻞

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟

㻜㻚㻢

㻝㻚㻟

㻝

㻜㻚㻢

㻝㻚㻜

㻞

㻝

㻜㻚㻝 㻜㻚㻟

㻜㻚㻤

㻝

㻝

㻜㻚㻝

㻝㻚㻜

㻝

㻞

㻝

㻝

㻢㻣㻟

㻝㻞㻡

㻝㻡㻢

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻠㻚㻝

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

㻜㻚㻟

㻜㻚㻢

㻝㻚㻜

㻤㻜
㻝㻜㻡

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

㻞㻜㻚㻜

㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻡㻚㻢 㻜㻚㻜 㻟㻚㻞 㻣㻝㻚㻠 㻝㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻥㻚㻝 㻟㻝㻚㻢 㻞㻥㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻝㻤㻚㻝 㻞㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻟㻠㻚㻝 㻞㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻤㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟

㻥㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻞 㻝㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻤㻚㻣 㻟㻚㻞 㻟㻚㻢 㻣㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻝㻠㻚㻟 㻝㻣㻚㻥 㻝㻥㻚㻞 㻟㻤㻚㻣 㻟㻤㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻞㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻟 㻟㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻣 㻝㻜㻚㻥 㻤㻚㻣 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻢 㻞㻟㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻞㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻟 㻡㻚㻟 㻥㻚㻝 㻝㻢㻚㻜 㻠㻚㻡 㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻟㻚㻟

2008年度

㻝㻠㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻟 㻞㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻟㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻡㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻝㻚㻤 㻟㻢㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻢 㻟㻢㻚㻟 㻟㻝㻚㻥 㻞㻞㻚㻣 㻞㻢㻚㻤 㻟㻢㻚㻢 㻝㻠㻚㻡 㻞㻜㻚㻠 㻞㻢㻚㻞 㻠㻟㻚㻤 㻟㻢㻚㻠 㻟㻣㻚㻤 㻟㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻥 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻜 㻞㻠㻚㻤 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻣㻚㻣 㻞㻜㻚㻜

2009年度

㻞㻚㻤 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻠㻞㻚㻥 㻝㻞㻚㻡 㻟㻝㻚㻤 㻞㻥㻚㻣 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻜 㻟㻢㻚㻥 㻞㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠 㻠㻜㻚㻥 㻝㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻟㻤㻚㻜 㻝㻢㻚㻥 㻝㻤㻚㻤 㻝㻢㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻢㻚㻣 㻟㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻝㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻢㻚㻣 㻟㻝㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻟㻥㻚㻠 㻟㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻣㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻥 㻞㻢㻚㻞 㻞㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻥 㻞㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻢 㻢㻚㻟 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻝㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻡㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻤㻚㻟 㻟㻤㻚㻡 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻤 㻢㻡㻚㻡

㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜

㻜㻚㻜

2010年度

2011年度

㻤㻚㻤
㻝㻚㻜 㻞㻚㻥

㻝㻚㻢

㻝

㻝

㻝

㻞㻟㻚㻥

㻞㻤㻚㻝

㻞㻤㻚㻡

㻞㻢㻚㻢

㻞㻡㻚㻡

㻞㻠㻚㻣

㻞㻝㻚㻠 㻝㻠㻚㻟 㻠㻞㻚㻥

2012年度

㻝㻟㻚㻟

㻝㻞㻚㻡

㻝㻜㻚㻥 㻝㻞㻚㻠

㻢㻚㻣

㻤㻚㻟

㻞

㻞

㻝

㻞㻠㻚㻣

2013年度

㻟

㻞

㻝㻞㻥

㻟㻜

㻠㻤

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻥㻚㻝 㻝㻣㻚㻢 㻜㻚㻜 㻠㻚㻟 㻢㻡㻚㻤 㻝㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻤㻚㻢 㻠㻞㻚㻥 㻞㻝㻚㻞 㻟㻝㻚㻢 㻟㻡㻚㻢 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻞 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻢 㻞㻜㻚㻡 㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻥 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻝 㻞㻤㻚㻥 㻣㻚㻝 㻟㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻟 㻜㻚㻜

㻞㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜

㻞 㻝㻡

㻝

（単位：人）

合
計

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻞㻤㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻣㻠㻚㻠 㻝㻠㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻝 㻜㻚㻜 㻠㻢㻚㻞 㻞㻠㻚㻠 㻟㻝㻚㻤 㻟㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻟㻟㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻝㻟㻚㻞 㻝㻠㻚㻥 㻝㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻝㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻝 㻝㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻞㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻞㻜㻚㻢 㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻝

㻞㻠㻚㻜

2014年度

㻜㻚㻠 㻜㻚㻝 㻜㻚㻢 㻞㻚㻠

㻜㻚㻤 㻜㻚㻤 㻜㻚㻤 㻠㻚㻜

㻜㻚㻤

㻟㻚㻢

㻜㻚㻝

㻞㻚㻢

㻜㻚㻢

㻟㻚㻞

㻜㻚㻟

㻝㻚㻥

㻞㻚㻥

㻞

㻣 㻝㻥 㻝㻜

㻟 㻝㻥

㻣 㻝㻜

㻞

㻝 㻟㻥 㻤㻥 㻝㻣

㻝

㻠

㻢

㻝㻠 㻝㻢

㻞

㻠

㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻣 㻝㻜㻚㻜 㻟㻚㻤 㻠㻤㻚㻣 㻡㻚㻝 㻟㻜㻚㻤 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻡 㻟㻣㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻞㻞㻚㻡 㻞㻥㻚㻢 㻟㻥㻚㻞 㻞㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟 㻞㻟㻚㻞 㻟㻞㻚㻥 㻝㻠㻚㻞 㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻢 㻝㻣㻚㻢 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻞㻣㻚㻣 㻞㻟㻚㻣 㻝㻡㻚㻠 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻞㻟㻚㻠 㻤㻚㻟 㻤㻚㻟 㻟㻠㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻡㻚㻡

2015年度

（２） Ｕターン就職率の推移

㻡㻥㻚㻜

㻢㻚㻟

㻠 㻝㻢

㻡

㻠

㻝㻚㻟

㻝

㻝

㻞㻚㻡

㻢㻚㻣

㻟

㻝

㻞

㻝

㻝

㻞㻚㻟 㻜㻚㻤
㻝㻚㻟

㻝

㻝

㻟

㻜㻚㻤

㻢㻝㻚㻢 㻝㻜㻚㻠

㻢㻡㻚㻠

㻡㻥㻚㻜

㻢㻟㻚㻤

㻠㻤㻚㻝

㻡㻜㻚㻜

㻡㻤㻚㻟

㻞

㻝

㻝

㻝

㻞

㻟

＊この表では、上の都道府県の見出しを「帰省先」と読み替えてご覧ください。

㻜㻚㻤

㻜㻚㻢 㻝㻚㻜 㻟㻚㻢 㻝㻚㻜 㻝㻚㻢

㻜㻚㻠

㻜㻚㻢 㻜㻚㻢

東京都

神奈川県 㻝㻚㻢

㻝㻚㻜 㻢㻚㻣

㻜㻚㻤 㻜㻚㻤

㻞㻚㻝

㻣 㻝㻝 㻟㻥㻣 㻞㻠

㻟㻚㻤 㻝㻚㻟

地区合計割合

㻡

㻟

㻞

㻝

㻝 㻣㻣 㻝㻟

㻝 㻝㻜㻞

㻣 㻢㻞

㻝 㻡㻝

千葉県

㻝㻤㻚㻢

㻝㻡

㻞㻤

㻝 㻢㻞

埼玉県

㻜㻚㻤 㻜㻚㻤

㻢㻚㻟

群馬県

㻞㻚㻝

㻣 㻞㻠

㻞㻜㻚㻜

㻞㻚㻝

㻠

栃木県

茨城県

（比率）

㻟

計

㻝

東京都

㻞

㻝

神奈川県

㻟

千葉県

㻝

㻝

埼玉県

㻝 㻞㻠

㻝

㻟

群馬県

㻝

㻢

㻝

東北
関東
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
北
外
海 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
国
道 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
川
山
島

栃木県

茨城県

（人数）

帰省先

就職先

（１） Ｕターン就職状況（2012～2015年度累計）

Ｕターン就職資料（関東）

就職活動について

2
講演
2／7

Lecture

DOSHISHA UNIVERSITY

27

28

父母会行事の中から

㻝

㻝

福井県

㻜㻚㻞

㻞㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜

㻞㻝㻚㻠 㻝㻠㻚㻟 㻠㻞㻚㻥

2013年度

2012年度

㻝 㻡㻟

㻝㻚㻞 㻟㻚㻜

㻞㻣㻚㻤

㻝㻚㻢

㻟㻠㻚㻢

㻝㻟㻚㻥 㻝㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻢

㻠㻚㻢 㻜㻚㻣

㻡㻚㻥

㻝㻚㻞
㻝㻚㻟

㻠㻞㻚㻢

㻞㻣㻚㻤

㻝㻚㻢

㻜㻚㻠

㻜㻚㻤

㻝㻚㻥

㻞

㻞㻚㻜

㻟㻚㻥

㻜㻚㻢

㻝㻚㻢

㻝㻚㻥

㻝㻜

㻢

㻝

㻞

㻝

㻟

㻜㻚㻞 㻣㻚㻢

㻜㻚㻣 㻥㻚㻞

㻤㻚㻟

㻡㻚㻣

㻝㻝㻚㻢

㻝㻡㻚㻜

㻝㻝㻚㻞

㻝㻜㻚㻣

㻡㻚㻢 㻡㻚㻢

㻝 㻟㻤 㻡㻤

㻝 㻝㻠 㻞㻟

㻝㻠 㻝㻥

㻣 㻝㻟

㻟

㻝㻚㻞

㻜㻚㻣

㻟㻚㻜

㻢

㻝

㻡

㻜㻚㻞

㻜㻚㻤

㻝

㻝

㻜㻚㻞

㻜㻚㻣

㻝

㻝

㻜㻚㻞

㻜㻚㻤

㻝

㻝

㻜㻚㻜

㻜㻚㻜

㻥㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻞 㻝㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻤㻚㻣 㻟㻚㻞 㻟㻚㻢 㻣㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻝㻠㻚㻟 㻝㻣㻚㻥 㻝㻥㻚㻞 㻟㻤㻚㻣 㻟㻤㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻞㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻟 㻟㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻣 㻝㻜㻚㻥 㻤㻚㻣 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻢 㻞㻟㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻞㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻟 㻡㻚㻟 㻥㻚㻝 㻝㻢㻚㻜 㻠㻚㻡 㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻟㻚㻟

2008年度

㻝㻠㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻟 㻞㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻟㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻡㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻝㻚㻤 㻟㻢㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻢 㻟㻢㻚㻟 㻟㻝㻚㻥 㻞㻞㻚㻣 㻞㻢㻚㻤 㻟㻢㻚㻢 㻝㻠㻚㻡 㻞㻜㻚㻠 㻞㻢㻚㻞 㻠㻟㻚㻤 㻟㻢㻚㻠 㻟㻣㻚㻤 㻟㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻥 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻜 㻞㻠㻚㻤 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻣㻚㻣 㻞㻜㻚㻜

2009年度

㻞㻚㻤 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻠㻞㻚㻥 㻝㻞㻚㻡 㻟㻝㻚㻤 㻞㻥㻚㻣 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻜 㻟㻢㻚㻥 㻞㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠 㻠㻜㻚㻥 㻝㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻟㻤㻚㻜 㻝㻢㻚㻥 㻝㻤㻚㻤 㻝㻢㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻝㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻡㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻤㻚㻟 㻟㻤㻚㻡 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻤 㻢㻡㻚㻡

2010年度

㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻡㻚㻢 㻜㻚㻜 㻟㻚㻞 㻣㻝㻚㻠 㻝㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻥㻚㻝 㻟㻝㻚㻢 㻞㻥㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻝㻤㻚㻝 㻞㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻟㻠㻚㻝 㻞㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻤㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟

㻜㻚㻜 㻜㻚㻜

㻣㻚㻝 㻟㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻟

㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻢㻚㻣 㻟㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻝㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻢㻚㻣 㻟㻝㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻟㻥㻚㻠 㻟㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻣㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻥 㻞㻢㻚㻞 㻞㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻥 㻞㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻢 㻢㻚㻟 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻜㻚㻜

㻠㻚㻟 㻢㻡㻚㻤 㻝㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻤㻚㻢 㻠㻞㻚㻥 㻞㻝㻚㻞 㻟㻝㻚㻢 㻟㻡㻚㻢 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻞 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻢 㻞㻜㻚㻡 㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻥 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻝 㻞㻤㻚㻥

㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻥㻚㻝 㻝㻣㻚㻢

㻠㻥㻤

㻝㻡㻟

㻝㻢㻥

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻟㻚㻥

㻞㻤㻚㻝

㻞㻤㻚㻡

㻞㻢㻚㻢

㻞㻡㻚㻡

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻝

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

2011年度

㻜㻚㻜

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻡㻠
㻝㻞㻞

合
計

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

（単位：人）

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻞㻤㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻣㻠㻚㻠 㻝㻠㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻝 㻜㻚㻜 㻠㻢㻚㻞 㻞㻠㻚㻠 㻟㻝㻚㻤 㻟㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻟㻟㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻝㻟㻚㻞 㻝㻠㻚㻥 㻝㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻝㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻝 㻝㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻞㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻞㻜㻚㻢 㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻝

㻞㻠㻚㻜

2014年度

㻟㻡㻚㻝

㻞㻤㻚㻝

㻣

㻝

㻝

＊この表では、上の都道府県の見出しを「帰省先」と読み替えてご覧ください。

㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻜㻚㻤

㻟㻥㻚㻢

㻞

㻝㻜 㻠㻣

㻡㻞

㻢 㻝㻡 㻢㻥 㻡㻜 㻡㻟

㻞

㻞

㻞

㻝㻡

㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻣 㻝㻜㻚㻜 㻟㻚㻤 㻠㻤㻚㻣 㻡㻚㻝 㻟㻜㻚㻤 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻡 㻟㻣㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻞㻞㻚㻡 㻞㻥㻚㻢 㻟㻥㻚㻞 㻞㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟 㻞㻟㻚㻞 㻟㻞㻚㻥 㻝㻠㻚㻞 㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻢 㻝㻣㻚㻢 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻞㻣㻚㻣 㻞㻟㻚㻣 㻝㻡㻚㻠 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻞㻟㻚㻠 㻤㻚㻟 㻤㻚㻟 㻟㻠㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻡㻚㻡

2015年度

（２） Ｕターン就職率の推移

地区合計割合

㻜㻚㻢 㻝㻚㻞

㻞㻣㻚㻥

石川県

㻡㻣㻚㻠

㻜㻚㻣

㻠 㻝㻣㻡

㻜㻚㻤 㻜㻚㻤 㻝㻚㻢

㻞

新潟県

㻜㻚㻤

㻝

㻠㻟

㻞 㻢㻣

富山県

（比率）

㻝

計

㻝

㻝

福井県

㻝

㻞 㻟㻠

㻝

富山県

石川県

㻟㻝

新潟県

（人数）

帰省先

東北
関東
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
北
外
海 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
国
道 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
川
山
島

Lecture

就職先

（１） Ｕターン就職状況（2012～2015年度累計）

Ｕターン就職資料（北陸）

講演
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2
就職活動について

㻝

㻝

㻜㻚㻤

㻜㻚㻝

㻜㻚㻞

静岡県

愛知県

地区合計割合

㻞㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜

㻞㻝㻚㻠 㻝㻠㻚㻟 㻠㻞㻚㻥

2013年度

2012年度

㻜㻚㻢 㻜㻚㻢

㻜㻚㻞 㻜㻚㻡
㻠㻜㻚㻝

㻠㻝㻚㻡

㻟㻤㻚㻠

㻠㻜㻚㻝

㻝㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻤
㻜㻚㻝

㻞㻚㻜 㻝㻚㻞

㻜㻚㻞 㻝㻚㻣 㻡㻚㻟 㻠㻚㻡

㻜㻚㻢 㻜㻚㻢

㻞㻥㻚㻤

㻝㻚㻡 㻜㻚㻝

㻝㻚㻝

㻜㻚㻠

㻟㻠㻚㻜

㻝㻚㻢 㻜㻚㻠

㻝㻜㻚㻟

㻞㻠㻚㻠

㻜㻚㻞 㻜㻚㻝

㻞 㻟㻢 㻤㻠

㻢

㻞㻞㻚㻜

㻤

㻡

㻠

㻟

㻝

㻞

㻠

㻡㻚㻝

㻠㻚㻞

㻠㻚㻟 㻜㻚㻞 㻠㻚㻡
㻝㻝㻚㻞

㻝㻟㻚㻤

㻝㻝㻚㻥

㻞

㻝

㻝

㻝㻚㻟 㻜㻚㻝

㻝㻚㻝 㻜㻚㻟

㻝㻚㻟 㻜㻚㻝

㻡㻚㻢 㻥㻚㻝 㻝㻚㻢

㻜㻚㻢 㻢㻚㻞 㻤㻚㻣 㻜㻚㻤

㻡㻚㻤 㻣㻚㻤 㻝㻚㻜

㻞㻚㻢
㻝㻞㻚㻤

㻠 㻥㻠 㻞㻟㻝 㻞㻣

㻝㻡 㻠㻥

㻞 㻟㻢 㻝㻝㻡 㻝㻟

㻝㻠 㻞㻟

㻞 㻞㻞 㻟㻝

㻢

㻝

㻜㻚㻢 㻜㻚㻞 㻟㻚㻣

㻝㻜㻚㻞 㻞㻟㻚㻣

㻟㻢㻚㻟

㻢㻚㻟

㻝㻟㻚㻠

㻟㻚㻥

㻡㻚㻝

㻠 㻟㻡 㻝㻜㻥 㻥㻟 㻠㻡㻢 㻥㻜

㻞

㻝㻥 㻝㻞 㻟㻡㻜

＊この表では、上の都道府県の見出しを「帰省先」と読み替えてご覧ください。

㻜㻚㻞

㻜㻚㻞 㻜㻚㻡

㻜㻚㻠

㻝

㻝

㻠 㻠㻤

㻠

㻝 㻣㻡 㻝㻢

㻤㻣

㻜㻚㻟

㻞㻚㻢

㻞

㻞

㻟㻡

㻞

㻜㻚㻟

㻜㻚㻤

㻟

㻝

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻞

㻞

㻞

㻞

㻜㻚㻟

㻝

㻝

㻜㻚㻝

㻜㻚㻟

㻜㻚㻞

㻟

㻝

㻞

㻝㻚㻜

㻢

㻝

㻞

㻞

㻜㻚㻟

㻜㻚㻟

㻜㻚㻞

㻜㻚㻠 㻜㻚㻤

㻝

㻝

㻝

㻜㻚㻝

㻝

㻝

2008年度

㻝㻠㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻟 㻞㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻟㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻡㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻝㻚㻤 㻟㻢㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻢 㻟㻢㻚㻟 㻟㻝㻚㻥 㻞㻞㻚㻣 㻞㻢㻚㻤 㻟㻢㻚㻢 㻝㻠㻚㻡 㻞㻜㻚㻠 㻞㻢㻚㻞 㻠㻟㻚㻤 㻟㻢㻚㻠 㻟㻣㻚㻤 㻟㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻥 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻜 㻞㻠㻚㻤 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻣㻚㻣 㻞㻜㻚㻜

2009年度

㻥㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻞 㻝㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻤㻚㻣 㻟㻚㻞 㻟㻚㻢 㻣㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻝㻠㻚㻟 㻝㻣㻚㻥 㻝㻥㻚㻞 㻟㻤㻚㻣 㻟㻤㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻞㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻟 㻟㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻣 㻝㻜㻚㻥 㻤㻚㻣 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻢 㻞㻟㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻞㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻟 㻡㻚㻟 㻥㻚㻝 㻝㻢㻚㻜 㻠㻚㻡 㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻟㻚㻟

㻞㻟㻚㻥

㻞㻤㻚㻝

㻞㻤㻚㻡

㻞㻢㻚㻢

2010年度

㻞㻚㻤 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻠㻞㻚㻥 㻝㻞㻚㻡 㻟㻝㻚㻤 㻞㻥㻚㻣 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻜 㻟㻢㻚㻥 㻞㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠 㻠㻜㻚㻥 㻝㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻟㻤㻚㻜 㻝㻢㻚㻥 㻝㻤㻚㻤 㻝㻢㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻝㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻡㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻤㻚㻟 㻟㻤㻚㻡 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻤 㻢㻡㻚㻡

2011年度

㻞㻜㻚㻜

㻞㻡㻚㻡

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜

㻜㻚㻜

㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻢㻚㻣 㻟㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻝㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻢㻚㻣 㻟㻝㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻟㻥㻚㻠 㻟㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻣㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻥 㻞㻢㻚㻞 㻞㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻥 㻞㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻢 㻢㻚㻟 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻝

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻡㻚㻢 㻜㻚㻜 㻟㻚㻞 㻣㻝㻚㻠 㻝㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻥㻚㻝 㻟㻝㻚㻢 㻞㻥㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻝㻤㻚㻝 㻞㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻟㻠㻚㻝 㻞㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻤㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻥㻚㻝 㻝㻣㻚㻢 㻜㻚㻜 㻠㻚㻟 㻢㻡㻚㻤 㻝㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻤㻚㻢 㻠㻞㻚㻥 㻞㻝㻚㻞 㻟㻝㻚㻢 㻟㻡㻚㻢 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻞 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻢 㻞㻜㻚㻡 㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻥 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻝 㻞㻤㻚㻥 㻣㻚㻝 㻟㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻟 㻜㻚㻜

㻞㻜㻢㻥

㻟㻡㻠

㻥㻢㻠

㻞㻡㻞

㻟㻡㻣

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

㻜㻚㻟

㻟㻥
㻝㻜㻟

合
計

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

㻝

㻝

（単位：人）

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻞㻤㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻣㻠㻚㻠 㻝㻠㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻝 㻜㻚㻜 㻠㻢㻚㻞 㻞㻠㻚㻠 㻟㻝㻚㻤 㻟㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻟㻟㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻝㻟㻚㻞 㻝㻠㻚㻥 㻝㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻝㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻝 㻝㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻞㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻞㻜㻚㻢 㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻝

㻞㻠㻚㻜

2014年度

㻜㻚㻟

㻜㻚㻝

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻠

㻠㻝㻚㻣

㻟㻥㻚㻤

㻡㻢㻚㻠

㻞

㻝

㻝

㻠

㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻣 㻝㻜㻚㻜 㻟㻚㻤 㻠㻤㻚㻣 㻡㻚㻝 㻟㻜㻚㻤 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻡 㻟㻣㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻞㻞㻚㻡 㻞㻥㻚㻢 㻟㻥㻚㻞 㻞㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟 㻞㻟㻚㻞 㻟㻞㻚㻥 㻝㻠㻚㻞 㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻢 㻝㻣㻚㻢 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻞㻣㻚㻣 㻞㻟㻚㻣 㻝㻡㻚㻠 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻞㻟㻚㻠 㻤㻚㻟 㻤㻚㻟 㻟㻠㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻡㻚㻡

2015年度

（２） Ｕターン就職率の推移

三重県

㻜㻚㻢

岐阜県

㻟

㻡 㻝㻜 㻤㻟㻜 㻞㻟

㻞 㻝㻠㻣

㻞㻚㻢

㻝㻚㻥

㻠

㻝

㻡 㻟㻣㻜 㻝㻠

㻝㻚㻜 㻝㻚㻜

㻝㻚㻜

㻠

㻞

㻞

㻝㻠㻥
㻝 㻝㻜㻝

山梨県

㻝

㻝

㻝

長野県

（比率）

㻞

㻡

計

㻝

愛知県

㻝

㻞

静岡県

三重県

㻞

岐阜県

㻝 㻠㻝

㻞

長野県

㻝

㻝 㻞㻞

㻝

東北
関東
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
北
外
海 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
国
道 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
川
山
島

山梨県

（人数）

帰省先

就職先

（１） Ｕターン就職状況（2012～2015年度累計）

Ｕターン就職資料（中部）

就職活動について

2
講演
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29

30

父母会行事の中から

㻝

㻢

㻝

㻟

㻜㻚㻠

㻜㻚㻣

㻜㻚㻠

大阪府

兵庫県

奈良県

㻜㻚㻞 㻜㻚㻝

㻞

㻝

㻡

㻞㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜

㻞㻝㻚㻠 㻝㻠㻚㻟 㻠㻞㻚㻥

2013年度

2012年度

㻠㻡㻚㻢

㻠㻠㻚㻥

㻠㻞㻚㻠

㻠㻣㻚㻥

㻠㻢㻚㻥

㻠㻠㻚㻞

㻠㻝㻚㻥

㻡㻢㻡㻟

㻝㻞㻜
㻣

㻝

㻝

㻟

㻝 㻝㻞

㻣 㻡㻝

㻥 㻠㻣
㻡

㻞

㻜㻚㻠

㻝㻚㻠 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻣

㻢㻚㻠

㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡 㻟㻚㻜 㻜㻚㻞 㻝㻚㻤 㻥㻚㻣

㻜㻚㻠 㻠㻚㻡

㻜㻚㻠 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡 㻟㻚㻣 㻜㻚㻠 㻜㻚㻝 㻣㻚㻡

㻡㻚㻠

㻞㻢㻚㻟

㻝㻤㻚㻣

㻞㻠㻚㻠

㻡 㻠㻢

㻟

㻝

㻝㻞㻚㻡

㻟

㻝

㻝

㻝

㻜㻚㻞 㻜㻚㻝
㻝㻣㻚㻞

㻠㻚㻠 㻝㻚㻣 㻜㻚㻢

㻞㻚㻢 㻝㻚㻥

㻞㻚㻞

㻜㻚㻝

㻞㻚㻤 㻜㻚㻠 㻜㻚㻡

㻞㻚㻞 㻜㻚㻢

㻝㻚㻠 㻜㻚㻝

㻡㻠㻡 㻞㻝㻢 㻣㻢

㻣

㻞㻠㻚㻜 㻝㻟㻚㻡

㻟㻟㻚㻣

㻞㻟㻚㻢 㻝㻤㻚㻤

㻝㻤㻚㻠 㻝㻜㻚㻣 㻝㻢㻚㻟

㻝㻞㻜㻜 㻟㻞㻡㻥

㻝㻣 㻡㻜

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㻞㻚㻝 㻜㻚㻝

㻝㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻞

㻝㻠㻠 㻞㻞 㻞㻢

㻝 㻝㻜㻞 㻟㻟㻟 㻟㻜 㻝㻣㻝

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻞㻚㻢 㻜㻚㻞 㻝㻚㻞

㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻡 㻠㻚㻜 㻜㻚㻟

㻝㻣㻞㻡

㻝 㻝㻝㻥 㻡㻞㻢 㻞㻥㻢

㻥 㻞㻣㻝

㻝㻚㻡

㻜㻚㻝

㻝

㻠 㻟㻝 㻡㻤㻥 㻠㻣㻜 㻡㻡 㻝㻡

㻝 㻞㻠 㻝㻠 㻢㻝 㻟㻢㻣 㻞㻣 㻞㻝㻣

㻡

㻟

㻤 㻢㻠

㻠 㻟㻝 㻝㻡㻡 㻝㻟

㻟

㻟 㻝㻣㻡 㻝㻜㻞 㻝㻡㻡 㻝㻟

㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻢 㻟㻚㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻡㻚㻟

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻤

㻝

㻝

㻝

㻝 㻝㻝

㻞

㻡 㻟㻤

㻝㻚㻡 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻝㻚㻡 㻜㻚㻝

㻜㻚㻥 㻜㻚㻝

㻝㻣㻢 㻝㻜 㻝㻠

㻞

㻝

㻞

㻟

㻟

㻟
㻠

㻟

㻝

㻡

㻥
㻝

㻡

㻥

㻟

㻝

㻠

㻝

㻟

㻟

㻢

㻠

㻜㻚㻝 㻜㻚㻞

㻜㻚㻝

㻥 㻝㻠

㻟

㻠

㻞

㻝

㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞

㻜㻚㻠

㻜㻚㻠 㻜㻚㻠 㻜㻚㻝

㻜㻚㻠 㻜㻚㻠 㻜㻚㻞

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻞 㻜㻚㻞

㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝

㻜㻚㻢 㻜㻚㻟 㻜㻚㻝

㻟㻞 㻠㻝 㻝㻥

㻡

㻤

㻡 㻝㻥

㻤

㻢

㻝

㻝

㻡

㻠

㻝

㻜㻚㻟 㻜㻚㻝

㻜㻚㻠

㻜㻚㻟 㻜㻚㻝

㻜㻚㻟

㻜㻚㻟 㻜㻚㻝

㻜㻚㻟 㻜㻚㻞

㻜㻚㻡 㻜㻚㻝

㻝 㻠㻜 㻝㻞

㻝

㻠

㻢

㻝 㻝㻣

㻣

㻡

㻝

㻝

㻝

㻝

㻜㻚㻝

㻝

㻝

㻝

㻝

㻥㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻞 㻝㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻤㻚㻣 㻟㻚㻞 㻟㻚㻢 㻣㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻝㻠㻚㻟 㻝㻣㻚㻥 㻝㻥㻚㻞 㻟㻤㻚㻣 㻟㻤㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻞㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻟 㻟㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻣 㻝㻜㻚㻥 㻤㻚㻣 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻢 㻞㻟㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻞㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻟 㻡㻚㻟 㻥㻚㻝 㻝㻢㻚㻜 㻠㻚㻡 㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻟㻚㻟

2008年度

㻞㻟㻚㻥

㻞㻤㻚㻝

㻞㻤㻚㻡

㻞㻢㻚㻢

㻞㻡㻚㻡

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻝

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜
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2

㻝㻠㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻟 㻞㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻟㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻡㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻝㻚㻤 㻟㻢㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻢 㻟㻢㻚㻟 㻟㻝㻚㻥 㻞㻞㻚㻣 㻞㻢㻚㻤 㻟㻢㻚㻢 㻝㻠㻚㻡 㻞㻜㻚㻠 㻞㻢㻚㻞 㻠㻟㻚㻤 㻟㻢㻚㻠 㻟㻣㻚㻤 㻟㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻥 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻜 㻞㻠㻚㻤 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻣㻚㻣 㻞㻜㻚㻜

2009年度

㻞㻚㻤 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻠㻞㻚㻥 㻝㻞㻚㻡 㻟㻝㻚㻤 㻞㻥㻚㻣 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻜 㻟㻢㻚㻥 㻞㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠 㻠㻜㻚㻥 㻝㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻟㻤㻚㻜 㻝㻢㻚㻥 㻝㻤㻚㻤 㻝㻢㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻝㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻡㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻤㻚㻟 㻟㻤㻚㻡 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻤 㻢㻡㻚㻡

2010年度

㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻢㻚㻣 㻟㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻝㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻢㻚㻣 㻟㻝㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻟㻥㻚㻠 㻟㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻣㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻥 㻞㻢㻚㻞 㻞㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻥 㻞㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻢 㻢㻚㻟 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻡㻚㻢 㻜㻚㻜 㻟㻚㻞 㻣㻝㻚㻠 㻝㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻥㻚㻝 㻟㻝㻚㻢 㻞㻥㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻝㻤㻚㻝 㻞㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻟㻠㻚㻝 㻞㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻤㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟

㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜

㻞㻜㻚㻜

2011年度

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻢㻣

㻝㻟㻢㻢

㻞㻝㻥㻞

㻡㻝㻝㻞

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

㻜㻚㻝

㻜㻚㻞

㻜㻚㻝

㻜㻚㻟

㻜㻚㻝

（単位：％）

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻥㻚㻝 㻝㻣㻚㻢 㻜㻚㻜 㻠㻚㻟 㻢㻡㻚㻤 㻝㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻤㻚㻢 㻠㻞㻚㻥 㻞㻝㻚㻞 㻟㻝㻚㻢 㻟㻡㻚㻢 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻞 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻢 㻞㻜㻚㻡 㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻥 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻝 㻞㻤㻚㻥 㻣㻚㻝 㻟㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻟 㻜㻚㻜

㻜㻚㻜

㻟

㻝

㻟

㻞㻡㻜㻝

㻥㻡㻝

合
計

㻝 㻝㻢 㻝㻞㻟㻤㻥

㻝

㻤

㻝

（単位：人）

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻞㻤㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻣㻠㻚㻠 㻝㻠㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻝 㻜㻚㻜 㻠㻢㻚㻞 㻞㻠㻚㻠 㻟㻝㻚㻤 㻟㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻟㻟㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻝㻟㻚㻞 㻝㻠㻚㻥 㻝㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻝㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻝 㻝㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻞㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻞㻜㻚㻢 㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻝

㻞㻠㻚㻜

2014年度

㻜㻚㻞 㻜㻚㻢

㻜㻚㻠

㻜㻚㻞 㻜㻚㻤

㻜㻚㻟 㻝㻚㻜

㻜㻚㻞 㻜㻚㻡

㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻡

㻜㻚㻞 㻜㻚㻢

㻠 㻞㻤 㻣㻥

㻝

㻝

㻝

㻟

㻞

㻟

＊この表では、上の都道府県の見出しを「帰省先」と読み替えてご覧ください。

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻠

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻜㻚㻝 㻜㻚㻝

㻝㻜㻡㻝

㻟 㻝㻝 㻡㻣㻥 㻝㻢

㻢 㻞㻝
㻟㻞

㻠 㻝㻜

㻞㻠㻜㻜

㻣㻥

㻡 㻝㻟

㻟

㻟㻤

㻝㻝㻜㻡

㻝

㻝

㻥

㻢 㻟㻥㻤

㻞 㻝㻝 㻞㻤

㻞

㻞

㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻣 㻝㻜㻚㻜 㻟㻚㻤 㻠㻤㻚㻣 㻡㻚㻝 㻟㻜㻚㻤 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻡 㻟㻣㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻞㻞㻚㻡 㻞㻥㻚㻢 㻟㻥㻚㻞 㻞㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟 㻞㻟㻚㻞 㻟㻞㻚㻥 㻝㻠㻚㻞 㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻢 㻝㻣㻚㻢 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻞㻣㻚㻣 㻞㻟㻚㻣 㻝㻡㻚㻠 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻞㻟㻚㻠 㻤㻚㻟 㻤㻚㻟 㻟㻠㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻡㻚㻡

2015年度

（２） Ｕターン就職率の推移

地区合計割合

㻜㻚㻡

㻜㻚㻢

京都府

和歌山県

㻜㻚㻣

滋賀県

（比率）

㻤

㻝

㻝

㻠

㻝

㻝

㻥

㻢㻣

㻝

㻝

㻝

㻝

計

㻢

奈良県

㻝

㻞

㻝

㻝

㻝㻢

兵庫県

㻝

㻞

和歌山県

㻝㻡

㻞㻟

京都府

大阪府

㻣

滋賀県

（人数）

帰省先

東北
関東
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
北
外
海 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
国
道 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
川
山
島

Lecture

就職先

（１） Ｕターン就職状況（2012～2015年度累計）

Ｕターン就職資料（近畿）

講演
就職活動について

㻝

㻝

㻝

㻢㻤

㻜㻚㻟

地区合計割合

㻜㻚㻠 㻜㻚㻡
㻟㻣㻚㻜

㻝㻚㻠

㻝㻚㻝

㻞㻚㻟

㻝㻚㻥

㻜㻚㻡

㻜㻚㻞 㻜㻚㻞

㻜㻚㻥

㻝

㻝

㻝

㻞

㻝

㻤

㻝

㻝

㻝

㻝

㻜㻚㻡 㻟㻚㻤

㻜㻚㻠 㻝㻚㻢 㻜㻚㻠

㻞㻚㻣

㻞 㻞㻝

㻝

㻥

㻠

㻠 㻞㻞

㻥

㻞

㻢

㻥

㻣 㻞㻤
㻥

㻠㻚㻤

㻤㻚㻟

㻝㻠㻚㻣

㻝㻠㻚㻜

㻝㻜㻚㻠

㻝

㻝㻚㻟

㻝

㻝

㻝

㻠 㻞㻥

㻝

㻞㻣㻚㻜

㻝㻟㻚㻤 㻝㻡㻚㻜

㻤㻚㻝

㻡

㻡

㻞㻟㻚㻥

㻝㻚㻞

㻞㻚㻢

㻝

㻝
㻞

㻠

㻝㻚㻜

㻟㻚㻟

㻝㻤㻚㻢

㻜㻚㻟

㻞㻡㻚㻡

㻜㻚㻟

㻢

㻟

㻠

㻟㻚㻤

㻜㻚㻡

㻜㻚㻠 㻜㻚㻤

㻤

㻞

㻞

㻞㻥㻚㻡

㻝㻚㻞

㻝㻡㻢

㻡㻢㻤

㻝㻜㻜

㻝㻥㻜

㻝㻣㻞

㻝㻜㻢

㻥㻞㻞

㻞㻝㻚㻠 㻝㻠㻚㻟 㻠㻞㻚㻥

2013年度

2012年度

㻝㻠㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻥㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻞 㻝㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻤㻚㻣 㻟㻚㻞 㻟㻚㻢 㻣㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻝㻠㻚㻟 㻝㻣㻚㻥 㻝㻥㻚㻞 㻟㻤㻚㻣 㻟㻤㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻞㻣㻚㻟 㻞㻞㻚㻟 㻟㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻣 㻝㻜㻚㻥 㻤㻚㻣 㻝㻣㻚㻢 㻞㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻢 㻞㻟㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻞㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻟 㻡㻚㻟 㻥㻚㻝 㻝㻢㻚㻜 㻠㻚㻡 㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻟㻚㻟

㻣㻚㻣 㻞㻜㻚㻜

㻞㻟㻚㻥

㻞㻤㻚㻝

㻞㻤㻚㻡

㻞㻢㻚㻢

㻞㻡㻚㻡

2

2008年度

㻟㻜㻚㻜 㻡㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻟 㻞㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻡 㻟㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻟㻡㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻡㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻟㻝㻚㻤 㻟㻢㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻢 㻟㻢㻚㻟 㻟㻝㻚㻥 㻞㻞㻚㻣 㻞㻢㻚㻤 㻟㻢㻚㻢 㻝㻠㻚㻡 㻞㻜㻚㻠 㻞㻢㻚㻞 㻠㻟㻚㻤 㻟㻢㻚㻠 㻟㻣㻚㻤 㻟㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻥 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻜 㻞㻠㻚㻤 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻡 㻝㻝㻚㻝

2009年度

㻤㻚㻟 㻟㻤㻚㻡 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻤 㻢㻡㻚㻡 㻞㻚㻤 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻠㻞㻚㻥 㻝㻞㻚㻡 㻟㻝㻚㻤 㻞㻥㻚㻣 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻜 㻟㻢㻚㻥 㻞㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠 㻠㻜㻚㻥 㻝㻡㻚㻥 㻝㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻟㻤㻚㻜 㻝㻢㻚㻥 㻝㻤㻚㻤 㻝㻢㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻞㻤㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻝㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻝 㻡㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜

2010年度

㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻡㻚㻢 㻜㻚㻜 㻟㻚㻞 㻣㻝㻚㻠 㻝㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻥㻚㻝 㻟㻝㻚㻢 㻞㻥㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻝㻤㻚㻝 㻞㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻟㻠㻚㻝 㻞㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻤㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟

㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻢㻚㻣 㻟㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻝㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻢㻚㻣 㻟㻝㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻟㻥㻚㻠 㻟㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻣㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻥 㻞㻢㻚㻞 㻞㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻥 㻞㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻢 㻢㻚㻟 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻜㻚㻜

㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

2011年度

㻜㻚㻜

㻞㻠㻚㻣

㻞㻠㻚㻣

㻞㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜

2014年度

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻥㻚㻝 㻝㻣㻚㻢 㻜㻚㻜 㻠㻚㻟 㻢㻡㻚㻤 㻝㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻤㻚㻢 㻠㻞㻚㻥 㻞㻝㻚㻞 㻟㻝㻚㻢 㻟㻡㻚㻢 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻞 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻢 㻞㻜㻚㻡 㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻥 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻝 㻞㻤㻚㻥 㻣㻚㻝 㻟㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻟 㻜㻚㻜

㻞㻠㻚㻝

（単位：％）

㻝㻜㻜㻚㻜
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㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻢㻚㻣 㻟㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻝㻟㻚㻟 㻟㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻞㻢㻚㻣 㻟㻝㻚㻣 㻟㻟㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻠㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻟㻥㻚㻠 㻟㻜㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻣㻚㻜 㻟㻣㻚㻝 㻝㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻣 㻞㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻥 㻞㻢㻚㻞 㻞㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻥 㻞㻟㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞㻝㻚㻢 㻢㻚㻟 㻝㻤㻚㻞 㻝㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻝㻢㻚㻣 㻠㻜㻚㻜

㻞㻞㻚㻞 㻡㻜㻚㻜

㻜㻚㻜 㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻡㻚㻢 㻜㻚㻜 㻟㻚㻞 㻣㻝㻚㻠 㻝㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻥㻚㻝 㻟㻝㻚㻢 㻞㻥㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻟㻡㻚㻝 㻝㻤㻚㻠 㻝㻤㻚㻝 㻞㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻞㻣㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻞㻣㻚㻡 㻟㻠㻚㻝 㻞㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻤㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻟

2011年度

㻞㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻟㻚㻥

㻞㻤㻚㻝

㻞㻤㻚㻡

㻞㻢㻚㻢

㻞㻡㻚㻡

㻞㻠㻚㻣
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㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

（単位：％）

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻥㻚㻝 㻝㻣㻚㻢 㻜㻚㻜 㻠㻚㻟 㻢㻡㻚㻤 㻝㻡㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻞㻡㻚㻜 㻝㻤㻚㻥 㻞㻤㻚㻢 㻠㻞㻚㻥 㻞㻝㻚㻞 㻟㻝㻚㻢 㻟㻡㻚㻢 㻞㻤㻚㻥 㻝㻣㻚㻡 㻞㻟㻚㻝 㻟㻠㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻞 㻠㻠㻚㻠 㻞㻞㻚㻢 㻞㻜㻚㻡 㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻥 㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻝 㻞㻤㻚㻥 㻣㻚㻝 㻟㻜㻚㻜 㻞㻠㻚㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻟 㻜㻚㻜

㻝㻜㻜㻚㻜

㻞㻚㻜

㻜㻚㻞

㻝㻜㻜㻠

㻟㻤

㻣㻤

㻠㻥

㻝㻝㻞

㻝㻞㻥

㻠㻜

㻡㻡

㻡㻜㻟

合
計
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㻜㻚㻜

㻞
（単位：％）

㻣

㻣

㻝

㻝

（単位：人）

㻜㻚㻥 㻜㻚㻤 㻟㻚㻜 㻞㻚㻥 㻝㻚㻞 㻞㻚㻜 㻜㻚㻣 㻜㻚㻞

㻝㻡㻚㻜

㻞㻠㻚㻡

㻤 㻟㻜 㻞㻥 㻝㻞 㻞㻜

㻢

㻞

㻜㻚㻢 㻜㻚㻠 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞

㻥

㻝

㻡

㻟

㻣㻚㻡 㻞㻚㻡

㻝㻢㻚㻠

㻞㻟㻚㻣

㻝 㻝㻡㻜

㻜㻚㻟 㻜㻚㻝

㻞㻚㻣

㻟

㻟

㻥

㻟

㻥

㻝 㻝㻝㻥

㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻣 㻞㻤㻚㻢 㻟㻟㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻞㻤㻚㻢 㻞㻜㻚㻢 㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻜 㻣㻠㻚㻠 㻝㻠㻚㻣 㻞㻟㻚㻝 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻞 㻟㻡㻚㻝 㻜㻚㻜 㻠㻢㻚㻞 㻞㻠㻚㻠 㻟㻝㻚㻤 㻟㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻟㻟㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻝㻟㻚㻞 㻝㻠㻚㻥 㻝㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻡 㻝㻣㻚㻥 㻟㻜㻚㻝 㻝㻣㻚㻡 㻝㻝㻚㻡 㻞㻞㻚㻜 㻟㻠㻚㻜 㻞㻥㻚㻜 㻞㻜㻚㻢 㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻜 㻝㻡㻚㻜 㻞㻟㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻞㻝㻚㻝 㻝㻝㻚㻝

㻞㻠㻚㻜

2014年度

㻝

㻝

㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻤 㻟㻚㻠

㻠

㻝

㻝

㻝

㻝

㻜㻚㻤

㻜㻚㻝

㻜㻚㻞

㻝

㻝

㻞㻚㻡

㻜㻚㻢

㻡

㻝

㻝

㻟

㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻜 㻝㻞㻚㻡 㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻣 㻝㻜㻚㻜 㻟㻚㻤 㻠㻤㻚㻣 㻡㻚㻝 㻟㻜㻚㻤 㻠㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻡 㻟㻣㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻢㻚㻣 㻞㻞㻚㻡 㻞㻥㻚㻢 㻟㻥㻚㻞 㻞㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟 㻞㻟㻚㻞 㻟㻞㻚㻥 㻝㻠㻚㻞 㻥㻚㻣 㻝㻤㻚㻢 㻝㻣㻚㻢 㻠㻜㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻞㻣㻚㻣 㻞㻟㻚㻣 㻝㻡㻚㻠 㻞㻟㻚㻥 㻞㻢㻚㻠 㻞㻤㻚㻢 㻞㻟㻚㻠 㻤㻚㻟 㻤㻚㻟 㻟㻠㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻟

㻟㻡㻚㻡

2015年度

（２） Ｕターン就職率の推移
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（１） Ｕターン就職状況（2012～2015年度累計）

Ｕターン就職資料（九州沖縄）
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2016. 10. 10 父母会／山形会場

講演
Lecture

学業履修について
大野 隆（経済学部教授）

父母会報の「学業履修について」に経済学部の

らセレクションをやることは１年次生の時からわ

カリキュラムの特徴、見方が書いてあります。こ

かっているはずです。そのため、GPA が低い学生

れを中心にお話しさせていただきます。

には「目標がわかっているのになぜ頑張れなかっ

大学は４年間でトータルで124単位とらなけれ

たのか？」ということを面接で聞いてしまいます。

ばなりません。その中でいろいろな分類があり、

GPA が２以下の学生は目標設定と自分の努力と

経済学部の単位を66単位、外国語科目を16単位、

の間にギャップがあって若干甘い印象を持ちます。

啓発科目16単位あわせて全部で124単位になります。

GPA が２以下ですとご家庭でも「なぜ半分以下

124単位とれても外国語科目や啓発科目、専門科

なの？」と聞いていただければと思います。１年

目が入ってないと卒業できないことになります。

次生、２年次生の場合、目の前にあるのは就職よ

経済学部の専門科目では、導入科目を18単位、基

りはゼミ選考です。これを短期的な目標に設定に

礎科目を24単位とって他の科目とあわせてミニマ

していただき、そのうえで経済学部は様々な科目

ムで66単位とることが卒業要件として必要となり

がありますので、学びを深めていただければと思

ます。

います。

GPA 制度による評価

就職活動

大学での成績が良いか悪いかを判断する基準と

次に就職活動についてお話をさせていただきま

して GPA があります。各学年によって変化はあ

す。同志社大学の学生さんにはたくさんのチャン

りますが、平均は2.0～2.2です。オールＡだった

スがあります。そういった点で、恵まれたポジショ

ら４、オールＢだったら３、オールＣだったら２。

ンです。ただ、チャンスがあってもチャンスを活

平均はＢとＣの間です。個人的に、GPA は２は

かすか否かは本人次第です。そのためには大学で

超えてほしいです。のちほどお話しさせていただ

の学びを大切にしてほしいです。大学というもの

く就職活動だけではなく、ゼミ選考の際にも重要

は、答えのないものに対していかに自分なりの見

な要素となります。

解を示し、相手に積極的に伝えるかを問われる場

同志社大学経済学部では２年次生半ばにゼミ選

であります。高校時代は答えのあるものをどのよ

考があります。GPA が高い学生ほど人気ゼミに

うにアウトプットするかがポイントでしたが、世

入りやすい傾向にあるようです。また、GPA が

の中で求められているものは答えのない問いに如

２を下回る学生は、平均より下になります。ある

何に立ち向かえるかが評価の対象になります。そ

程度しっかりしている子は GPA も高いわけです。

のため、答えがないものに如何にアプローチする

GPA が低い学生に「どういう学業をやっていた

かという経験が必要です。大学で学んだ知識は直

か？」と聞くと「サークルとかバイトをやりすぎ

接的に社会では役に立たないことが多いです。し

ました」とする返答が結構返ってきます。２年次

かし役に立たないからこそ、考える力、学んだも

生半ばにゼミ選考があり、教員が GPA を見なが

のを全部忘れた後に残ったものが役に立ちます。

DOSHISHA UNIVERSITY
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学業履修について

それは「考える力」であり、
「分析力」です。同
志社大学経済学部には「ディベート大会」「ビジ
ネスアイデアコンテスト」などがありまして、各
ゼミで先生が丁寧に指導しています。そのような
場を積極的に活用し、学ぶ力、考える力を高めて
いただきたいと思います。

３つの分析
就職活動には３つの分析が必要になります。
「自
己分析」
「業界分析」「会社分析」。私は就職活動

とです。しかしゼミの先生からの紹介の場合、ちゃ

を経験していませんが、過去に教えた学生たちを

んと対応することが多々あります。過去にゼミの

見ていると、その３つをうまく関連付けた学生は

先生にお世話になった人は、そのゼミの先生から

納得のいく就職活動を送っています。企業分析と

「教え子の面倒をみてほしい」といわれると断り

業界分析はいろいろなやり方がありますが、一番

にくいものです。「ちょっとくらい対応しましょ

問題なのは自己分析です。自己分析、すなわち自

うか」という気になる。こういうネットワークを

分がどういう人間かを案外、本人は知らないもの

使えるように、うまくアプローチをとっていただ

です。でも「自分はこうだ」と思いこんでいる。

きたいです。そのためには、日々ゼミの先生にか

あまり深く考えないまま突っ走るのが10代後半、

わいがられるポジションにいることが重要です。

20代前半ですし、その良い面もあると思います。

そういう学生には教員も人間ですので「対応した

しかし、分析力を高めて、自分はどういう人間で、

い」と思うのが人です。そのため、ただ、口をあ

何をやりたいのかを問うことも重要です。なぜ分

けて待っているだけではなく「こいつにやってや

析力が重要かというと、自分のことを一番知って

りたい」と思わせるように、日々、ゼミで目立つ

いるのは自分です。したがって本人の分析力が高

ような貢献をして「こういう業界を受けたいので

くない限り、深い自己分析はできないわけです。

すが、先生、誰か知り合いいませんか？」と聞い

他人に任せる、友だちに任せる、業者に金を払っ

ていただくと、結構、いい返事が返ってくるかも

てやってもらうといった方法もあります。しかし

しれません。こんなことをいうと他の教員から「お

他人が人を評価した分析力は底が浅くなります。

前がそんなことをいうから余計な仕事が増えた」

大学で学んだ分析力を活かすことによって自己を

といわれるかもしれません。

きちんと知った上で、どういう業種で働きたいの

就活マターの話になりましたが、基本的には大

か、何をしたいのか、何がいやなのかを考えてい

学での学びが就職活動、これからの社会に役に立

ただきたいなと思います。

つと信じてますので、ぜひ学びを深めてほしいで

OB ネットワークの活用

あってほしい。大学院にいくのも一つの手です。

それからぜひ同志社大学の OB のネットワーク

就職するなら同志社大学の人脈や一般のルート以

を使っていただきたい。一番重要なのはゼミの先

外のゼミの先生のルートを使っていただければと

生を通じたネットワークです。各大学には OB リ

思いまして、簡単に「学業履修について」という

ストがあるため、就職活動の際に連絡を取ること

ことでお話をさせていただきました。どうもあり

ができます。しかし、忙しいため、断られたり、

がとうございました。

電話のみの対応になってしまうこともあるとのこ

34

す。GPA を含めて興味あることに必死に向かい

父母会行事の中から
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2016. 11. 27 父母会／群馬会場

講演
Lecture

大学のグローバル化への取り組み
北川 雅章（経済学部教授）

ご紹介に預かりました北川と申します。今年か

いえば「良心を手腕に運用する人物」、共感を実

ら副学長で国際連携推進機構長をしておりますが、

践に転じていく行動力が必要だと考えています。

今日は経済学部教員で父母会参与として参加させ

すなわち共感力と行動力を合わせ持ち、感じ、考

ていただいております。いつもは学業履修につい

え、実践する、そういう「考動する人物」、考え

てということで、経済学部での学びや卒業するに

て動く人物が今日のグローバル社会において求め

はどういう単位をとらないといけないかという話

られていると考えています。

をしますが、今日は国際連携推進機構関係の「大

●グローバル30

学のグローバル化への取り組み」という少し違っ
たお話をさせていただこうと思っております。

同志社大学はさまざまな領域で国際化の推進を
進め、2009年度、文部科学省の補助事業Ｇ30に採

国際連携推進機構関係で話す時は、最初に新島

択されました。旧帝大系、有名私学12校と共に選

襄や建学の精神の話をするんですが、今日は必要

ばれて、2013年度で補助事業としては終わりまし

ないと思います。
「同志社大学海外留学ロードマッ

た。英語の授業だけで学位がとれるプログラムを

プ」がありますが、海外留学を検討される方はこ

開設する、留学生の受け入れを大幅に増やす、海

の冊子のフローチャートをご覧ください。

外事務所を設置する、そういう取り組みを通じて

同志社大学には３つの教育理念と５つの教育目

中間評価、最終評価でもＳ評価を得ています。留

標があります。
「良心教育」を核に教育理念とし

学生の人数だけが増えればといいということでは

て「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」が

なく、多様な地域から多様な人材を集め、本学学

あり、５つの教育目標も掲げています。大学のグ

生が海外の学生とともに学ぶことによって異文化

ローバル化への取り組みに関連するものとして教

理解の促進や本学の教育研究が発展することを目

育目標の４番目に「国際社会に対応できる語学力

指しております。また、どこの国の大学であって

と行動力」があります。また、５番目に「寛容な

も英語による授業が必要になってきていまして、

精神の育成」があります。３つの教育理念につい

国際的共通言語である英語での授業を提供するこ

てはよくご存じだと思いますが、５つの教育目標

とが国際化の度合いを示す一つの指標となってい

はあまり浸透していないのが実情です。

ますので、Ｇ30の取り組みの一環として学部と大

●良心教育とグローバル社会

学院で英語の授業のみで学位が取得できるコース

同志社大学の良心教育が現代の時代にどのよう

をつくりました。学部レベルは国際教育インスティ

にかかわっているかを少し考えてみたいと思いま

テュート（ILA）を2011年４月に開設しました。文

す。グローバル化社会は誰もが地球に住まう他者

学部、社会学部、法学部、経済学部、商学部、政

に無関係ではいられない時代、国境が限りなく希

策学部の６つの文系学部を横断する形で新しい教

薄になっていく時代です。そういう中では他者の

育組織 ILA をつくりました。

おかれた状態に無関係ではいられない。国境や文

ILA は３つのコンセントレーションに分かれて

化、社会、習慣の違いを超えて他者と共感する共

いまして、日本の社会、経済、文化、ビジネス、

感力が必要となってくる時代と考えられます。し

政策、国際協力など幅広い分野に渡ってリベラル

かし共感することが主観的なものに止まるのでは

アーツ教育を実践しています。学生自身の選択の

社会に働きかける力とはならない。新島の言葉で

自由度が高いカリキュラムが特徴となっています。
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他大学では単独学部の中に英語による履修のみで

大学のグローバル化への取り組み

●グローバル人材育成推進事業（GGJ）

学位を取得するコースを設置することが多いので

Ｇ30に続き、2012年度にこの事業に採択されま

すが、本学の ILA は学部横断型というユニークな

した。日本人学生の留学促進を目的とする事業で、

特徴をもっています。この点がＧ30で評価が高かっ

両方に採択されたのが東北大学、早稲田と本学の

た要因の一つだと考えています。学生は６つの学

３つということで注目されました。
「留学型」と「国

部のどこかに所属し、履修科目は ILA が提供する

内型」に分かれていて留学型が1,800名、国内型

形になります。２つのコースがあり、留学生は国

が1,200名、今年度が最終年度で目標を掲げてい

際教養コースを選択します。国際教養コースは

ますが、実はちょっと難しい状況です。どうも日

ILA の提供科目だけで卒業するコースです。国際

本人学生の内向き指向は強いようで、外に出てい

専修コースは経済学部生でも副専攻を宣言して20

きたがらない。奨学金としてお金の援助をして行

単位を ILA が提供する科目からとれば国際専修コー

きやすいようにしていますが、なかなか行ってく

ス修了証が卒業証書とともにもらえます。語学の

れないというのが現状です。他大学でも同じ状況

ハードルは高いですが、経済学部生でもこういう

のようで、その後、同志社は SGU というプログラ

科目も履修できるということです。

ムにアプライして落ちたのですが、SGU 採択大学

●同志社大学に留学拠点をおく海外の大学機関

も苦戦していると聞いています。

本学に永続的な拠点を設置し、日本語・日本文

●留学型

化の教育プログラムを提供する４つの組織があり

「同志社大学海外留学ロードマップ」を見てい

ます。AKP 同志社留学センターは新島が卒業し

ただきますと、短期はサマープログラム、スプリ

たアーモスト大学をはじめアメリカを代表する13

ングプログラム、中期は１学期、３ヶ月から６ヶ

の名門リベラルアーツカレッジの集合体が本学に

月くらいのセメスタープログラム、中長期は外国

設置している機関です。1972年に開設され、40年

協定大学派遣留学生プログラムで６ヶ月から１年

以上の歴史を誇っています。すでに1,300名以上

と、大きく分けて３つに分かれています。短期と

の学生が同志社を拠点に日本文化や社会に関する

中期は主に語学研修を目的としたプログラム、長

見識を深めてアメリカでの日本理解に大きな貢献

期は一定以上の語学力のある学生が専門分野の学

をしています。他にドイツのテュービンゲン大学、

習や研究を進めるためのプログラムということで、

アメリカのスタンフォード大学、そしてハーバー

期間に応じてより高い語学能力が必要となります。

ド大学、イエール大学など総合大学の連合体とし

中長期の外国協定大学への派遣留学生は高い水準

て京都アメリカ大学コンソーシアム（KCJS）が同

の語学力が要求されるということです。

志社の中で活動を展開しています。これらのセン

●留学生数の推移

ターが提供する科目を同志社の学生も履修するこ

順調に伸びてきていますが、最終年度の目標

とができます。本格的なディスカッション形式の

1,800名には届かない状況です。数だけ伸ばせば

授業ですので語学力のハードルは高いですが。

いいということではなく、質の担保にも留意し、

海外事務所は７ヶ所ありまして、さらに同志社

ヨーロッパでテロが起ったり、アメリカで殺傷事

大学 EU キャンパスを2017年度からテュービンゲ

件があったりしていますので、危機管理に十分留

ン大学におくことが決まっております。現在、教

意して取り組んでいます。この夏、トルコへの派

育・研究プログラムの開発を進めている段階です。

遣は急遽、中止することを決めました。

●留学生の受け入れ

●増加する協定大学数

Ｇ30を機に留学生の受け入れに取り組み、入学

中長期プログラムは世界中に広がる協定校との

試験制度を見直し、奨学金や宿舎の拡充、留学生

学生交換を通じて実施しています。協定校の数は

に特化したキャリア支援プログラムの提供など、

年々増えて現時点では大学間43ヶ国179校。学部

質の高い留学生を数多く受け入れる取り組みを続

間協定141校という状況です。

けています。現在は2,300名前後になっています。

●国内型
「国内型」は同志社大学内で提供されるプログ
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●同志社大学ビジョン2025

ということで４つの学内の海外大学拠点 AKP、

「同志社大学ビジョン2025」が昨年、公表され

KCJS、スタンフォード、テュービンゲンとの共

ました。今年、内容を充実させる形で改訂版を出

修や ILA の科目を履修することもできます。独自

しました。その一部の「国際主義の更なる深化」

に英語による授業も開始して留学生と一緒に学ぶ

について紹介します。２つに分かれていまして、

機会を増やしていっています。

１つ目は「真のグローバルマインドをもつ人物の

ラーニング・コモンズというグループ学習等を

養成」です。海外渡航による学びの経験を持つ学

しやすい空間を設置しました。国内最大級の空間

生の比率を30％まで高める。現在は14％くらいで

です。多様な形態の学修支援とアクティブ・ラー

す。外国人留学生の数を13％に増やす。現在は８％

ニング奨励の場を提供し、毎日延べ3,500名くら

くらいです。スタディアブロードの拠点として新

いが利用しています。この中に学生の留学を支援

たな拠点を誘致して共修環境の拡充を図り、交流

するコーナーがあり、多様な文化と接触する中で

企画を展開して SAP 科目を受講する本学学生数

留学生との共修を通じて学生の能力を伸ばすこと

の倍増を目指します。２つ目は「海外拠点の戦略

ことに利用されています。Go! Global という留学

的強化」です。2017年度からテュービンゲン大学

相談コーナーには留学コーディネーターが常駐し

に EU キャンパスを設置し、その機能整備を進めて、

て学生の留学相談にあたっています。

同キャンパスで展開する教育・研究プログラムを

●SIED（Student Staff for Intercultural Events）

開発し、またヨーロッパでの広報活動の効果的展

SIED という組織がありまして、正課外の学生交

開を図るということを考えています。

流の場として国際センターのもとに設置している

最近の写真です。11月21日、クリスマスイルミ

学生組織です。SIED は学生自らが企画し、留学生

ネーションの点灯式がありました。聖歌隊が聖歌

と多彩な交流をしています。この取り組みは、今

を歌って点灯式を行いました。通路でのキャンド

年度の GGJ フォローアップ結果が公表されたの

ルナイトも学生が企画しました。こちらは昨年度

ですが、グットプラクティス、良い取り組みの一

のものになりますが、女子大学のクリスマスツリー

例として紹介されました。SIED のチラシです。カ

です。

ルタ大会、嵐山散策、日本人と留学生がともに座
禅を組む体験も企画しています。チラシ作成もか

「諸君よ、人一人は大切なり」という新島襄の

なりうまくなってきています。昨年は150回くら

言葉です。グローバル社会の中で良心に基づき、

いイベントを企画したということです。
「社会人

自分らしく、価値と存在感を発揮する人物を養成

基礎力」がいわれていますが、学生自らが企画し

する。この言葉は同志社英学校の卒業式で卒業生

てやっていて、企画力、交渉力、コミュニケーショ

に与えたものですが、人ひとりを大切に、良心を

ン力等、社会人基礎力を育成する場としても注目

手腕とする人物を養成していきたいと思っており

されています。みなさんからも是非、参加するよ

ます。どうもご静聴ありがとうございました。

うに紹介してもらえたらと思います。
国際センターではフェイスブックも活用してい
ます。
「いいね」が3,000人以上いるということで、
かなり好評だと思います。海外や他大学の方にも
見ていただいているようです。記事は専従スタッ
フが日本語と英語の２言語で掲載しています。
●グローバル人材への道
同志社は学生一人ひとりの成長に応じたグロー
バル人材の育成というのが特徴といえると思いま
す。良心教育と国際主義の理念に立脚したグロー
バルな人物養成に取り組んでいます。
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2016. 9. 3 父母会／浜松会場

ふじのくにづくり 静岡県へのＵターン就職ガイダンス
花井 利恭（静岡県経済産業部就業支援局雇用推進課）

今日は、
「静岡県へのＵターン就職ガイダンス」

地方父母会
での就職講演

ということでお話をさせていただきます。本日ご

で地元に帰ってきまして、鈴木自動車工業株式会

参加の皆様のお子様の学年は何年生でいらっしゃ

社（現スズキ株式会社）に勤めました。Ｕターン

いますか、３年生ですか。経済学部、文系だと一

を勧める仕事をしていて大変お恥ずかしい話です

般的には民間企業、公務員にいかれるケースが多

が、誠に残念ながら、私の長男も長女も東京に本

いかと思います。私は浜松で生まれ育ち、東京の

社を置く会社に就職しました。親は戻ってきてほ

大学を出てスズキ自動車に12年くらい勤めた後、

しくても、私の子供たちは親の思い通りにはなら

妻の関係の中小企業に５年お世話になり、その後、

なかったので、今日の話を参考に親子でよく話を

県庁の民間企業経験者試験があったものですから、

していただいて、少しでも地元に帰ろうかなとい

そこを受けて県庁に入って15年。雇用関係の仕事

う気持ちがあるようでしたら、地元の会社を研究

をやって５年目くらいで、学生の皆さんの就職支

していただければと思います。

援をやっております。
本日配布されていますＵターン就職資料（中部）

今の学生さんの就職活動は大変で、エントリー
シートを書くとか面接とか大変なので、ご両親の

には、Ｕターン就職率の推移が載っており、静岡

サポートも大切ではないかと思います。私の子ど

県には75名の方がＵターンされています。静岡県

もの就活時は、就職が厳しい時代で、エントリー

のＵターン就職率の推移は29.6％、31.8％、44.6

シートの添削をしたり、面接の練習では互いに笑っ

％で、平均で約３～４割です。全国的に調査しま

てしまってできませんでした。息子は面接も落ち

すと４割くらい。同志社大学でも同じくらいの率

続けて、夜７時に電話がかかってきて「今、お酒

かと思います。私が学生の時は６～７割のＵター

飲んでるんだ」。マズイと思って瞬間的に最終の

ン率だったと思いますが、今は下がってきていま

新幹線に飛び乗って息子の下宿まで行って、何も

す。親としては地元に戻ってきてほしいという気

話はしないんですが、泊まってあげたり、親バカ

持ちが強い。学生にとっては浜松、静岡は、京都

なことをしていました。就職内定率が上がったか

や大阪、東京に比べると、若者向けの文化的水準

らといって、学生個人にとっては今の就活も大変

が低いようです。大企業に入って社会的に活躍し

なので、地元で就活することになれば、近くにい

てみようという気持ちが強い学生にとっては、地

てあげられると思いますが、京都で就活されてい

元に就職しようという気持ちがなかなか起こらな

る場合、気をかけてやってあげたらと思います。

いということもわかるので、子供さんに静岡県に

浜松と京都を往復するとお金がかかります。夜行

戻ってきてくれと強制することは決してできない

バスは安いですが、疲れますので、できれば新幹

と思います。私の父親も、その母親がいうには、

線で通わせてあげたい。Ｕターン就職をご検討さ

同志社大学を出て本当は京都に就職したいという

れている場合、お金の援助も大事かなと思います。

気持ちもあったとのことでしたが、父親が、「地
元に帰ってきて会社を継げ」とのこと。私の場合
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静岡県へのＵターン就職

講演
Lecture

本日の演題「ふじのくにづくり

んと内定をもらえない学生さんがいる。それでも
静岡県へのＵ

ターン就職ガイダンス」のご説明に移ります。

積極的に活動した方が内定をもらえる可能性は高
い。積極的に頑張ってもなかなか内定をもらえな

新聞にも出ていますが、有効求人倍率1.3倍と

い学生さんもいますが、一般的には積極的に早く

求人倍率が上がっているので一般的に就職し易く

活動した方が内定をとれる可能性は高くなる。内

なっています。大学生の就職内定率も97％まで上

定をたくさんとって迷う学生さんもいます。

昇しています。思うところの内定が取れなかった

静岡県の特徴ですが、人口規模では全国10位で、

ので、卒業しないで留年するという方もいます。

産業では製造業が盛んです。製造品出荷額は全国

リーマンショックの頃に比べると内定率は高くなっ

第４位。２位大阪、３位神奈川に近い数字です。

ています。ただ、学生さんにとっては厳しい状況

地域別の特色として、西部地区は光、電子産業。

が続いています。リクルートが調べた大学生に対

中部地区は食品。東部・伊豆地区は医薬品、製紙

する求人倍率。26年３月が1.28倍、今は1.74倍ま

という業種で、製造業に限らず他の業種も盛んで

できています。倍率が高いほど一人に対して何社

す。静岡県内の企業の一例です。三立製菓、三生

も求人がある。一人に対して1.28社、1.74社なの

医薬、はごろもフーズなどがあります。お手元に

で全体としては入りやすくなっています。ただし

お配りした就職情報誌には県内350社の情報が掲

業種によっては結構難しい。簡単にはいかない。

載されています。静岡県内では静岡銀行、スズキ、

金融業は0.19倍で狭き門。流通業は一人に対して

ヤマハとか有名な会社もありますけど、こちらは

6.98倍。倍率だけで見ると入りやすい。就職活動

従業員1,000人未満の会社で学生が普段聞いたこ

の時期ですが、今の３年生は来年も同じだと思い

とがない会社が主に載っています。地元に帰りた

ますが、広報活動が３月解禁。選考が進んで面接

い、会社を研究したい、大企業でなくても自分に

が６月１日解禁。これは経団連が定めた指針で、

あった会社を望むという人にとっては参考になる

実際には、
かなり崩れていまして、インターンシッ

かと思います。同志社大学の学生さんのレベルで

プで就業体験して会社と接触し、いい学生だと「君、

は大手企業を目指したいという方が多いことと思

うちに来ない」と事実上、内定のようなものが出

いますが、大きくなくても自分に合った会社に入

ている会社もある。面接解禁の前に内定が出るこ

りたいという方には参考になるかと思います。

報活動は、会社説明会が始まって面接が始まるま

▼

ともあるので結構、短い期間になっています。広

しずおか就職 net

での時期ですが、この間に会社説明を聞いてエン

ウェブサイト「しずおか就職 net」には、県内

トリーシートを書く。今はその時間が短くなりま

企業約1,700社の情報が載っています。普段知ら

して、説明会に出たら２週間後には「エントリー

ない会社があるかと思います。

シートを出して」という会社が多いので、３年生

Ｕターン就職と通常の就職活動の違いですが、

だと今の時期から、業種や企業などについて考え

卒業に必要な単位も取りつつ、地元で就職活動す

ていかれるといいかなと思います。

るのは、行き来することもあり、お金もかかるの

学生が直面する現状、「厳選採用」です。依然

で時間と体力とお金が必要です。

として企業は適性重視で、基準以下なら採用しな

行政としてどんな就職支援をしているか、「し

い。いくら求人倍率が良くなって会社に入り易く

ずおか就職 net」に企業情報を載せています。登

なったといっても、超スーパーエリート企業に入

録いただきますと、面接会や就職ガイダンスの情

ろうとすると、会社は適性重視で誰でもいいわけ

報もメールで送ります。保護者の方にも県内企業

ではない。エントリーシートの内容にしても面接

の情報をお届けしますのでご登録いただければと

にしても同じ。また、内定を複数もらえる学生さ

思います。それから、ハローワークです。京都で
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も大阪でも浜松でも、ハローワークで地元の会社
の紹介を行っています。京都のハローワークに行っ
ても静岡県の会社の情報が入手できます。「しず
おかジョブステーション」は、県内３か所、浜松、
静岡、沼津にあります。就職活動で悩んでいる時
の相談、エントリーシートの書き方の添削、面接
の練習などをやっております。京都におられると
ご利用は難しいと思いますが、地元に帰省されて
腰をすえて就職活動する場合、地元でもご利用い
ただけます。学生さんにとっては大学の就職支援
課が一番利用しやすいかと思いますが、忙しくて

試験と面接で、民間企業に近い試験もあります。

行けない場合もあるかと思いますが、できるだけ

従来型の公務員試験は一般行政職で80人。民間企

早く行って相談するのがいいかなと思います。

業に近い試験の定員も今年40人できましたので、

合同企業説明会、セミナーをやっていまして、

民間との併願もできるかと思います。民間の静岡

冊子にありますように９月13日の就職相談会が載っ

新聞社と就職情報センターが静岡県の企業への就

ています。主に４年生に対して求人情報を届けて

職支援をしておりますので、併せて活用ください。

います。様々な時期にもやっています。４年生向

インターンシップは、これから秋、冬にあるか

けのイベント。大学生と就職ファア、県内企業の

と思います。業界や会社の中味を知り、体験でき

就職面接会もやっています。

る絶好のチャンスです。１日で開催される１デイ・

保護者向けの支援ですが、保護者のための就職

インターンシップも増えています。会社説明をし

マガジンを「しずおか就職 net」にご登録したい

て学生と接触して、いい学生には「会社にこない

ただいた方にお届けします。保護者セミナーを県

か」という会社もあると思います。５日間でも１

内３カ所で12月に３回、開催予定です。

日でも会社の情報を得られますので参加されるこ

就活時の親の関わりについては、相談に乗った

ともいいかなと思います。企業によってはインター

り、よきアドバイザーに徹する。助言はするが、

ンシップでもエントリーシートが必要とか、面接

最後は自分で決める。お金の負担やアドバイスを

が必要だったりします。私の娘も、夏のインター

いろいろしてあげたようです。

ンシップを３つ受けてエントリーシートを書いて

奨学金問題と就職について、奨学金を借りてい

面接で落ちました。結果的にはインターンシップ

る方が地元で就職すれば、親元で生活費にはあま

の面接に落ちた会社に内定をもらったのですが。

りお金もかからないと思いますが、京都や大阪で

行けば会社のことがわかります。できれば志望業

働くと、給料が安くて住居費もかさんで奨学金の

界がいいでしょうが、違う業界でもいいので、で

返済ができないケースがある。そういう意味でも

きるだけどこかの会社のインターンシップに行か

Ｕターン就職をお勧めしています。

れるといいかと思います。私からの説明は、以上

お手元にある資料は、私どもで行う行政の支援

となります。

です。静岡県庁としても優秀な学生に入っていた

40

だきたいということで、静岡県の職員としても受

司会

験をお願いできればと思います。昔は県庁の試験

お金がかかりますね。実感しています。ありがと

も勉強しないと入れませんでしたが、今は簡単な

うございました。
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手な人が、実際に仕事を始めると、うまく仕事が
できない人がいる。私が就職担当だったら、ぺら
ぺらしゃべるより、実直な人を採りたい。これは

この資料（県内350社の企業情報を掲載した

県庁の場合であって、商社のように、自ら開拓し

就職情報誌）に離職率が書かれています。離職率

てどんどんやっていかないといけない業界では異

がかかれている県は少ないんですね。学生、ご父

なるかもしれません。私見ですが、県庁職員は実

母の方から離職率が高いところは避けたいという

直でいいと思います。大学のキャリアセンターに

動きが出てくるのではないかなと。いろんな理由

相談したり、OB、OG 訪問をするとかもいいと思

の離職があるかと思いますが、どう判断すればい

います。

Ｑ

いか。教えていただければと思います。
Ａ

企業のご理解を得て載せております。東洋経

Ｑ

Ｕターンはそもそも有利なのか、不利なのか。

済新報社が出している学生向けの就職四季報でも

皆さん、有利ですとおっしゃる。Ｕターンの場合、

離職率が出ていますが、離職率を公表していない

面接でどういうことを売りにしたらいいのでしょ

会社もあります。一般的に離職率は低い方がいい

うか。

と言われています。全国の公表値では、電力業界

Ａ

は低く、高いのは飲食産業、教育産業。他にも高

ずっといた学生より、いろんな経験をしてきた人

い業界があります。しかし学生は離職率が低い会

を採りたいと企業から聞きます。Ｕターン就職は

社というだけで決めないようで、名前を聞いたこ

有利だと思います。ただ息子にも地元に帰っても

とがある会社に入りたい。10人入って９人辞める

らいたいと思い、私が勧めて地元の民間企業を数

会社はやめた方がいいかと思いますが、あくまで

社受けたのですが、全部落ちました。そもそも地

参考ですね。離職率を公表してない会社は、離職

元に帰りたいという気持ちが小さい中で受けても、

率が高い可能性がある一方、公表している会社は

大学の名前だけでは落ちます。皆さんがよく知っ

あまり高くないのではないかと考えています。離

ている地元の会社にも数社落とされて。企業研究

職する理由は、個人がその仕事に向いていない場

も満足にしていない状況で面接を受けても落ちま

合もあるし、あくまで参考に、ということです。

す。受ける気もないのに無理に受けると、体力を

静岡県を拠点とする会社からすると、地元に

使い精神的にもダメージを受け、就職活動全体に
Ｑ

県庁にもエントリーする場合、どんな学生を

評価したくなるか、大学時代にどういうことをやっ

影響を及ぼしますので、本人納得の上で就職活動
された方がいいと思います。

ている学生といっしょに働きたくなるでしょうか。
Ａ

面と向かって普通に話ができて、やる気が感

Ｑ

私の娘は実家通いで下宿したことはないので

じられるということだと思います。なぜ自分の子

すが、親として１年前、どういうアドバイスをし

どもがあんなにたくさん会社を落とされたのか、

ておけばよかった。就活の始まりの時点で娘は大

わからないのです。昔、私が採用担当を務めてい

きな穴に陥ってしまいまして、毎日泣いていまし

た中小企業での経験でいうと、話をしていて「い

た。「私のいいところはどこ」と１日に何回も聞

い学生だな」と思うのは、採用に直結する学生さ

いてきて、私も楽観して「いつかは就職できるか

んですね。大企業になると、そういう優秀な学生

ら」といっていましたが、どういうことをアドバ

ばかりがやってくるので、競争のレベルが高くな

イスしておけばよかったのでしょうか。

る。県庁の採用担当をやっていた人が「いくら採

回答者

用担当を長くやっていても、面接だけで人を見抜

しないのもいけないし。ご相談に乗られたんですか。

くのは難しい」といっています。面接での話の上

質問者

親としてやりすぎてもいけないし、何も
ほったらかしにしていたのです。周りか
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ら「就職は誰でもできるよ」といわれて、そんな

下宿代も。１年留年して民間企業を受けることに

もんかな。娘は３月末、始まりと同時に穴に落ち

マイナスはないです。ただ「○○に打ち込んでい

てしまい、前もって色々な話をしておけば、様々

たために単位がとれなかった」などと理由をつけ

な企業を見ることもできたのかなという反省があ

ることを考えないといけない。公務員試験には留

ります。

年によるハンデは関係ないと思います。民間企業

回答者

難しいですね。何が答えなのか、わかり

に入っていて公務員試験を受ける場合もある。

ません。本人がどう考えるか、自分でやる気にな
らないといけません。勉強もそうですが、企業研

Ｑ

会社を何社くらい受けますか？

究も「早めに調べた方がいいよ」といっても、勉

Ａ

私の子どもの時代は就活の期間が長くて、エ

強と同じで、ギリギリにならないとやりません。

ントリーが40社、エントリーシートを出すのが20

息子の時は私も楽観していて「どこでも受かるか

社、面接が５社～10社。今は就活の期間が３か月

な」と思っていました。実際は全然受からなくて、

と短くなって、エントリーする会社が20～30社。

エントリーシートでもことごとく落ちてしまい、

エントリーシートを出すのも10社とか。エントリー

私が添削をするようになり、エントリーシートで

シートの添削とかやっていると、一つの会社を調

落ちることが少なくなりました。さすがに、親が

べて、確認するだけでも３時間くらいかかります。

面接は手伝えないので大学のキャリアセンターで

一から書くと、もっと時間がかかると思います。

相談されたらいいと思います。面接は練習しても

３年生の３月までに、どんな地域のどんな業種に、

だめなんですね。本番で落ちる経験をしながら、

と調べておいた方がいい。２、３年前は、就活開

どこかに引っかかる。どこも落ちないで第一志望

始後でも「できるだけ範囲を広げて」といってい

の会社に入るのは超スーパーエリートしかないか

ましたが、今はあまり広げると活動期間が短くなっ

なと思います。

ているので大変です。名前がカッコいいから商社
と金融だけだと全部落ちることもありますし、もっ

Ｑ

サークル一つ、部活も一つ入っています。成

績はどの程度重視されますか？
Ａ

い。難しいですね。

採用試験のことはわからないので、あくまで

私見ですが、県庁の場合、成績が悪いから受から
ないということは決してないと思います。民間企

お問い合わせ先



静岡県経済産業部就業支援局雇用推進課

業も成績を重視しない企業も多いですね。同志社

電話

054-221-2810（直通）

大学なら成績が良くなくても、卒業できれば、評

Fax

054-271-1979

価してくれるのではないでしょうか。どんな超スー

ＨＰ①静岡県のトップページ

パーエリートの会社でも、エントリーシートの内
容と、入社後に何がやりたいか。受かりたい気持
ち、意志。その人のにじみ出るような受かりたい
気持ちが大切ですね。
事情があって卒業されない時、就職先が決まら
ないまま卒業すると、その後に採用してくれる企
業などの範囲が狭くなるので、学生が選択するの
はゼミの単位だけ残して卒業しない選択をする。
５年目も大学生になりますが、新卒扱いで翌年、
受験できる。しかし学費が１年余分にかかります。
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昨今の山形就活事情
原田 幸雄（株式会社キャリアクリエイト代表取締役）

資料を３つ、昨今の就活事情、新聞記事、合同
説明会の情報を使ってお話をさせていただきます。

学をはじめほとんど行っています。学生の相談に
乗ったり、就活のセミナーをやっています。

山形県内全体からいらっしゃっていると思いま
す。２、３年生の親御さんが多いですね。

進学した方々が22歳で大体半分くらいが山形に
帰ってきて就職します。その後、事情があって、

卒業後の進路についてお尋ねします。

五月雨式に帰ってくる方がいます。東京でキャリ

「大学を卒業したら山形に帰ってきてほしい？」

アをもつ人たちのＵターン説明会をやりますと、

「やがては帰ってきてほしい？」

１回出ていった人が「山形に帰りたいな」と思う

「人生を謳歌してくれたらどこでもいい？」

のは７割くらいいます。学生時代は「帰ってこよ

「どこでもいいんじゃないの」という方が多いよ

う」と思わなかったのが、「帰ってきたいな」と

うですね。

思うようになった。親もだんだん歳をとってきて
いろんな事情で「帰りたいな」と思ったことがあ

進学と就職で山形から18歳で出ていく方は、山

る人が７割。そのうち実際に帰ってくる方は半分

形の18歳人口１万人のうち7,000人くらいです。今、

くらい。残りの半分、「どうしようか」と悩んで

進学先はどこが多いか。仙台地区、その次に首都

いる方が私どものセミナーにきてくださる。いろ

圏、あとはさまざまです。首都圏中心か関西の企

いろ聞いてみると「帰りたい」理由はいくつかあ

業に入ってくれたらいいなと思われる一方で、
「山

りますが、決定的なものがない。首都圏で暮らす

形に帰ってきてほしい」という親御さんのニーズ

ことに積極的な理由をもっている人は我々のセミ

もあって、こういう会が催されていると思います。

ナーにこない。出ていって向こうに残った人たち
の７割が「帰ってきたいな」と思いつつも、帰り

私は1965年生まれです。子どもは上が29歳、下

たい気持ちが盛り上がったり落ちつたりを繰り返

は25歳。二人とも大学を出て、一人は仙台、一人

します。やがていろいろ迷いながら帰る人もいれ

は東京に住んでいます。私自身は山形大学を卒業

ば、そのまま止まる人もいる。そんな状況にあり

して東京に本社がある電子部品メーカー、当時は

ます。

12,000人くらいの会社で総務、人事の仕事をして

私は1984年に会社に入りました。1992年、バブ

きて40歳で山形に帰ってきてキャリアクリエイト

ル経済崩壊。この年は就職をめぐっての節目です。

という会社を自分で創業しました。人材紹介会社、

内定をバンバンもらって、どこへいこうか、結構

一言でいうと民間のハローワークです。首都圏か

気軽に企業を選べた時代です。今、それに近い状

ら帰ってきたい、県外から帰ってきたい方に登録

態になっています。しかし、ちょっと事情は違い

していただいて、そういう方を求める企業にご紹

ます。当時は派遣社員のシステムがなかったので

介し、企業からお金をちょうだいする。もう一つ

正社員で採るしかなかった。人数を確保するため

は大学の学生就活支援です。県内の大学は山形大

にレベルを下げてでも採った。ところが1992年に
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バブルが弾け、2001年に IT バブルが弾けた。2008
年のリーマンショックを経験して企業は何回も痛
い目にあっています。会社はリストラをするのが
辛くて正社員を簡単に採らない時代になってきた。
法改正もあって派遣社員が世の中でシステム化さ
れたわけです。昔は細々と行われていた派遣が、
今はもう一つの仕組みとして確立している。1989
～92年にかけては仕事がたくさんあって学生は容
易に内定をもらっていました。私は大手電子部品
メーカーに勤めていましたが、年ごとに採用する

20年前はすごかったですね。山形県内に３万件く

新卒のレベルが落ちてくる。採れないから数を採

らいの求人があった。ズッと下がって一時期、大

るためにこちらの基準を下げていく。今はそう簡

変だった。少し伸びてきた。グラフから見るとた

単には基準は下がりません。そこは違いますが、

いしたことはないように見えますが、企業は高校

たくさん求人が出てきているという意味では当時

生を採れなくて大騒ぎなのです。なぜそのような

と似ています。いつ社会に出たかによって就職は

ことが起きているか。これは簡単にいうと人口動

運不運がある。その意味ではみなさんのお子さま

態です。新聞記事を見ていただきます。山形県の

は恵まれているということだと思います。ただこ

将来人口の推計です。2010年から出ていますが、

ういう時期だから注意もしなければいけない。当

2030年に大分減る。私が子どもの頃、社会科で習っ

時、気軽に辞めていった人たちがいましたよね。

た時、山形県は125万人くらいでした。今は何人

簡単に入ってきたものだから簡単なんだろうと思っ

かご存じですか、112万人を切っています。ここ

て結構、転職もして、その後、大変な目にあって

最近は、毎年１万人ずつ減っています。2010年に

いる人が多いようです。皆さんのお子さんが注意

は、15歳以下の人が15万人、15～65歳までで70万

しなければいけないことの一つは、そんなところ

人、65を超えた人が32万人いました。15年後には

かもしれませんね。

70万人の生産年齢人口が50万人に減る。働き手が
これだけ減る。これが原因で底固い求人がある。

これを数字で見てみます。2017年卒業、来年春

団塊世代が60歳で定年をしたが、働くことをやめ

卒業の人たちの求人数と就職したい人たちがどれ

ていない。７割くらいは働き続けている。しかし

だけいるか。1991年、バブルの終わりからのグラ

体がきつくなって働くことをやめだした。この不

フです。デコボコしている棒グラフは求人数、企

足分の手当がついていない。辞め始めている人た

業が人をほしい件数。なだらかになっているのは

ちの数が、新たに18歳、22歳で社会に出て働こう

学生数。今はバブルの頃を越すくらいの求人数が

という人の数を上回っている。これが今、起きて

出ています。リーマンショック前はバブルの頃の

いる現象です。

件数を越しています。バブルの時は経済が拡大し
ていることは間違いない。仕事も増えてきていた。
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山形は幸せな県でして高校生の内定率が一番悪

ところが今はちょっと様子が違う。今は、経済は

かった時、平成10年で95％、IT バブルが弾けた後

拡大していない。GDP が0.3％上がったとか下がっ

です。どこもリストラの嵐が吹き荒れた時でも山

たとかの世界です。昔は大きな数字が動いていた。

形県では高校生は20人に一人しか卒業しても就職

経済は拡大していないのに有効求人倍率だけ上がっ

できなかったという状況です。これが、青森では

てきている。これは全国の情報ですが、山形県の

30％台。秋田も50％台。宮城県ですら70％台の内

高校生の就職状況を見るともっとわかりやすい。

定率でした。山形は働き場所がある県です。これ

地方父母会での就職講演
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はなぜか。企業がそこそこあること、暖かい土地

ですと技術者とかを工業高校からたくさん採りま

柄だということだと思います。毎年３月になると

すけど、ある一定割合で文系も必要ですが、たく

就職が決まってない高校生や大学生をフォローし

さんはいらない。代替わりの時期になってきて、

ようという働きかけが役所からなされ、企業経営

こういう会社でも文系の人をほしがるようになっ

者がその要請に応えてくれるています。

てきています。しかし、文系の大学生はそんな事
情を知りません。ですから、経済学部生は金融業

次に、山形県の産業構造の変化をみていただき

だとなってしまう。山形には山形銀行、きらやか

ます。1975年と2012年の変化です。山形は農業県

銀行、庄内銀行の３つ地銀があります。みなさん

といわれますが、今はたった３％です。金額の出

のお子さんが山形に帰ってこようと思う時、公務

荷額でみたものです。40年前は確かに15％ですか

員か金融業しか目に入りません。一方山形の雇用

ら農業は大きな基盤があった。今は３％です。製

を支えているのは製造業や建設業です。先日、
「地

造業は18％が21％になっています。サービス業は

方銀行は10年後、このままいけば多くが赤字を出

８％から20％に。不動産業もすごく伸びています。

すだろう」という報告が新聞に掲載されました。

バブルの期に地価が上がって取引額が上がったた

私には多いか少ないかはわかりませんが、山形も

めかもしれません。昔、社会科で経済が発展する

この経済規模に対して３行は多すぎるのではない

と一次産業から二次産業へ、三次産業へと産業全

かという見方もあるようですね。人材紹介業をやっ

体に占める割合が変化すると習ったはずです。世

ていて「転職したい」という人が登録する転職サ

の中全体でいうと圧倒的に第三次産業の生産額が

イトを見ていると今年入ったばかりの銀行員が結

多い。ところが山形県は製造業が２割あることが

構登録しています。なぜかというと以前の銀行と

特徴です。1980年代に、米沢の八幡原工業団地や

今の銀行の仕事内容が違うようなんですね。預金

東根の大森工業団地、鶴岡の中央工業団地とかが

を集め企業に金を貸し出して儲けるのが銀行のメ

できて、そこに首都圏資本の製造業がきたんです

イン業務だったのに、今は借り手がなかなかいな

ね。ここで雇用を生み出されました。建設業は公

い。個人の金融資産を運用するために投資信託や

共事業が少なくなった影響を大きく受けました。

保険販売とかに多くの行員を充てるようになって

田舎にいくほど影響が大きいんです。青森県はもっ

きている。そこで戸惑って「自分がイメージした

と影響が大きい。山形は全国的にみれば製造業の

銀行と違う」ということで、どうも転職しようと

割合が大きい県です。山形の雇用は結構、製造業

考えている人たちがいるようなんです。そういう

に支えてられている。大学生の求人数はデータが

ことをわかった上で、ぜひ銀行に入っていただき

ないので高校生で見ると、製造業でこれだけ求人

たい。山形でせっかく、いいところに入ったのに

が出ています。その次の建設業は産業規模として

もったいないし不幸な話ですよね。業界研究をす

は縮んできました。しかし、ここへ来て高齢化が

れば、わかることなんです。

すすみ、人が足りなくて現場で働いてくれる人が
いないので苦労しています。

就活カレンダーを頭に入れておいてください。
どんなスケジュールで動いているか。去年から変
わりました。３月１日から広報活動してもいい。

みなさんのお子さん方の経済学部は文系だから

学生が就職活動しようとする時、リクルートの就

といって製造業で働かないというわけではない。

活サイトやマイナビの就活サイトに登録して求人

総務もあれば、生産管理もあれば、システム部門

情報を得ています。３年生の３月１日に自分たち

もある。実は1980年代に山形に出てきた会社が30

の学年の求人情報に切り替わります。これが広報

年くらい経過して、80年代に採用した人たちがそ

活動です。選考活動は８月１日からです。内定を

ろそろ退職時期に差し掛かってきている。メーカー

出すのが10月１日。４年生のお子さんには、内定
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をいただいた会社から「10月１日に内定者懇談会

でしたが、みなさん方はどうですか。似たような

にきてくれ」とお知らせがきていると思います。

ものですか。なかなか話をするチャンスがないで

経団連の会員企業は申し合わせ事項があるのでス

すね。「帰ってきてほしい」という気持ちの方は、

ケジュールを遵守します。ところが経団連に入っ

少ないチャンスに「ぜひ帰ってきてもらいたい」

ている会社がすべてではない。外資系、中堅は早

と伝えることが大事です。まずお互い何を考えて

めに採用活動をやっているという実態がある。山

いるかをよく話しあっていただきたいと思います。

形でも、公には地場大手は３月１日からしか広報

娘は「山形に帰ってくるだろう」と思っていまし

活動はやりません。選考活動を８月１日といって

たが、今、仙台で仕事をしています。息子は「帰っ

いますけど、実際は早いようです。全国から人を

てくる気はないな」と思っていたら帰ってきまし

集めたい、競合するところは早いですね。５、６

た。話をしたつもりにならずに、ちゃんと言葉に

月でほぼ内定が出始めます。しかし申し合わせ事

出して話をすることが大事だなと思っています。

項を守りたいという会社もあって、内定を出すの

お正月に帰ってきたら「こんなこと、聞いたんだ

を控える会社もある。９月16日は高校生の就活の

けど」と話題にしてみるものもいいかもしれませ

開始日です。地場の中堅や中小企業はそれと大学

ん。

の採用をいっしょにやります。
就職活動の流れですが、出発点は「自分を知る」
合同説明会の情報です。３月中は合同説明会、

ということですね。就活していく過程でたくさん

企業説明会が目白押しです。マイナビやリクナビ

の質問を企業から受けるますが、なかなか答えら

などが、
繰り返し合同説明会をします。山形もやっ

れない。苦悶しながら自分を知る活動をしていき

ていまして、３月10日は山形市が説明会を東京で

ます。その繰り返しです。やがて少しフィット感

やる。３月19日が山形県主催の説明会を東京でや

がある会社にいくということになる。その途中で

ります。地元山形では８月くらいにならないとや

社会人としてのマナーや人間性が育っていく。今

らない。これは首都圏に出ている方が多いことが

は正解というものがない時代ですね。大きい企業

一つの要因かもしれません。首都圏から山形に帰っ

に入れたからといって幸せかというと、そうでは

てきてもらうのも大変なので、まとめてその時期

ない。某大手広告店に入れたと親御さんは喜んだ

にやる。ここには山形の主だった企業が出てきま

と思います。でもああいう悲しい結果もある。一

す。まとめて話を聴くことができますので３月10

人ひとりが自分にとっていい会社、いい働き方を

日、19日のイベントに出てみたら良いと思います。

見つけていく時代なんだと思います。そのために

１月28日、私どもも東京でイベントをやります。

も「自分を知る」ことは大事だと思います。

山形の中小企業の経営者を呼んで直にお話を聴い

社会人基礎力は企業から「こういうことは会社

ていただこうと思っています。社会人を対象にし

に入る前に身につけてきてほしい」というもので

ていますが、学生の参加も歓迎です。山形の企業

す。これは文部科学省がつくった言葉ではなく経

経営者は何を考えているかを知りたいということ

済産業省がつくったものです。

であれば、２年生、３年生の学生も是非ご参加く
ださい。11月26日は山形市が主催して親御さん向

親の役割について、私もそうでしたが、自分が

けのセミナーを開催します。こんなスケジュール

社会に出た時の就活の話が基準で、娘、息子の就

で動いていくことを頭に入れておいていただけれ

活を見ています。これは違います。時代によって

ばと思います。

違います。この違いを理解していただきたい。つ
いつい「お父さんの頃は、お母さんの頃は」と言っ

うちの子どもは年２回くらいしか帰省しません
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いをまず理解していただく。
「自立し、自立させる」。

供の就活という折角の機会を使って、チャレンジ

お子さん方は外に出ていると自然と自立していき

していただければと思います。これでお話を終了

ます。自立できないのは親だったりする。子ども

させていただきます。ありがとうございました。

の就活を通じて、この後、自分たち自身がどうやっ
て暮らしていくかをぜひ考えていただきたい。自

お問い合わせ先



分達はどう生きるかを考えた上で、お子さんと話

株式会社キャリアクリエイト

をする。親ができることは「関心をもって見守る」

代表取締役

ことだけですね。関心をもって見守ることが親に

Mail：y.harada＠career-create.co.jp

できることです。それを言葉に出して、というと

T e l：023-641-8807

ころが重要だと思います。

URL：https://www.career-create.co.jp/

原田幸雄

ぜひ「自立し、自立させる」ということを、子
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OG との 対談
沼井哲男事務長

小寺麻里菜さん

Ｕターン就職で活躍中のOGにリアルな声を聞きました
は、群馬を出て良かったと思う理由

ために大学に行くのか、きちんとビ

て現在、
安中市役所に勤務しています。

の一つです。

ジョンを持って欲しいと思います。

沼井

出身は群馬県でしょうか。

沼井

沼井

小寺

そうです。県立高校から新島

小寺

同志社大学経済学部を卒業し

２年間、一人暮らしをされて

ＯＧとの対談

不安はなかったですか。

事をされているのでしょうか。

学園短期大学に進学し、同志社大学

小寺

小寺

に編入しました。新島学園短期大学

でした。良かったことは、先輩や後

する事務や、各種税証明を発行する

ではキャリアデザイン学部で２年間

輩と一緒に共同生活したことです。

仕事をしております。

を過ごし、卒業後に同志社大学経済

礼儀作法やコミュニケーション能力

学部の３年生へ編入しました。

が身に付いたと思っています。苦労

一人暮らしといっても学生寮

同志社大学を卒業された
社会人の方とも交流できる
沼井

地元群馬や関東の大学ではな

せないといけないことや、我慢しな
いといけないことでした。どちらも
社会に出て役に立ったと思いますね。
沼井

もう一度、経済学部で学ぶこ

く、京都で学ぶことを決めた理由を

とができた場合には、どのようなこ

教えてください。

とに注意しますか。後悔があれば、

小寺

実際、親から「群馬の大学で

教えてください。

税務課で国民健康保険税に関

将来何になりたいかを
見越して講義をとる

したことは、学生寮の雰囲気に合わ
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安中市役所ではどのような仕

沼井

仕事に際して、経済学部で学

んだことが役に立つことはあるで
しょうか。
小寺

経済学部の講義を通して、経

済と私たちの生活の関連性など、様々
なものの見方ができるようになった

も良かったかな」といわれたことが

小寺

ありました。でも、全国から京都に

当時は「単位をとるため」に講義を受

将来何になりたいか、講義を受ける

集まる学生もたくさんいますし、人

けていたように思います。それもほ

ことが将来にどう役立つか、という

との新しい出会いを重視しました。

とんど。不思議なことに当時はそれ

ことを見越して講義を選択すること

今日、伝えたいことの一つですが、

で良かったはずなのに、社会に出て

も必要かと思います。

様々な考え方を持った学生がいるこ

から「経済学部でこういうことを学

とや、同志社大学を卒業された社会

んでおけば良かったな」と思うこと

人の方とも交流できることは、経済

がたくさんありました。だから、改

学部の強みだと思います。多種多様

めて今「経済を勉強したい」と思って

小寺

な価値観に接することができたこと

います。皆さんには自分が何をする

人の方から実際に話を聴く講義がた

DOSHISHA UNIVERSITY

後悔していることはあります。 ことは、税務課で役立っています。

沼井

印象的な講義を教えてくださ

い。
いくつかあるのですが、社会

小寺麻里菜さん

対談

沼井哲男事務長

小寺 麻里菜
群馬県 安中市役所
同志社大学経済学部2011年卒業

沼井 哲男
同志社大学経済学部事務長
同志社大学経済学部父母会参与

めになりました。
沼井

企業からゲストスピーカーを

京都で学んだブランド力が
地方創生にどう生きてくるか

お招きする講義のことですね。
小寺

はい。特に「科学と技術」と

いう講義で、オムロンやコカ・コー
ラの方々から聴いた話が印象に残っ
ています。逆に先輩から聞いた「楽
に単位をとれる」というような講義
は、あまり心に残っていません。
沼井

経済学部のパンフレットにも

沼井

就活の話ですが、地元で就職

づくりをしていけたらと思うように
なりました。だから、市役所を希望
し、就職しました。
沼井

近い将来、大学に進学する高

された。つまりはＵターン就職され

校生に、先輩として失敗した経験や

たわけですが、どのような就活をさ

このようにすれば良いということが

れましたか。経済学部で学んだこと

あれば、教えてください。

が、社会でどのように役立っている
のかなど、自由にお話ししてくださ
い。

小寺

私は、編入ということもあっ

て講義を受けるだけで大変でした。
ゼミにも属さず、学生プロジェクト

私は地元群馬にＵターンしま

に興味はあっても現実的には時間の

したが、そうでない友人も多くいま

制約があって、積極的に参加するこ

した。地元を離れて進学した人が地

とができませんでした。学生さんに

元に戻ってこないことが地方過疎化

は、自分の興味や関心があることに

の要因の一つだと思います。人不足

は積極的に参加して欲しいと思いま

はまちづくりの部分にも大きく関係

す。今しかできないことってたくさ

しますから、卒業後に地元に戻って

んありますから。未来ある皆さんだ

きてくれるのは、地元にとって大き

からこそ、将来自分が何をしたいの

な喜びではないかと思います。そう

か、一歩二歩先まで考えて、学生生

女性の社会人の方をお招きし

するためにも何より雇用を生み出す

活を送って欲しいなって思います。

て話を聴き、学生の不安などを解消

ことが大切だと私は思っています。

していくというものです。そのとき

同志社大学に通って思ったのは、

はハーディーホールでイベントを行

群馬と京都ではブランド力が全く違

いました。成功させるために仲間た

うことです。群馬のブランド力は47

ちと夜遅くまで議論を重ねたことも

都道府県の中で下位です。私はどう

思い出になっています。

いうブランド力が地方創生に生きて

記載していますが、経済学部では学
生プロジェクトを行っています。大
学が主体で行っているプロジェクト
科目のように正課ではないため、単
位は付与されない課外での取り組み
です。小寺さんも講義が忙しい中で、
学生プロジェクトに関わっておられ
ましたね。
小寺

小寺

沼井

経済学部での２年間の学びが、

今の生活に様々な影響を及ぼしてい
るようですね。それでは一旦、対談
を閉めたいと思います。どうもあり
がとうございました。

くるかを京都で学びました。いつし
か群馬でその経験を生かして、まち
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ビジネスの現場を経験して
―株式会社石田大成社・ロサンゼルス支店―

Overseas internship

経済学部４年次生

柚木 佳奈子

私は今年の夏、
株式会社石田大成社・ロサンゼルス支店で二週間のインター
ンシップに参加させていただきました。私がこのインターンシッププログラ
ムを志望した理由は主に二つあります。一つ目は、海外で働くイメージをつ
かむということです。昨年度の留学経験から、私は海外で働くことに対して
漠然とした憧れを持つようになりました。そこで、このインターンシップに
参加すれば、日本企業が世界でどのように活躍しているのかをより具体的に
感じることができ、海外で働くということを自分の目で確かめることができ
ると考え、志望しました。二つ目は、自動車産業に触れることができると思っ
たからです。私は幼い頃から自動車産業に興味がありました。この会社は、
自動車産業に携わっており、自動車産業の本場であるアメリカでのインターンシップは自動車産業に触れるいい機会だと
思ったからです。
今回のインターンシップでは、人事、マーケティング、企画、制作、営業、編集など様々なことを教えていただきまし
た。オフィスで仕事内容についてレクチャーを受けるだけではなく、毎朝のミーティングに同席させていただいたり、実
際にお客様のところへ同行させていただいたりと、仕事の現場を肌で感じることのできる経験をたくさんさせていただき
ました。また、最終日にはマーケティングの課題やインターンシップ全体についてのプレゼンテーションを英語で行いま
した。これらの体験から、働くことの難しさや楽しさを身を持って体感することができました。
海外で、企業の
現場を体験する

二週間のインターンシップを通じて、ビジネスで英語を使うことの難しさを改めて実感しました。留学経験もあるので、
ある程度の英語でのコミュニケーションは問題がなかったものの、ビジネスの場面で実際に英語を使うとなると、専門用
語なども多く、内容の詳細まで理解ができないこともしばしばありました。インターンシップで悔しい思いをしたことで、
今後も英語を勉強していこうと思いました。また、自分の将来を考える良い機会となったと思います。海外で働くという
ことを自分の目で見ることができたのはもちろんですが、実際に海外で働いている方々から海外での暮らしや仕事につい
て、たくさんお話を聞くことができたのもよい経験となりました。海外にかかわる仕事がしたいという思いがいっそう強
くなりましたが、その一方で自分の課題や足りない点にも気づくことができたので、残りの学生生活を充実させ、成長し
ていかなければならないと思いました。
最後になりましたが、このような素晴らしいプログラムに参加する機会与えてくださった石田大成社・ロサンゼルス支
店の皆様、同経会の皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。皆さんのおかげで、とても充実したインターンシッ
プとなりました。ここで学んだことや経験を無駄にすることなく、今後の学生生活や将来に活かしていきます。本当にあ
りがとうございました。
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社会的、グローバル的に成長する
―株式会社石田大成社・ロサンゼルス支店―
経済学部２年次生

Overseas internship

後藤 美里

今回私は、石田大成社ロサンゼルス支店にて二週間インターンシップをさ
せていただきました。
私が海外インターンシップに参加した目的は、主に二つあります。一つ目
は、来年の就職活動を見据えて、働くということを具体的にイメージできる
ようになるということです。二つ目は、私は海外就職を視野に入れているた
め、海外で働くということを体験するということです。
石田大成社では、大きく分けて５つの就業体験をしました。一つ目は、毎
朝行われていたミーティングに参加したことです。ミーティングは英語で行
われており、また社内での情報共有が大切であることがわかりました。二つ
目は、社員さんから、実務の紹介を受けました。内容としては、営業や制作、編集などです。幅広い分野の実務を体験し、
会社の全体像を学ぶことができました。三つ目は、取引先会社、共同会社訪問をし、トヨタなどに行きました。四つ目は、
パートナシップ協定祝賀会の運営です。五つ目は、最終日にプレゼンテーションを行いました。
今回のインターンを通して、私はいくつかの成長すべき点を見つけました。一つ目は、英語力です。私は、留学経験が
なく英語でコミュニケーションをとることにあまり自信がありませんでした。インターンシップ中は、アメリカ人の社員
さんに自分からコミュニケーションをとることにためらってしまうこともあり、自らの能力不足や消極的な姿勢に悔しさ
を感じていました。留学や国際交流を通して、英語力を向上させたいと思っています。二つ目は、社会人としてのマナー
や言葉遣い、プレゼン能力などを身につけるということです。事前研修会では、社会人としてのマナーを学びましたが、
初めて知るものばかりでした。またインターン中も挨拶やお礼など、どのようにすれば良いかわからない場面も多々あり、
そういった知識やマナーは身につけておくべきだと思いました。インターン最終日でのプレゼンでは、先輩との差が歴然
としており焦りを感じたとともに、改善すべき課題であると感じました。三つ目は、情報を収集する力です。社員さんの
実務紹介や、プレゼンテーションを作成した際に、私は社会的な情報に対して無知であることに気づかされました。社会
的な情報を詳しく述べると、社会的制度や企業、またビジネスの時事ニュースなどです。これらは、社会人になったら自
然と身につくものだと思われますが、インターンシップ中に、こういった知識があればもっと深い理解や成果が得られる
のだろうなと思いました。
一、二年生の皆さんには是非この機会を利用して、海外インターンを経験して欲しいと思います。私は、自分の長所や
短所などの認識を深められたことや、将来のキャリアを考えるための経験ができたことが何よりの成果だと思っています。
皆さんも、大きな成果や成長が得られるチャンスだと思うので是非チャレンジしてみてください。
最後に、このような貴重な経験をできたこと、石田大成社の皆様並びに同経会の皆様、経済学部の皆様に心から感謝い
たします。本当にありがとうございました。
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上海でのインターンシップ
―上海邁伊茲咨詢有限公司―
経済学部３年次生

Overseas internship

田中 弥紗

本レポートは、2016年８月28日から９月９日にかけて上海マイツ（株式会
社マイツの中国法人）で経験した海外インターンシップについてまとめたも
のです。
上海マイツは、会計部門を軸として、上海の日系企業に現地進出から採用、
経営支援、労務顧問、撤退まで幅広くサポートする総合コンサルタント会社
です。
前半の一週間は上海マイツにて研修
（提案書の書き方・ビジネスマナー・
電話対応等）を受け、後半は上海マイツの関連会社である上海クイックにて
実務（電話営業、Excel 資料作成等）を経験しました。上海クイックは人事・
労務を専門とするコンサルタント会社です。
私はコンサルタント業務に興味があります。本インターンシップも、コンサルタントを行う上海マイツなので志望しま
した。コンサルタント業務とは、一般的に「取引先企業の様々な業務内容をどう効率化させるかの提案を売り物とする」
といわれています。私の所属しているゼミは、マッチング理論やマーケットデザインについての研究を行っています。こ
のマッチング理論は、コンサルタント業務と非常に近いものがあるのではないでしょうか。マッチング理論は、その名の
通り、人と人、人とモノ等をどう最適にマッチするかを考える学問です。限られた資源の中で、どう組み合わせれば人々
がより幸せになれるかを考えます。コンサルタント業務も、例えば、限られた時間でどう最適な解決策をたてるか、戦略
を練るかということなら、マッチング理論と非常に近いのではないでしょうか。それらを考えることは非常に難しいです
が、とてもおもしろいです。研修中には、副社長さんから実際にあった業務を基に戦略の立て方を教わりました。国が違
うわけですから、日本での戦略とは違った日本人の感覚では考えられない戦略の立て方を聞くことができ、その戦略や考
え方には経済学に通じるものもあると感じました。
国を超えたコンサルタント業務に関することや戦略の立て方等は、本インターンシップに参加したからこそ得られたこ
とです。実務では、実際にある日系企業に対して営業の電話をかける、といった経験もできました。インターンシップ生
は他の大学からの参加者もいたのですが、雇うなら同志社生が一番欲しいといってもらえたことはとても嬉しかったです。
私は今まで中国に行ったことはなく、中国語もさっぱりわかりません。それでも上海という場所にある企業を志望したの
は、急成長している（最近は落ち着いているようですが）上海経済の実情を自分の目でみたかったからです。上海につい
て何も知らないので、参加する前には上海の文化や経済に関する本を５冊ほど読みました。至極当然ですが、本には載っ
ていない情報は山のようにあり、実際に足を運ぶことで新たな発見ができるおもしろさと大切さを確認しました。
後輩の皆さんには、海外インターンシップに少しでも興味を持っているなら挑戦することをお勧めします。
最後に、受け入れてくださった上海マイツの皆様、企画してくださった同経会・経済学部事務室の皆様、お世話になっ
た皆様、本当にありがとうございました。
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働くということ
―上海邁伊茲咨詢有限公司―
経済学部２年次生

Overseas internship

楊 燕華

８月29日から９月９日の二週間、株式会社マイツの中国事業所である上海
邁伊茲咨詢有限公司でインターンシップをさせていただきました。上海マイ
ツは日本から中国へ進出する企業の会計・人事コンサルティングを中心に、
幅広く活躍している企業です。
今回私がこのインターンシップに参加した一番の目的は、中国で働く人々
の姿を見て学び、自分の将来を具体的に考えていく糧にすることでした。
初めの一週間はレクチャーを中心に、働く際に重要となってくる考え方や
目標達成への心構えなど、社会人に必要な基礎について学ばせていただきま
した。例えばコンサルタントで重要視される、分解して考える力を使うワー
クでは、他大からのインターンシップ生と共に「カレー屋の売り上げを上げる」というテーマをもとに、カレー屋の定義
を詳細に定めるところから始め、いつ誰がどんな目的で利用するのか、要素ごとにディスカッションをしていきました。
考えていることが正しく相手に伝わるように、言葉を探りながら進めていくことが難しくもあり、同時にとても面白いと
感じました。また、社長夫人であり、長年秘書を務めている方からは社会人のマナーの基本を教えていただきました。う
わべだけを繕うのではなく、こう動くのにはこういう理由がある、と所作の裏側まで丁寧に教えてくださり、非常に楽し
く学ぶことができました。
二週目は、上海マイツと親交の深い上海クイックという会社で実務的な経験をさせていただきました。上海クイックは
中途採用を中心とした人事関連の業務を行っており、実際にクライアントの元に行って、求めている人材の条件などをヒ
アリングする会議に同行させていただけることもありました。熱心に、親身にヒアリングする姿を傍で見て、クライアン
トそれぞれの要望を正確に理解していくことは、並大抵の努力では行えないことだと感じました。事業所内では、中国進
出している日系企業のうちの約200社にお電話をおかけするなど、日ごろ経験することのない業務をさせていただきました。
その他にも労務関係の資料の翻訳や、日系企業のデータを整理するという作業にも携わらせていただきました。これらは
地道な作業ではありますが、どんな大企業でもこういった作業がなければ成り立ちません。華やかな仕事ではありません
が、充実と達成感を得ることができました。
中国での働き方という面では、日本人と中国人の社員が、両方の言語を織
り交ぜながらコミュニケーションをとっていたことに驚きました。中国で働
く以上、日本人であろうと中国語を使わなければいけないと考えていたから
です。しかし今回訪問した両企業では、ところどころ母国語で補いながら相
手との意思疎通を図っていました。そこには文化や背景が違う存在であるか
らこそ、歩み寄る姿勢が自然とありました。
そして私がこのインターンシップを通して得た何よりも大きな成果が、利
益についての考え方です。他方にとっての利益が他方にとっては不利益にな
る、自分ではそれで多角的な見方ができているつもりでした。しかしビジネ
スの世界では特に、一時的には不利益でも長い目で見れば利益になることや、
一点だけ見れば不利益でも他の点から見れば利益ととらえられることなどが
当たり前にあります。もっともっと沢山のことを学び、物事を広い視野で見
られるようになりたいです。残りの学生生活は長いようで、あと２年しかあ
りませんが、その中でできるだけ多くのことを吸収していきます。
最後になりましたが、挑戦の機会を与えてくださった同経会の皆様、教員、
事務室の皆様、そして何より温かく受け入れてくださった上海マイツ・上海
クイックの皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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インターンシップでの収穫
―蘇州牧谷農業科技発展有限公司―
経済学部２年次生

Overseas internship

杉山 雄亮

この度、蘇州牧谷農業科技発展有限公司のインターンシップに参加しまし
た。私が参加を希望するに至った理由は二つあります。一つ目はビジネスと
しての農業への関心です。私たちの生活に不可欠である食を根本的に支える
はずが、その収益性の低さと過酷な労働から就労に敬遠される傾向のある農
業をビジネスとして捉えてみたいと思ったからです。二つ目は中国という一
つの国に対する興味からです。急速な経済成長を経た中国社会での人々の生
活や文化、価値観の変化について追及したいと思いました。
インターンシップに参加するにあたり私が掲げた目的は四つあります。
・農業の六次産業化の実践の場を体験し、その可能性を探る。
・中国人の慣習、考え、価値観を知る。
・中国人の食に対する意識を調査する。
・以上三点を踏まえ海外でビジネスをすることはどういうことかを学ぶ。
研修中はこれらの目的を果たせるよう意識した結果、すべての目的を達成できたと自負しています。
農業レジャー施設ということもあり研修内容は通常のインターンシップとは異なるものになりました。施設内のレスト
ランで来場客に提供する業務用の食物の仕入れ、来場客に自ら調理する楽しさを感じてもらうお菓子作り体験、現地に在
住する日本人向けの加工品などの配達を体験させていただき、六次産業のビジネスモデルを肌で感じました。同時に中国
や農業ビジネスに関する話を伺うこともできました。印象的だった話としては、中国でビジネスを行う難しさです。日本
人と中国人では仕事への取り組み方や考えが異なるため、スタッフ教育が日本以上に肝要であること、一般の中国の人々
の農業に対する捉え方が日本と異なることがその一因であると学びました。お話を聞くことで働きながらもマクロの視点
から施設を認識し、農業ビジネスの可能性を窺うこともでき、研修内容への自らの捉え方も変化しました。
それらに加え、勤務時間外にも学びの機会がありました。勤務地は比較的郊外にあったのですが、市街地の日系のスー
パーマーケットを訪れた際、販売されている商品に郊外と違いがあることに気づきました。市街地に住む富裕層の人々は
食の安全に意識を払っているということだったのです。
これら二週間の様々な場面において、日本と異なる文化や考え方を持つ中国でビジネスを進める難しさを感じるととも
に、有為転変の中国社会に大きな可能性を感じました。また海外でビジネスを行う際その国の慣習を充分に考慮しつつ、
日本との差異をビジネスに活かすことが大切なのではないかと感じました。
最後になりましたが、
二週間親切に迎えてくださった蘇州牧谷農業科技有限公司の皆様、事前から手厚くご支援くださっ
た経済学部の職員の皆様、渡航費などの工面をしてくださった同経会の皆様、その他関係者の皆様に心より御礼申し上げ
ます。
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２つの国で感じたこと
―シークス株式会社―
経済学部３年次生

Overseas internship

中西 麻祐

８月21日から２週間、シークスシンガポールとシークスエレクトロニクス
インドネシアでインターンシップに参加させていただきました。
シークス株式会社は、部材調達から物流業務、EMS（電子機器受託製造サー
ビス）まで幅広く手掛けており、海外に多くの営業拠点・製造拠点をもつグ
ローバルな商社です。
海外インターン参加に至った理由は、２つあります。
１つ目は、昨年秋に経済学部主催のビジネスプラン大会への出場を契機と
して、実際に製造や営業等のビジネスを体験したいと思ったからです。
２つ目は、グローバル社会といわれる今日、言語や文化の違う海外で語学
留学ではなく働くという経験は、自分にとって新たな挑戦となり、将来を考える上での糧になると考えたからです。
１週目はシンガポールで、主に営業業務を体験させていただきました。オフィスでは、各部署のローカルスタッフから、
納品・出荷の過程や在庫管理の仕組みを教わりました。また、実際にシンガポールに支店を持つ企業への営業活動にも同
行させていただき、部品工場や倉庫の視察をする上で、実際の製品の輸出入のプロセスを感じることができました。２週
目はインドネシアのバタム島にある２つの工場で製造過程、生産管理について学びました。工場では、オペレーターや道
具の配置など、生産性を向上させるための工夫を拝見するだけでなく、実際にはんだ付けや組立業務を体験することで、
ものづくりとそれを大規模に行うための管理がいかに難しいかということを肌で感じることができました。
また、シンガポールとインドネシアの両国でプレゼンをしました。慣れない英語でのプレゼンを重役の方々の前で行う
ので緊張しましたが、社会人、とりわけ海外で働いている方々に自分の考えを聞いていただける機会は非常に貴重で、私
の挑戦の一つとなりました。発表後には、社員の方々から丁寧なフィードバックやアドバイスをいただき、私にはなかっ
た視点や意見を吸収することができました。また同時に、細かいニュアンスをうまく英語で表現できなかった点など、課
題も見つかりました。
本インターンシップでは、
「伝える力」の重要性を感じました。言語についていえば、海外でのコミュニケーションに
は英語が不可欠ですが、今回訪れたシンガポールやインドネシアのように英語を母語としない人たちと仕事をする上では、
いかに自分の意見をわかりやすく伝え、理解してもらうかが大切だと痛感しました。そしてこれは、海外のみならず社会
で生きていくために最も必要なスキルであるとい
えます。残りの学生生活では、将来海外で働く夢
を叶えるため、十分な英語力と幅広い教養を身に
つけ、
「伝える力」を培いたいです。
後輩の皆さん、少しでも興味があれば、まずは
挑戦してみてください。このような経験ができる
チャンスというのは、本当に限られていますし、
恵まれていると思います。学生である私にとって、
言語も文化も違う環境で働く経験は、すべてが新
鮮で、充実していました。皆さんにもぜひ、
「や
らないより、やる選択」をして欲しいと思います。
最後になりましたが、本インターンシップに参
加する機会を与えてくださったシークス株式会社
の皆様、同経会の皆様、及び関係者の皆様、心か
ら感謝いたします。この経験を大事にし、残りの
学生生活・将来への武器にしていきます。本当に
ありがとうございました。
DOSHISHA UNIVERSITY
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海外で学んだ「働く」ことの本質
―ダイキン工業株式会社―

Overseas internship

経済学部２年次生

大谷 優理子

2016年８月27日から、ダイキン工業（Daikin Applied Americas）のインター
ンシップに参加させていただきました。
私がこのインターンシップへの参加に際して、予め自分に課していた目標
があります。それは、①現地の方々と積極的にコミュニケーションをとって、
海外でしか得られない体験をすること、②この経験を通して、今日のグロー
バル社会で必要なものは何かを見極め、自分の強み弱みを自覚することの２
点でした。もともと海外で働くということに対して、ぼんやりとした憧れの
気持ちを抱いていた反面、自分自身が何をしたいのか、具体的にどうなりた
いのかが分からなかった私にとって、このインターンシップは自己を見つめ
直し、今後の学生生活の在り方を考える上でまたとない経験になりました。
Daikin Applied Americas では、主にマーケティング部門にお世話になりました。日本では、マーケティングが部門とし
て独立していることは稀だそうですが、こちらでは各方面のスペシャリストが集まりオフィスの一角を担っていました。
私は、その中でも特にソーシャルメディアを使ったデジタルマーケティングと、消費者向けのカタログやパンフレットに
関わる業務を体験させていただきました。具体的には、各ソーシャルメディアにおけるダイキンや競合企業の公式アカウ
ントの投稿に関するデータをまとめ、可視化する業務や、改訂が必要な古いロゴやキャッチコピーの入ったチラシ、カタ
ログを表に書き出していく作業を行ないました。最終日には、
「２週間で学んだこと」をテーマに英語でプレゼンテーショ
ンも行ないましたが、基本的に、現地の方の業務のお手伝いをさせていただくことが多かったため、マーケティング部門
の方々が日頃、どのような業務に当たっておられるのかを肌で感じることができました。
海外生活もあまりなく英語も堪能でない私は、話の内容の要点だけを聞き取り、分からない箇所を拙い英語で質問する
のがやっとの状態でしたが、現地の方々は非常に親切で、困っている姿を見かけたら優しく教えてくださいました。
今回のインターンシップを通して、私は「働く」ことの本質を学ぶことができたと思います。そして、これは当初の２
つ目の目標に限らず、国内外どちらにも当てはまることだと感じました。現地の方、現地駐在員の日本人の方に関わらず
私がお会いした方々は皆、ダイキンという会社、ブランドに誇りを持ち、各々の業務のスペシャリストとして自覚と責任
をもって働いておられました。ダイキンという会社の枠組みの中で、１人１人が「自治自立」の精神を持ち、就業時間か
ら働き方まで、全て自身の裁量で業務を行っておられる姿が印象的でした。日本では、人数の多い職場ではどうしても「大
人数のうちの１人」という意識が抜けないということをよく耳にしますが、海外では特に「自治自立」という性格が強い
ように感じます。そのような方々から貴重なお話をたくさん伺い、オフィスで共に業務に打ち込んだ結果、私自身もその
ようになりたいと強く思うようになりました。奇しくも「自治自立」という文句は、同志社大学の建学の精神とも重なり
ます。将来、自らの意思と誇りを持って業務を行なうことができるよう同志社大学での学業に励みつつ、様々なことに関
心を持って見分を広げたいと思いました。
参加を検討されている皆さんには、ぜひ勇気をもって
応募していただきたいと思います。私自身、不安を抱き
ながらも２週間のインターンシップを終えた後だからこ
そ、語学力に自身がないから…等の理由で参加を断念さ
れるほど勿体ないことはないと断言できます。限られた
時間の中でも、オフィスの空気に触れ、実際に働いてお
られる方々の率直な考えを伺うことのできる貴重な経験
は、自身のキャリアを考える上で大きな糧となるはずで
す。
最後になりましたが、同経会ならびに経済学部の皆様、
インターン生として受け入れてくださったダイキン工業
様、そしてインターンを通してお世話になった全ての方々
に心から感謝を申し上げます。この経験を活かせるよう、
「自治自立」した人間を目指して今後も努力を続けてい
きます。
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グローバルに働くということ
―ダイキン工業株式会社―

Overseas internship

経済学部４年次生

蔦本 啓乃

今夏、アメリカのミネソタ州にあるダイキンアプライドアメリカズ社において
二週間の海外インターンシップに参加させていただきました。
このインターンシッ
プに参加した理由は二つあります。一つは、外国で働くことへ興味があったから
です。私自身長期での留学をしていたため、インプットした経験を生かして何か
をやり遂げたいと思ったことや、
海外勤務に憧れはあるものの働いた経験がなかっ
たため、自分の中で「海外で働くとはどういうことか」について明確なイメージ
を持ちたかったこともあります。また、インターンシップを経験し、実際に社会
に出ておられる方と同じ場で責任感を伴って仕事をさせていただける機会を設け
社会経験を積むことで、自分の将来と深く向き合えると考えました。次に二つ目
の理由として、
日本の企業がどのように世界と関わっているのかを学びたいと思っ
たからです。留学や旅行、ボランティア活動を通して日本の企業が世界で活躍し
ているのを感じ、将来自分もそうした企業で働きたいという思いを抱いていたため、この経験が自分の将来のビジョンを
より明確にするだろうと考えました。そのうえで、私がインターンさせていただいたダイキン工業株式会社様は国内の業
務用空調機シェア No.1を誇る日本トップクラスのメーカーということだけではなく、世界各地に支社をもつ会社でありな
がらもグローバルな問題となっている環境問題にも配慮をしているということで興味を持ちました。
滞在した二週間は、現地のセールスマーケティング部門に配属され、現地社員の上司の方から指示される仕事をこなす
日々でした。私たちの主な業務内容としては、資料整理（Knowledge Management）、ソーシャルメディア分析、競合他社
分析等の業務に携わり、最終日には二週間行ってきたことの成果報告を英語で行いました。各々の部署で実際に働いてお
られる日本人・現地の方々に付いて、サポート業務や会議への参加、また何かインターンシップ生への特別枠として特別
な仕事を任せていただくのではなく、実際の仕事を任せていただいたことで、実際に海外で働くとはどういったものなの
かを身をもって感じることができました。
また、現地で働く日本人駐在員の方々が、海外の方々と言語の違いに加え文化の違いを乗り越えて切磋琢磨して仕事を
なさっている姿がとても印象的でした。仕事中だけでなくプライベートの時間も多く共にさせていただき、日本とアメリ
カでの働くスタイルの違いや、現地で働く日本人としての責任・やりがいについてのリアルなお話をたくさん聞くことが
できたのは本当に貴重な機会となりました。普段文系学生としてはあまり馴染みのない機器でしたが、新たに知ることに
よりそうした製品が日本のブランドとして世界の舞台で活躍しているということが分かり、日本のものづくりの強さを実
感しました。
今回の海外インターンシップを通じて、英語ができることはもちろん大切なことではありますが、それ以上に仕事に対
する考え方や積極性が大切なのではないかと感じました。現地社員の方々と仕事をさせていただくことがほとんどだった
のですが、仕事上の会話において英語能力の高低にかかわらず、自分の意思を伝えることの難しさを強く感じました。そ
のほかに、社員の方々のダイキンアプライドアメリカズの空調機器シェアを No.1にするという熱意や責任感をもって現地
で働く方々の雰囲気を肌で感じて、仕事に対するイメージが劇的に変わりました。同時に、自分が熱意をもって取り組み
たいことは何なのか、どのような経験が自分に必要なのか、今後も視野を広げるために様々な経験を積んでゆき、深く考
えていきたいと思いました。
この二週間を振り返るとあっという間に過ぎてしまいましたが、毎日が本当に充実しておりこの海外インターンから学
べたことはたくさんあったと感じました。学生の自分にできたことは本当に少なく、そこから自分はまだまだ学ぶべきこ
とは山ほどあると痛感しました。この海外インターンシップの経験をもとに具体的な夢には結び付けたいと思います。た
くさんの素敵な出会いがあり、このインターン限りにせずこの縁をこれからも大切にしていきたいです。
後輩のみなさんにアドバイスしたいのは、少しでも外国で働くこと等に興味がある人
は不安に感じずに、恐れずにチャレンジしていただきたいです。この海外インターンシッ
ププログラムのように、学生の私たちに会社の内部を見せ、「働く」ということを責任
と身をもって経験させていただけるような貴重なプログラムはないと思います。このイ
ンターンシップを通して現場を生で感じ、自分の強み弱みを実感して成長を感じていた
だきたいです。
最後に、このような大変貴重な機会を与えてくださった、ダイキン工業株式会社およ
びダイキンアプライドアメリカズ社の皆様、同経会の皆様、同志社大学経済学部の皆様、
関係者の皆様に心より感謝申し上げます。インターンシップは初めての経験で、未熟な
部分や拙い質問なども多々ありご迷惑もおかけしましたが、今回の経験は自分の将来に
必ず良い影響を与えるものになりました。改めて心から感謝申し上げます。ありがとう
ございました。
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世界をつなぐ架け橋になる
―株式会社ノーザンライツ―
経済学部２年次生

Overseas internship

後藤 勇美

今夏に、株式会社ノーザンライツの海外拠点会社である PT.WAKU-LABO
INDONESIA のインターンシップに参加させていただきました。今回の受け入
れ先は、インドネシアのバンドン市に住む学生を対象に、地域に根差した教
育事業や日本語の語学教育を展開し、充実させることで、より多くの学生の
海外への留学や就職を促しています。
今回のインターンシップを応募した理由は二つあります。一つ目に、自身
が経験してきた過去とノーザンライツが行う海外事業内容を照らし合わせた
時に、近しさを感じたためです。これまでに複数回、ボランティアスタッフ
としてフィリピンに渡航し、現地の学生との交流を通して、教育体制の不備
のために彼らの将来の可能性が奪われていることを知りました。国は違えども、インドネシアの教育に密接に関わり、現
地の学生が世界で活躍できることを目標としていることに親近感を覚えました。
二つ目に、「グローバルに働く」とはどういうことを意味するか興味を抱いたからです。今日、国際交流や留学などは
当たり前になりましたが、日本国内で生活する私にとって「グローバルに働く」というイメージは中々湧きません。今回
のプログラムを通して、現地の職場の雰囲気や社員の方々の働く姿を間近で観察し、共に働かせていただくことで、それ
を肌で感じ自身に浸透させることができるのではないかと考えました。
今回のインターンシップ内容として、私のミッションは、現地の学生が「日本の留学」をはじめとした「海外で学ぶ」
ことへの憧れと意欲を高めてもらうことを目的に、独自に高校、大学でアポを取り、日本文化や日本の大学紹介を内容と
した発表を行うというものでした。二週間で行った発表数は、高校で八校、大学で二校であり、一つの発表に対して、事
前に沢山の準備をし、本番を迎え、そして事後に反省を行い、次に活かすという一連の流れを何度も行いました。
多くの発表を通して、私が特に感じたのは、物事をあらゆる視点から分析する能力が欠けていたということです。反省
を行う際には、現地の社員の方々から、学生の需要の方向がどこに向いているのか、この問題にはこういう見方もあるの
ではないかと、何度も助言をいただき、改めて自分の視野の狭さを痛感しました。同時に、インドネシアの教育に密接に
関わるこの事業は、まさに日本と外国をつなぐ「架け橋」を担ったものであり、その事業の一端を担わせていただくこと
で、「グローバルに働く」意味を知ることができました。
後輩の皆さんに向けるアドバイスとしては、物怖じせず、ぜひ積極的にこのプログラムに挑戦してほしいということで
す。面接や TOEIC など、いくつかの条件も存在しますが、何よりも大事なのは行きたいという気持ちです。自分の将来
の投資のためにも、大きな一歩を踏み出してください。
最後になりましたが、この度海外インターンシップという大変貴重な機会を与えてくださったノーザンライツ様、同経
会の皆様、ならびに経済学部の皆様に、心からお礼申し上げます。今後とも、より自分に磨きをかけるため、様々な経験
を積み、日々精進いたします。
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グローバルに活躍する人材になるために
―みずほ銀行デュッセルドルフ支店―
経済学部２年次生

Overseas internship

友利 郁也

今回このプログラムに志望した理由は、昨今のグローバル社会で求められ
ている、世界で活躍できる人材に必要な能力と資質を身に付けたいと思った
からです。今年の春、副専攻として「国際専修コース」の履修を開始し、日
本に学びに来た外国人留学生と一緒に授業を受ける機会がありました。そこ
で留学生と交流を深めることにより、様々な国の文化や思想に触れることが
でき、自分の知らない世界があることに改めて気付かされました。真の意味
でグローバルに活躍できる人材になるためには実際に海外に身を置き、現地
で働くことで直に他国の文化や風習を学び、海外に対する視野を広げる必要
があると思い、今回志願するに至りました。
インターンシップの内容としては大きく３つありました。一つは銀行業務に関するレクチャーの受講です。２週間の間
このレクチャーは休日を除いて毎日欠かさずあり、お客様と密接に関わる Credit & Customer Relations 課から支店の資金
繰りの責任を担う資金課まで、支店を支える全ての課の業務について学ぶことができました。ただ受動的に聞くだけでな
く実際の業務を体験する機会や、テレビ会議に参加させていただくこともあり、学生では体験することができないことを
経験することができました。またレクチャーの合間には余談としてドイツの風習や労働環境について学ぶこともできまし
た。
そしてもう一つの業務として、その日に学んだこと、課題に感じたことを日誌にまとめることを義務づけられていまし
た。レクチャーを担当してくださる方の割合が半分日本人、半分ドイツ人だったため、日本語でレクチャーを受けた日は
日本語、英語の日は英語で書きました。特に難しくないと最初は感じていたのですが、書くことを重ねていくうちに、そ
の日のレクチャーで理解ができていない部分が浮き彫りになっていき、何度も添削をしていただき、夜遅くまでかかった
日もありました。しかしこの日誌のおかげで、レクチャーで教わったことがあやふやなまま終わらず、しっかり自分で理
解できている段階まで落とし込むことにつながりました。
そして本インターンシップの集大成としてインターン生には各自担当する企業が割り当てられ、その企業について分析
し支店長の前でプレゼンする場が与えられました。この準備をするために企業の財務諸表を見て分析し、実際に顧客との
面談に同席することもありました。その際改めて会計学と金融に関する知識不足を感じ、壁にぶつかりましたが、周りの
社員の方がサポートしてくださったおかげで完成できました。
今回の海外インターンシップを通して、日本では、また普段の学生生活ではできない多くのことを体験することができ
ました。様々な知識をインプットできただけでなく、今後自分の将来の夢に向かって何が足りないかを認識できる貴重な
機会でした。
最後になりますが、今回インターンシップに受け入れてくださったみずほ銀行デュッセルドルフ支店の皆様、同経会の
皆様、経済学部事務室の皆様、及び関係者の皆様、心より感謝いたします。この貴重な経験を残りの大学生活だけでなく、
今後社会に出た後も活かしたいと思います。
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役員だより ◆

道しるべとなった父母会に感謝

今年度、初めてイブ祭を訪れる機会がありました。土日に重なり、オー
プニングから、大変な賑わいでした。
生き生きと活動する学生の皆さんと、大学の素晴らしい雰囲気に、この
同志社大学経済学部で過ごした日々は、息子にとって人生の宝物になるこ
とを確信致しました。
４年前の春、美しく咲き誇る桜と、賑やかなサークル勧誘、その華やか
さが眩しいような不安な気持ちで出席した入学式。知らない土地で、学生
生活をスタートすることに、親子それぞれの不安と期待が混在した気持ち
で、京田辺のキャンパスを歩きました。入学式後に参加した新入生父母歓
迎会で、
「大学に父母会?!」と驚いた一方で、とても安心したことを思い
出します。
父母会で企画された多彩な行事に参加する中で、子どもの学生生活をサ
ポートする上で親が注意するべきこと、就職活動の進め方やその心構えな
どを、先生方や先輩学生の皆さんそして何より、先輩ご父母の方々から、
直接お話を伺うことができたことは大変ありがたいことでした。
知り合いのない京都での学生生活を、遠く九州の地から、不安に思いな
がら心配することしかできませんでしたが、父母会行事に参加するたびに、
今の時期に何をするべきか、
その時々の子どもとの大切なコミュニケーショ
ンツールをいただき、具体的なサポートができました。特に、就職説明会
で様々な角度からお話を伺う機会をいただいたことで、親としての心構え
ができたと思います。
京都父母会や地方父母会では、先生方に成績表を見ていただきながらの
個人懇談の中で、各年次ごとに大切なポイントをご指導いただき、理解を
深めることができました。そして、Ｕターン就職のお話を伺うことで、具
体的な対策をお土産に持ち帰ることもできました。
また、同じ地域から、京都での学生生活を見守る親同士の交流ができま

役員だより

したことは、大変有意義なことでした。毎年、お会いする度ごとに、交流
が深まり、お互いの心配ごとや子供達の近況を分かち合うとても良い機会
になりました。
さらに、先輩学生の皆様の就職活動体験談は、参考になるポイントがた
くさんあり、我が子も後に続いて欲しいと心から願うことでした。息子に
とっても大変興味深かったようです。
毎年のようにスケジュールが変更され不安に感じていた就職活動も、大
学のキャリアセンターを活用させていただき、早めに各企業の先輩方を訪
ねてお話を伺い、自分自身に向き合い考えをまとめることができたのも、
父母会で先生方からアドバイスをいただいたおかげです。

りか

◇副会長

林

入学以来、常に道しるべとなって、父母会に道を示していただきました。
また、大学生活の内容にとどまることなく、卒業後のライフプランにま
で及ぶ視野の広い先生方のご講演を拝聴致しますと、学生達に対する温か
い眼差しを感じ、光に照らされた思いで、その光のほうに進んで行けば大
丈夫という気持ちになりました。
ご父母の皆さまにおかれましては、在学中、色々な父母会行事に複数回
ご参加なさることをお薦め致しますし、ホームページもご活用いただけれ
ばと思います。
最後になりましたが、経済学部長 新関教授、前学部長 竹廣教授を始め、
参与の先生方、事務局の皆さまに、心より感謝致しますとともに、同志社
大学の益々のご発展をお祈り申し上げます。学生生活の応援団の一員とし
て、父母会行事に関わることができましたことに深く感謝申し上げます。
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四年間というのは早いもので、もうすぐ息子は卒業の春を迎える事にな
りました。父母会事務局から「役員だより」の原稿依頼があったのを機に、
この四年間の父母会を振り返ってみようと思いました。
東京の小・中・高一貫校のサッカー部で、サッカーしかしてこなかった
一人息子が京都の同志社大学で、ましてや体育会でサッカーを続ける事に
なった時、とても複雑な気持ちでした。関東で生まれ育った私にとって、
京都は修学旅行で行った遠い観光地でした。周りの友達は、息子が大学で
京都に行くなんて羨ましい、といってくれましたが、家族が離れて暮らし
たことが無かった事もあり、18歳の息子を手放すのは本当に寂しい気持ち
でした。
京田辺校舎での入学式の後、初めて父母会に出席した時は、大学にも父
母会があるのだと驚きました。
しかし、遠く離れて暮らすことになる息子の大学生活を少しでも知るこ
とが出来るなら、と思い委員登録をしました。

父 母 会活動を振り返 っ て

今年度、副会長を務めさせて頂きました、岡村くみ子と申します。

役員だより ◆

１年次生～２年次生は委員として父母会行事に参加し、京都に来る回数
も息子に会う機会も格段に増えました。３年次生になる前に前・東日本支
部長の方から、後任をぜひとの依頼があり、お引き受けしました。京都で
の行事に加え、地方父母会へ出席することになり、東京、郡山、高崎など
へ出向き、各地のご父母の方とお話ししたり、地元企業の方の講演を聞い
たりと貴重な経験ができました。
今年度は副会長として本部の仕事もさせて頂き、各行事について協議し
たり、京都観光の企画にも加わらせて頂きました。昨年秋の嵐山のトロッ
コ列車は私と、同じ副会長の方の熱烈な希望を通して貰い、大人気ですぐ
募集人数が集まったと聞いて大変嬉しかったです。就職説明会や教育講演
会などでは、京都の方はもちろん、地方の役員さんとも親しくお話をさせ
て頂けて、とても楽しい役員生活でした。
息子の高校時代のお母様方などから、
『大学の父母会の役員、京都なの
に遠くて大変ね』とよくいわれました。地方の父母も京都の父母と同じ同
志社大学経済学部の父母会会員であり、地方の父母だからこその心配もあ
ります。父母会の役員になった事で、大学の事や履修の事、就職活動につ
いても身近なものに思えました。
不安でいっぱいだった入学式からは想像も出来ない楽しい四年間でした。
各ご家庭の事情やお考えもあり、ご参加頂けない方も多いのですが、ぜ

ちになれるのではないでしょうか。
していきたいと思っています。
最後になりましたが、学部長の先生をはじめ、参与の先生方、事務長、

くみ子

千年の都と言われる京都の歴史ある同志社大学で学べた事を私も大事に

◇副会長

役員もしてもらえれば、普段と違う経験やもう一度学生の時のような気持

岡村

ひ父母会行事に出席して頂けたらと思います。委員登録や、機会があれば

事務局の皆様、父母会役員・会員の皆様にはたいへんお世話になりました。
同志社大学経済学部父母会のますますのご発展をお祈り申し上げます。
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役員だより ◆

ご 縁 に感謝して

光陰矢の如しと申しますが、息子が同志社大学の門をくぐりまして早や
４年になろうとしております。
親元から離れて一人暮らしを始めるにあたっ
て、安堵と心配と寂しさが入り混じった複雑な心持ちだったことが、昨日
のことのように思い出されます。
同志社大学と我が家のご縁は、娘が他学部ではありますが卒業生ですの
で８年来。しかし父母会の行事に初めて参加しましたのは、息子が２年次
の秋の地区会のことでした。
地区会では先生や職員の方々が京都よりお越しくださり、大学や学生の
様子、就職状況など丁寧にお話しくださいました。また個人懇談では、成
績表をもとに単位の取得状況、ゼミや留学のことなど、日頃漠然と不安に
思っていたことを、ご相談させていただきました。ひとりひとりの学生を
大切に親身に考えていただき、大学と父母の距離が縮まり、大変心強く思っ
たことを覚えております。また、希薄になりつつある地域のつながりを父
母の皆様との交流で感じることができたのも収穫でした。
親世代の経験や知識では今どきの大学生の価値観とはかみ合わないこと
も多々あるかと思いますが、その最たるものは昨今の就職活動かもしれま
せん。年に２回開催されます就職説明会では、最新の就職状況とともに、
就活スケジュール、保護者に求められる関わり方など、有意義な情報を知
ることができました。離れて暮らしておりますので、親としてサポートで
きることはなかなかなく、ただ見守るのみですが、情報を共有しているこ
とは親子のコミュニケーションの一助になることと思います。
今年度は思いがけず副会長の任を与えていただきました。ご指導をいた
だきながら大学とご父母の架け橋となるべく行事のお手伝いをいたしまし
たことは、楽しく貴重な経験となりました。千年の都京都にある同志社大
学経済学部父母会だからこそできる京都観光はとりわけ思い出深いもので
した。春の南禅寺、秋の嵐山、親睦を深めつつの散策はまたとない機会で
した。
現在休学して海外長期インターン中の息子は、春には復学して卒業まで
の間しばらくお世話になりますが、私はこの三月で一足早く役員を卒業い

◇副会長

寺西

たします。娘は大好きな京都に時折「帰って」いるようですが、息子もそ
して私も「帰れる」場所が京都で、そして同志社大学であるご縁に感謝し
ております。

由美

最後になりましたが、先生方、事務局の皆様、ご父母の皆様、大変お世
話になりありがとうございました。心より御礼申し上げます。
今後ますますご縁の輪が絶えることなく繋がって大きく広がってゆく父
母会でありますようお祈り申し上げます。
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能できる。学内にはチャペルをはじめ、新島先生と当時を彷彿とする建物が並び、
絵になるおしゃれな空間をいくつも発見。なんて素敵な空間でしょう。できるこ
とならもう一度学生に戻って、このキャンパスで学びたい！と思うのは私だけで
しょうか？
私の学生時代は、郊外の広大な敷地に移転した大学に、バスに１本乗り遅れた
ら、原付バイクで30分もかけて通ったものでした。娘に話すと説教に聞こえるよ
うですが、３年次になって次第に就活を意識するようになり、
『京都の大学に通っ
て、面接で京都のこととか、新島先生のことを聞かれることもあるみたいよ。ハ
リス理化学館に行って新島先生の「自責の杖」を見て来たら？』
『えっ、何それ？』
やった～！食いついてきた～！こんな会話ができるのも、経済学部父母会主催、
年２回の就職説明会に参加した恩恵です。
本年度より、父母会副会長を拝命いたしました。せっかくいただいたご縁を大
切にして、この１年間の父母会行事は皆勤賞です。その結果、先生方の講演では、
まさに目からうろこが落ちる思いを実感し、学生さんの活動報告には限りない可
能性と将来性を感じ、希望をたくさんいただきました。

父母会行事が楽しいんです

地下鉄今出川駅を降り、同志社大学今出川キャンパスに通じる階段を上ると、
そこが良心館。西門から外を覗うと御所の塀が続き、一駅歩くと悠久の歴史を堪

役員だより ◆

就職説明会では、まず、私たち親世代の就活と今では全くシステムが違うこと
を理解することからはじまり、膨大な情報の中から数十社にエントリーシートを
登録することなど、今の学生さんたちは本当に大変で、基本は、第一印象は３秒
で決まり、変わらないということや、子供が自分自身で気づかないことを親はア
ドバイスできるということ、就活にはお金がかかるので、親の協力が大切なこと
など、具体的で現実的な言葉に、一喜一憂しました。もっともっとあるのですが、
父母会会報に掲載されていますので、ぜひご覧ください。
就活はマラソンだと思いました。選手にタイムとかペース配分を伝令し、給水
やスペシャルドリンクを調合して体調管理を行い、沿道では旗を振る応援団をこ
なすことです。子供の自主性を重んじて、ただおまかせにするだけではなく、適
切なアドバイスと情報を共有しながら傍らで見守り、静かなエールをチームプレ
イで送り続けることが、就活を安定して長続きする秘訣だと思いました。実際に
は思い通りにいかないこともあると思いますが、これから始まる娘の就活が楽し
みに思えてきました。
活動報告では、実現可能で企業も注目するようなビジネスプランを立て、ロジ
カルで力強いプレゼンテーションを行う学生さんや、継続して行われているゼミ
の里山保全活動で、収穫した無農薬の穀物とそのお菓子の販売を行う学生さんた
ちの将来を見据えた活動には、同志社大学愛が感じられ、たいへん誇りに思いま
した。
OB、OG の皆様が素晴らしい活躍をされていて、講演の中で後輩に向けて、具

くさんのご父母の方と交流して、いろんなご意見や有用な情報を教えていただき、

寿

とても充実した父母会ライフを送らせていただいています。

◇副会長

方や事務局の方と身近に接することで、視野が広がり、京都観光や父母会で、た

山口

体的なアドバイスをくださることもとても参考になりますし、経済学部の諸先生

先日、留学中の長男のいるイギリスに就活前のこのタイミングしかないと、初
めて家族全員で行って参りました。キリスト教文化圏の伝統ある美しく堂々とし
た建物に憧憬しつつ、ロンドンオリンピックを成功に導いたレガシーを、2020年
の東京で社会人になった子供たちが、何らかの関わりを持っている雄姿を想像し
て、凍てついたグレイの冬空にむけて思わずほころんだ顔になりました。
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役員だより ◆

一 期 一会

入学式、今出川の校門をくぐりましてから早いもので４年を迎えました。
こうして原稿を書く機会を与えてくださり、お世話になりました参与の先
生方をはじめ父母会事務局の皆様、先輩の役員様方、そして今現在ともに
活動しているお仲間おひとりおひとりの笑顔が、次々に目に浮かんでまい
ります。この同志社大学経済学部父母会で委員として、また役員として活
動させていただいたことは、とても幸せなことだったと深く感じています。
それは経験された方ならばきっと同じことを思われるでしょう。
京都といえばみんな憧れの場所ですが、愛知県から兵庫県に嫁いできた
私には遠い場所に感じました。しかしこうしてご縁をいただき何度も大学
に足を運ばせていただきますと、憧れに親しみがプラスされ居心地の良い
身近に感じる場所になりました。特に京都の顔であります京都タワーの姿
は訪れる度に必ずカメラに収めています。親元を遠く離れ学ぶ学生たちや、
子どもに会いに訪れるご家族がいろいろな思いを胸に見上げるあの美しい
タワーは、それらをすべて受け止め大きな愛で見守ってくれているかのよ
うに感じるからです。
子育ての終わりとはいつなのでしょうか？子育ての最終目標は何なので
しょうか？
子どもが社会に出る前に親は何をしてやればいいのか、どんな存在であ
ればいいのか。
父母会で行われます教育講演会や、就職説明会では学部長の先生方と講
師の先生方からたくさんのヒントを教えていただきました。何回かお聞き
するたびに見えてくるものがあり、大学生の親としてずいぶん成長させて
いただきました。私たち保護者の年代で時間が有り余って困るという方は
少ないと思います。しかしお子さまが大学生の期間はたったの数年間です
ね。優先順位をすこし変えて是非大学のほうへ足を運んでみませんか。私
も同志社の歴史ある素晴らしい建造物や雰囲気、学生たちや父母会での様
子に何度か触れる度に、この学校を選んでくれてありがとうと息子に感謝
の気持ちでいっぱいになります。
日々どんな生活をして活動は何をしているのか聞いても詳しく教えては
くれませんが、４年目の秋、息子は初めて祖母を紅葉見物に招待しました。
４年間で得た京都の魅力を存分に案内してくれたそうです。ありがたいこ
とに就職も早くに内定をいただきました。
大学生という精神的に自由な環境の中でも、同志社大学での学問を通じ
また同志との出会いを通じ人として大切な心、自立した成長をしてくれた

◇監事

河嶋

ように思います。これらのことは一生の財産になり、人生の基盤になるこ
とは間違いないでしょう。
私も父母会を卒業するのはとても寂しいですが、息子と同様にたくさん

栄里子

の経験、そして出会いという財産をいただき４年の歳月を振り返ると胸の
中がとても温かい気持ちになります。
最後になりますが、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から感謝を申し上げま
す。
これからも父母会のますますのご発展を祈念いたします。
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