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　紅葉の候、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より同

志社大学経済学部父母会の活動にご理解、ご支援をいただき心より感謝しております。

　本年度の父母会活動のスタートとしまして５月６日、同志社大学の今出川校地にて春の就職説

明会を開催させていただきました。㈱インテリジェンス　佐藤裕様のご講演では、新卒入社後の

３年以内の離職率が40%に近づき、企業と学生の間にキャリアのミスマッチが起こっていること、

最良のキャリア選択のきっかけとしての大学生活の歩み方とライフデザインを行うことの重要性

についてなど大変興味深いお話をいただきました。また、同講師の佐藤様によります、学生とご

父母の皆様を対象としました合同のキャリアアップセミナーを５月20日に開催させていただきま

した。時代とともに変化する“企業を見る目”、そして、一般的な自己分析手法とは異なり、自

分の軸を持ちアクションを起こすことで培われる“自分を見る目”、を持つことの重要性につい

てなどご講演いただきました。本セミナーでは、学生の皆様、ご父母の皆様、一般の社会人とし

て出席の皆様が合同で参加し意見交換することで得られたことも多かったと思います。

　５月７日の春の京都観光では、昨年の秋の京都観光に引き続きまして、トロッコ列車と嵐山嵯

峨野めぐりを開催させていただきました。GW中にもかかわらず67名のご父母の皆様のご参加が

ありました。今回も京都学講師としてご活躍の「らくたび」の皆様に、素晴らしい時間をご提供

していただき、ご父母どうしの親睦もより深まりました。

　各地方の父母会は本年度も多くの先生方のご協力をいただき開催させていただきました。経済

学部の学びについてのお話、学業履修等についてのお話、個人面談、１年次生のご父母を対象の

お話、そして講師の方々による各地域での就職状況についてのお話、経済学部の現役生、OB、OG

の方々によります就職活動や学生生活に関するお話等のたくさんの情報をお伝えすることができ

たと思います。ご父母どうしの交流の場ともなりました各会場では皆様から「同じ学年のご父母

どうしで、情報の交換ができて良かった」など様々なご意見を頂戴することができました。

　父母会の行事はこの後、徳島や高崎会場などの地方父母会、10月21日の今出川校地での秋の就

職説明会、京都観光、年が明けて２月24日の今出川校地での教育講演会、京都観光と続きます。

詳しい内容につきましては経済学部父母会のホームページにてご確認いただけますのでお気軽に

アクセスください。また、父母会ではご父母の皆様のお声を１人でも多く会に反映させていきた

いと考えております。多くのご父母の皆様の委員登録をお待ちしております。お申込みもホーム

ページ上から可能ですのでよろしくお願い致します。

　経済学部父母会は子供たちの学生生活を少しでも充実したものにしたいというご父母の思いと

ともに歩んでまいりました。ご父母の皆様からは貴重なご意見を本年度もいただいております。

今後とも父母会活動に皆様のより一層のご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。

　最後に本年度父母会行事に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

事務長様、事務室の皆様、父母会事務局の谷口様に心より感謝申し上げます。

ごあいさつ 経済学部父母会　会長

丹　羽　一　之
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春の就職説明会

パーソルキャリア株式会社
佐藤  裕  氏

景気が回復傾向にあり、

就職率が上昇しつつあるとはいえ、

企業とのミスマッチや、複雑な就職活動に

悩まされているという声もよく聞かれます。

本日は就職活動に詳しい３名のゲストをお迎えして、

学生が自分らしく活躍できる未来へ進むためには

どうすればいいのか、親子で心がけておくべき

ポイントについてお聞きました。

＜開催日＞
2017年５月６日（土）
＜開催場所＞
同志社大学良心館

後悔することなく、
自分らしい未来を切り拓くために
親子で心がけておくべきこと。

合同会社エデュセンス
奥村  みずほ  氏

ヤンマー株式会社
平井  俊介  氏
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これまでの就職活動を見直し、　　　
「思考力」と「理解力」の育成にシフト。

　パーソルキャリア株式会社で人事責任者をしております
佐藤と申します。本日は、入社後のミスマッチがなぜ起き
るのか、また大学でのどのような活動が就職活動の後押し
になるのかについてお話ししたいと思っています。
　はじめに先輩のデータからご紹介すると、現在28歳の
時点で就職活動に後悔している人の割合は80％、入社３
年以内での離職率は35％といわれています。しかし、厚
生労働省のデータでは、ここ20年間で入社３年以内の離
職率はほぼ横ばいという結果が出ています。この構造は非
常に単純で、就職活動を始める学生は同じような就職活動
をしてきた先輩や正解のないメディアに頼るからです。ま
た、親の目を気にして大事な判断を誤る学生も多く、それ
は自分がどうなったら幸せなのかを理解する前に他の情報
に流されて動き始めてしまうからです。
　就職活動を始めた学生は、エントリーシートで自身が優
秀であるように書くよう添削されがちですが、これは誤り
です。また、面接のために夢や志望動機、ゼミやサークル
での活動を清書して暗記する学生もいますが、もうそれが
通用する時代ではありません。極端な話、学歴や大学での
経験は評価の対象ではなく、それらの「裏側」が評価され
ているといえます。冒頭にお伝えした35％の離職率は企
業にとっては致命的で、企業側もこれまでの採用方法が間
違っていたと気付き始めています。就職活動で学生は皆同
じようなスーツを着て、本来の自分とは異なる「理想の就
活生像」を作ってきます。これまではその中で一番学歴や
見た目がよく、話が上手な学生に内定が与えられていまし
たが、この方法で採用すると、入社後にその学生の「作っ
ていた部分」がどんどんはがれ、企業と学生との間にミス
マッチが起きていました。そこで企業は、学生の見抜き方
をどんどん進化させてきています。

　では現在、企業は何を評価しているのか。それは「学生
時代に意図的にどのような能力を伸ばしてきたか」という
点です。例えば私が面接官なら、「この学生に一億円の投
資ができるか」で判断します。そしてそれを何年間で回収
できるかをシミュレートしながら様々な質問をします。個
人的に大学時代は何をしていてもよく、面接官の知らない
世界をきちんとプレゼンテーションできているかを見てい
ます。それには思考力や理解力といった社会人基礎力が必
要になります。つまり面接ではそれらの力を大学時代に身
に付けたかどうかが評価されているということです。

市場の変化を読み解き、　　　　　
「するべき」・「行くべき」で判断を。

　では普段の生活でどうすればそういった能力が伸ばせる
のか。それにはまず「市場の変化」を理解することが必要
です。現在は過去を振り返る活動はほとんど評価されませ
んし、それは未来を見誤ります。必要なのは未来志向で
す。今後日本はどんどん変化し、2050年には人口も約１
億2,000万人から約8,000万人に減るといわれています。
労働人口も約6,000万人から約4,000万人に減り、GDP が
大きく下がります。それらを想像しながら、「今どのよう
な力を身に付けるべきか」を考えるのが非常に重要で、こ
ういった話をするのが現在の面接のポイントになっていま
す。さらにいえば、現在の成長率を0.8％ずつキープする
ためには、2025年には日本の労働人口は約600万人足ら
なくなり、若者は非常に厳しい環境の中で人生を設計して
いくことになります。これらを考えると、「憧れ」や「過
去の自身の傾向」は通用しなくなると思います。「何をし
たい」・「どこに行きたい」ではなく、「何をすべきか」・

「どこに行くべきか」が重要になってくるということです。
　私はワークで学生に「５年後日本は消滅します。今後ど
う生きるかを考えてください」という問いを投げかけま

就
職
説
明
会

入社３年以内の離職率が約３割といわれる現在、

企業と学生のミスマッチはなぜ起きてしまうのか。

若者のキャリア形成支援プロジェクトに携わる佐藤さんに、

「正しい就職活動」についてのアドバイスをお聞きしました。

パーソルキャリア株式会社　佐藤  裕  氏

増え続ける入社後のミスマッチ
～学生と企業のすれ違い～



す。そうすると「ここに就職したい」という考えがなくなり
ます。なぜなら未来をきちんと想像できれば、現在の行動
原理が変わるからです。これが就職活動の基本原則です。
　現在、IT 技術が急速に進化していますが、私が高校生
の頃はポケベルが全盛期でした。当時は世界一の技術で人
気の業界でしたが、現在それを使っている人はまずいませ
ん。つまり、目の前の商品やサービスに憧れても、すぐに
時代は変わるということで、現在人気のアプリ産業も10
年後にはなくなっているかもしれません。ぜひマーケット
を先読みしてほしいと思います。
　お子様に聞いてみていただきたいのが、「将来、AI（人
工知能）の発展で何％の仕事が失われるか？」という問い
です。答えは49％で、人間を必要としない仕事が増えま
す。これを知らずに就職活動を行うと、手にした仕事が
AI 対象となり、リストラされる可能性が出てきます。大
切なのは、これまで生きてきた18年間のデータベースは
捨てて、意図や目的のある活動をすることです。それを意
識すると、大学での授業の取り方も変わってくると思いま
す。
　お子様に次のような質問をしてみてください。「南極で
氷が売れると思う？」、「砂漠で砂を売る方法は？」。突然
で驚かれるでしょうが、実はこれらを考える力が必要にな
るのが現在の就職活動です。今の学生はわからないことは
すぐに検索しようとしますが、一度自分で考えて思考力や
発想力を鍛えることが大切です。正解などありません。企
業は学生の思考力が低下していると考えているので、面接
ではキラリと光る思考力が問われています。
　就職活動で求められている社会人基礎力は、いわゆる厚
生労働省などが発表しているものとは異なります。「コ
ミュニケーション能力」は、大学の仲間内だけで通用する
ものではなく、様々な相手と話ができる能力を指します。
初対面でいかに自分を印象付けられるかといった「印象力」

も大切で、「空気を読む力」も社会に出てからは必要です。
そのほかにも、物事を構造的にとらえる「ロジカルシンキ
ング」や、自分の考えを相手に伝える「伝達力」、他人のい
うことを咀嚼できる「理解力」も大切です。ちなみに外資系
企業では、次の５つの「Ｃ」（「Critical thinking」、「Creativity」、

「Communication」、「Collaboration」、「Character」）が評価され
ますので、これらを伸ばすことが重要です。
　今の学生に求められるのは、今後の日本を想像すること
と、グローバル人材の意味を理解することです。ビジネス
におけるグローバル人材の定義は、海外で自国について語
れる人のことを指します。そのツールとして英語があれば
よく、自身のミッションや自社について伝えられる力が問
われています。また、この先の日本のマーケットに対する
理解も重要ですので、大学１年生の時から社会の裏側を理
解し様々な角度からアドバイスできる社会人とつながるな
ど意図的に行動してほしいと思います。最後は時代にあっ
たライフデザインを描くことです。今は残念ながら未来が
全く見えない時代です。昔と比べて外資系企業は増え、合
併や倒産は珍しくなく、転職は普通のことになりました。
最近の学生はよく「安定したい」といいますが、今求められ
る安定は、明日会社をクビになったとしてもどこの会社で
も活躍できる力を身に付けていることです。この点を理解
していると、視点も変わってくるのではないでしょうか。
　企業はミスマッチを防ぐために、学生の本質を見抜きに
かかっています。企業が何を求め、どこを見て判断するの
かを理解して、大学１年生からその力を身に付けていって
ください。大手企業に入社することが必ずしも幸せではな
く、自身のライフデザインにあった企業に入社することこ
そが幸せにつながります。後悔しない就職活動のために大
切なのは未来志向です。この先の日本を想像し、そのため
に身に付けておくべき力は何かを考えるところから始めて
ください。本日はありがとうございました。
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【Q.1】
現３年生の子どもに伝えるべきことは何ですか？
【A.1】
インターンシップや説明会に参加しても、企業は表向
きのことしかいいませんので、社会や企業の裏側を理
解し利害関係なく伝えてくれる人に相談するよう勧め
てください。あとは、未来をきちんと理解して、「す
るべき」・「行くべき」というロジックを立てることが
重要だと伝えていただければと思います。

【Q.2】
古い価値観の保護者がアドバイスするのは難しくて
困っています。
【A.2】
就職活動に失敗した方のお話を聞くといいかもしれま
せん。現在は大手企業でも内定が取りやすい時代です
が、実態をつかめていないとドロップアウトにつなが
ります。転職をすると同期から遅れをとり、苦労する
ことも多々ありますので、そういった方のリアルな声
が参考になるのではないでしょうか。

【Q.3】
「働くイメージができない」という子どもに有効なア
ドバイスは？
【A.3】
一番いいのはインターンシップで働く現場に入り込む
ことです。それが難しければ、説明会などで企業に

「入社３年目の女性は今どの部署でどんな仕事をして
いますか？」など、具体的な答えが返ってくる問いを
投げかけることをおすすめします。

●質疑応答●

＜プロフィール＞

佐藤  裕  氏

外資系企業にてセールス＆コンサルタント職に従事。
2007年、株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社。
人事、営業マネジャー、キャリア領域部門ゼネラルマネジャーなどを経験し、
現在は採用責任者のほか、以下を兼任中。
●株式会社ベネッセi-キャリア 特任研究員
●関西学院大学 フェロー
●デジタルハリウッド大学 非常勤講師
●BSジャパン『ジョブレボ！ -Job life Revolution-』コメンテーター

また、全国の学生を対象にした能力開発・キャリア形成支援プロジェクト「CAMP」を実施し、
入社後、学生がそれぞれの道で活躍するための就職活動を広めています。

★５月20日（土）には、実際に「CAMP」を体験できる
学生対象のキャリアアップセミナーを特別開催していただきました。

◆労働人口の不足：http://rc.persol-group.co.jp/roudou2025/ を参照
◆仕事がなくなる？：https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx を参照
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　奥村みずほと申します。本日は、「子どもの力になれる
親になる」というテーマでお話をさせていただきます。
　まずは就職活動中のお子様をどう励まし、どう発破をか
ければいいのかについてですが、以下が NG 例ですので参
考にしていただければと思います。一つ目は、ほめておだ
てること。二つ目は、その場しのぎの嘘をつくこと。三つ
目は、いいところを探そうとして無理をすることです。ま
た以下のような発破のかけ方も NG です。一つ目は、人の
せいにすること。二つ目は、人生が失敗するかのように脅
かすこと。三つ目は、人格を否定して精神的に追い詰める
ことです。これらを心に留めながら、次は楽しみながら子
どもの支え方について考えていきましょう。

４つの性格タイプの持ち味と 　
社会での役割を知ってサポート。

　本日お配りしたプリント【図①】・【図②】は、占い半分
のつもりでうけていただきたい、心理学を用いた分析手法
です。これを使ってお子様の性格や考え方のクセなどを分
析し、それぞれのタイプにどのようなサポートが効果的な
のかを探っていきたいと思います。まずは、【図①】の

「質問シート」にある①～㊽の質問に、お子様が当てはま
ると思われる度合い（１点～５点）を、【図②】の「回答用
紙」の空欄に書き込んでいってください。その欄を縦に足
した数字で、お子様の性格タイプがわかります。
　この方法では、次の４つのタイプに分類されます。太陽
マークの「決断タイプ」は、華やかなリーダー気質。負け
ず嫌いで失敗を恐れずにチャレンジでき、結果にこだわる
傾向があります。星マークの「創造タイプ」は、アイデア
豊富なムードメーカー。好奇心旺盛で、ルールに縛られず
に独自の視点で物事をとらえることができます。ハート
マークの「協調タイプ」は、優しい気配り上手。文字通り
協調性を重んじて、他人を尊重しながら忍耐強く物事に取

り組みます。木のマークの「堅実タイプ」は、責任感と実
行力に優れたタイプ。基礎の反復を好み、時間をかけて着
実に物事を進めることが得意です。
　次に各タイプにどのような役割が向いているかについて
ですが、全体の相関図【図③】を見ると、「決断タイプ」
と「創造タイプ」が上側に来ています。この２つは基本的
に物事を自力で進めることが大切だと考えていて、例えば

「決断タイプ」はみんなを引っ張っていく船長タイプ、「創
造タイプ」は未来を想像・予測する作戦タイプです。反対
に下側の「協調タイプ」と「堅実タイプ」は、周囲の状況
を冷静に観察するタイプです。「協調タイプ」はみんなが
安心できる環境を作るアテンダントタイプ、「堅実タイ
プ」は問題が起きないようにきっちり準備をしてから物事
を進める機関士タイプです。これは「何が向いていて何が
向いていない」や「こういう仕事を選択させればいい」と
いう話ではなく、自分にはどんな役割があり、どこへ向
かって進めばいいのかを知っていただくために挙げた例で
あり、自身の特性を知ることで人の役にたてる人間になっ
てもらいたいというのが一番の願いです。

タイプによって関わり方は様々。
決めつけずに、柔軟に対応を。　

　それでは、それぞれのタイプの励まし方／発破のかけ方
について見ていきたいと思います。はじめに「堅実タイ
プ」への接し方ですが、このタイプを励ます時は、数字を
使って具体的にほめることがポイントです。単に「すごい
ね！」というのではなく、「ここをこうしたから良かった
んだね」と具体例を挙げることで納得し、モチベーション
も上がってくると思います。このタイプが落ち込んだ時
は、「なぜ失敗したんだろう？」と答えを探し出そうとす
るので、その時はごちゃごちゃと横入れはせず、改善点や
お子様の中にある答えを引き出すサポートをしてほしいと

ストレスの多い就職活動を続ける子どもたちを

親としてどう支え、どのようにしてその長所を伸ばせばいいのか。

子どもの表現力を育てる活動をされている奥村さんに、チェックシートで導き出した

４つの性格タイプにあった関わり方についてお聞きしました。

合同会社エデュセンス  代表　奥村  みずほ  氏

就活のストレスをもつ
子どもたちの力になれる親になる

春の就職説明会
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思います。あくまで冷静に、段取りをふんで説明すること
が大切です。
　次に「決断タイプ」への接し方ですが、このタイプは失
敗すると機嫌が悪くなり、攻撃的になることがあります。
このタイプを励ます時は、まずはチャレンジをほめてあげ
てください。彼らにとっては、挑戦したことが何よりのモ
チベーションですので、そのチャレンジを「頑張ったね。
でもちょっとやり過ぎたね」くらいに盛り上げると、アド
バイスも聞いてくれやすくなると思います。理由の追求や
長々としたお説教はせず、できるだけ短い言葉で盛り上げ
てあげると効果的です。発破をかけたい時は、いいたいこ
とを全部いわせて怒りを発散させるのがポイントで、落ち
着いてから機嫌が悪い理由を聞いて、話し合うといいで
しょう。このタイプには、「すごい！君はできる！」な
ど、ポジティブな意見が力になります。
　続いて「協調タイプ」への接し方ですが、このタイプは
日々の努力に寄り添うことが大切です。こまめに様子を見
ながら優しく話しかけ、話を聞いてあげるのがいいでしょ
う。このタイプが落ち込んだ時は、うまくいかなかった事
実に対して萎縮して、全てが良くない状況に思えてしまっ
ているので、その際のサポートが何より必要になります。

「世界は敵じゃないよ。私がついているから大丈夫」と、
とにかく伝えてあげてください。一緒に頑張るスタンスで
いることが大切です。立ち直ったあとも失敗を引きずって
いることがあるので、様子を見ながらこまめに声をかけて
あげてください。
　最後に「創造タイプ」への接し方ですが、このタイプが
失敗しても、まずはアイデアや個性を認めてあげてくださ
い。時々理解できない行動に出たりもしますが、このタイ
プは最初の一歩を踏み出すアイデアマンですので、目のつ
けどころや好奇心、発想の面白さを認めてあげることが大
切です。失敗した時は思ってもみなかった結果に驚いて一

瞬立ち止まってしまいますが、その後きちんと反省するの
で、すぐさま怒らないであげてください。自分で考える力
を持っているので、「何で失敗したと思う？」と聞いてあ
げると、答えが導き出せると思います。懇々とお説教をさ
れると考えるのが嫌になってしまいますので、短い言葉で
反省を促してあげるのがポイントです。
　これらは必ずしも全員に当てはまるわけではありません
が、お子様の個性は本当に様々で、それによって関わり方
が異なることをサポートする側が理解していることが何よ
り大切です。大学生だと自身の個性に気付いていない可能
性もあります。社会に出てから経験を積んで、やっと「自
分はこういう人間なのか」がわかってくるのではないで
しょうか。その頃までは「あなたはこういう人間だ」と押
しつけるのは非常に危険で、お子様の未来を狭めてしまう
ことにつながりかねません。ですので、今回の性格診断を
参考にして、「この状態は○○タイプの要素なのかも。そ
れじゃあこんな風に関わってみよう」と、ロジックを立て

【図③】それぞれのタイプに向いている役割イプに向いている役割

●協調タイプ：アテンダント
みんなが安心できる雰囲気を作ったり、
つらい人を見つけて看病できる

●決断タイプ：船長
リーダーになり、決断力をもって
周りを引っ張ることができる

●堅実タイプ：機関士
船が異常なく進めるよう、
エンジンや荷物などの点検ができる

●創造タイプ：作戦
未来を想像・予測して、
新しいアイデアを出すことができる
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て動いていただけたらと思います。そうすると打開策につ
ながるかもしれません。

接し方次第で個性は武器に。
親子で自己理解を深めよう。

　過去に、私たちのもとへ親子関係について相談にいらっ
しゃったお母様がいたのですが、その娘さんが18才の時
にものすごく反抗して、スポーツ推薦で入学した大学を一
年で退学されてしまったとのこと。その際にこの性格診断
を行ったところ、お母様が「堅実タイプ」、娘さんが「決
断タイプ」とわかりました。お話をお聞きすると、お母様
は「きちんと段取りをふんで、焦らないことが大切」と教
えていたのが、チャレンジ優先の娘さんにとっては最初に
ブレーキを踏まされ、やる気が出なくなってしまっていた
のでした。その後、接し方を変えたところ、最初は反抗し
ていた娘さんも大学に入り直し、自分らしい道を切り拓か
れたそうです。
　このように、お子様またはご父母の皆様自身の特性を知
ることで、行動の仕方や関わり方を変えていくことができ
ます。そして、お子様が社会に出た時に、どう人の役に
立っていけるのかについての理解も深まります。「どんな
仕事がしたいか」や「何の職種に就きたいか」よりも、

「どの会社に入っても自分にはこれができる」という強み
さえ持っていれば、どこでも生きていけると思います。社
会は変化していて、入社した会社で一生を遂げられる方は
本当に少なくなってきています。しかし、何があっても自
分らしく進んで行ける柔軟性があれば、きっと大丈夫で
す。「あなたはこうなのよ！」と決めつけるのではなく、
あくまで傾向をつかむことで、それをもとにお子様といろ
いろなお話をされてみではいかがでしょうか。自分自身の
ことがわかれば、自身のアピールの仕方もわかってくると
思います。

面接では決まった型にはまらず、
自分らしい表現でのびやかに。　

　面接ではどうしても「話が上手でなければならない」と
思われがちですが、各タイプには各タイプのプレゼンテー
ションの仕方があります。主張の強い「決断タイプ」のプ
レゼンテーションからは伝わりやすさや自信が感じられま
すし、「堅実タイプ」はゴールに向かって丁寧に段階をふ
んだプレゼンテーションをするでしょう。「創造タイプ」
のプレゼンテーションは話があちこちに飛びますが、それ

は「みんなを楽しませたい」という気持ちからでしょう
し、「協調タイプ」は聞く人全員のことを考えながらゆっ
くり話を進めるでしょう。ご父母の皆様は、お子様が自身
の特性を知り、自分らしく表現していけるようにサポート
をしていただきたいと思います。それができれば、どんな
面接でも怖くなくなると思います。
　今一番気がかりなのは、お子様にはたくさんの才能や可
能性があるのに、それらをうまく伝えられていないことで
す。大学生に限らず、小さな子どもまで、自分の気持ちを
伝えるのが下手になってきています。社会がどんどん変化
する中で、「自分の気持ちは伝えないと伝わらない」とい
うことを、まずは理解していただきたいと思います。それ
は、「私の強みは決断力があって前に進めることです」と
いえればいいのかというとそうではなく、決断力をもった
話し方ができるかどうか、つまりはそれぞれの個性にあわ
せた表現力を磨くということです。お子様の長所を引き出
すのは、ご父母の皆様です。お子様がのびのびと自分を表
現できるように、日頃からサポートしてあげてください。
　最後に各タイプへのアドバイスについて簡単にまとめま
すと、「決断タイプ」は、積極的に前に進ませてあげま
しょう。「創造タイプ」は、楽しくなって少しくらい羽目
をはずしても許してあげてください。「協調タイプ」は、
少々優柔不断なところもありますが、それも優しさの裏返
しととらえましょう。「堅実タイプ」は、少し頭は固いで
すが、準備は着実なので、考える時間をじっくり持たせて
あげください。それぞれの長所が上手に伸ばせられること
を望みます。本日はありがとうございました。

＜決断タイプ＞
●派手にチャレンジをほめる
●いいたいことを全部いわせて怒りを発散させる
●一言で核心だけを伝える
＜堅実タイプ＞
●数字を使って具体的にほめる
●改善点（明確なゴール）を聞いて、
頭の中の整理を手伝う
＜協調タイプ＞
●寄り添って、こまめに話しかける
●「大丈夫だよ」とそっと諭すように説明し、
立ち直ったあとも放っておかない
＜創造タイプ＞
●アイデアや個性、面白さをほめる
●何がいけなかったのかを自分で考えさせる
●長々としたお説教は避け、過去を引きずらない

■各タイプとの関わり方



①　目立ちたい
②　「おもしろいね」といわれる
③　そういえばあまりケンカをしない
④　迷うから決められない
⑤　きっちりしなくてはいけない
⑥　心配で不安になる
⑦　発表するのは恥ずかしくない
⑧　宿題は必ずやる
⑨　きれいなものが好き
⑩　ルールなんてなかったらいいのに
⑪　完璧が好き
⑫　誰かに決めてほしい
⑬　嫌いな人は少ない
⑭　みんなと一緒がいい
⑮　みんなと同じはいや
⑯　人に頼りたくない
⑰　草花や生き物をきちんと育てられる
⑱　負けたくない
⑲　あわてるのが嫌い
⑳　大切にされるとうれしい
㉑　嫌なことでも我慢している
㉒　新しいことを考えるのが好き
㉓　友達といるのが楽しい
㉔　チャレンジは大切
㉕　優しくしたいし、優しくされたい
㉖　マイペースとよくいわれる
㉗　リーダーになりたい
㉘　何があってもあきらめない
㉙　「しっかりしているね」といわれる
㉚　勉強も遊びも大切
㉛　もっといろんなことを知りたい
3　みんなのおお世をしたい
3　すすやる
3　　らないようにに用する
3　　失しないように考えてて行する
3　　いが好き
3　　ふうが大切切ととう
3　えらくなりたい

3　みんなに好きといわれたい
4　　らめきが大切
4　　自で決めたい
4　たくさんの友達がいる
4　一一決めたことはかえない
4　　ふけすすててられる
4　おおいされたらイイといえない
4　目立ちたくない
　「これじゃないと！」ということがある
4　決まりははらなくてはいけない

□質問
①～4のの質に、お子様やご　身にあてはまるととわれる点数（1 ～ 5 点）を回答に紙の空欄に書き入
れてく切さい。回答後、各数字を縦に足した合計点数で最も高かったものがあなたのタイプです。

[ 図 ① ]   ■の質シート

[ 図 ② ]   ■回答に紙

1 点　　　　　2 点　　　 　  3 点　　　   　4 点　　　　   5 点
全然そうとわない      あまりそうとわない　     どちらでもない　  少し切けそうとう　 とてもそうとう



10 DOSHISHA UNIVERSITY

自分なりの軸を持ち、　　　　
多くの社会人と会うよう努力。

　ヤンマーの人事労政部の平井と申します。本日はどうぞ
よろしくお願いします。本日は三つの構成でお話ししま
す。一つ目は、当社について。二つ目は、私自身がどのよ
うな軸で会社を選んだのかについて。三つ目は、現在の就
職活動についてです。
　まずヤンマーという会社からご説明しますと、当社の創
業は1912年で、従業員数は約18,000人。ビジネス領域は、
農業機械やエンジン、発電機、建設機械などです。また、
当社には社内公募のプロジェクトや部署に上司を通さず異
動が申請できる「ドリカム制度」というものがあり、若手
社員の活躍を応援する風通しのいい環境が整っています。
　次に私自身の入社理由をご説明します。就職活動中、私
には三つの軸がありました。一つ目が、「人々の生活の根幹
を支えたい」という軸で、学部時代に一度就職活動を行い
ましたが、能力やスキルがまだまだだ未熟であると痛感し
たため、大学院進学を決意。大学院への進学は、世界から
見ると大変恵まれた境遇で、だからこそ「自分は誰かのた
めに貢献できるような人材にならなければならない」とい
う使命感が生まれました。二つ目が、「海外に関わる仕事を
したい」という軸で、これは留学などを通して価値観の幅
が広がる経験をしたからです。三つ目は、「一緒に働きたい
人が多い」という軸です。過去を振り返った時、「何をす
るか」よりも「誰とするか」がモチベーションにつながっ
ていたと感じ、「人」を重視して会社選びを行いました。
　就職活動中に気を付けたことは、多くの社員と会うこと
です。働くイメージをつけるために、各企業の方々と直接
お会いして疑問点をクリアにし、入社後のミスマッチを防
いでいました。また、大学院卒となると、学部卒との差別
化が重要になってきますので、自身がどのように会社や社
会に対して利益をもたらすことができるかも意識して自己

PR を行いました。そして、面接で相手に想いを伝えると
きは情熱をもって臨むことと、自分らしさを伝える行動を
することも心掛けていました。

情熱と覚悟をもって臨むと、　　
入社後の困難も乗り越えられる。

　入社後、社内公募で復興支援の仕事に携わったのです
が、その時に大きな失敗をして、就職活動を思い出した経
験があります。当時の赴任先は岩手県陸前高田市で、担当
したのは陸前高田市の農事組合法人の経営支援でした。そ
の中で私は些細なミスでお客様の信頼を失い、自身の無力
さを痛感。そのような時、まわりの社員や地元の方々に支
えられて前に進むことができたのですが、この経験が今後
の進路を考える上での大きな分岐点になりました。
　苦しい時にずっと考えていたのが、「なぜこの会社に
入ったのか」という理由でした。「ここで何を成し遂げた
いか」の部分が弱いと、苦しい時にぶれてしまうのではな
いでしょうか。この経験から「働くこと」や「生きるこ
と」はすべて「人」に通じているという新たな価値観に気
づくことができ、「人と関わる仕事がしたい」と、現在の
人事の仕事につながりました。
　私は就職活動中に「人」という軸を大切にしていました
が、その判断は間違っていなかったと考えています。多く
の方とお会いして自身の仮説を確認していく中で、選社軸
を正しい方向に向けられたのではないかと思います。そし
て、入社した当初から自分のしたいことができるわけでは
ありませんが、しっかりと思いを持って過ごしていると
チャンスが巡ってきます。
　私が学生にお伝えしたいのは、将来を見据えた情熱と覚
悟を自分の中にしっかりと持ってほしいということです。

「本気でこの会社に行きたい！」「こういうことをしたい！」
という思いがあれば、今やるべき行動も変わってくるので

ヤンマー株式会社で新卒採用に携わっている平井さんから、

ご自身の就職活動についてと、

人事担当者だからこそわかる

現在の就職活動についてお聞きしました。

ヤンマー株式会社  人事労政部 採用グループ　平井  俊介  氏

人事担当者からのメッセージ
春の就職説明会
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はないでしょうか。入社後に困難に陥っても、就職活動で
の選択を後悔しないようにしっかりと考えて決断してほし
いと思います。

企業と学生が個別に接点を持つ　 　
ダイレクトリクルーティングが加速。

　次に現在の就職活動についてですが、近年、よりリアル
な情報を求めて早くから動き始めている学生が増えている
ように感じます。彼らは就職サイトだけではなく、他の
ツールも同時に活用しながら就職活動を進めています。本
日は以下の４つに焦点を当ててご紹介したいと思います。
一つ目は、「shirucafe（知るカフェ）」で、直接企業の人事
担当者に会って情報を収集できる就職活動生向けのカフェ
です。ここでは、学生は無料でドリンクを飲むことがで
き、企業の担当者やその他の就職活動生に会うことができ
ます。二つ目は、「VISITS OB（ビジッツオービー）」という
OB 訪問のためのサービスツールです。企業の社員がこの
ツールに所属部署や卒業大学を登録すると、学生が検索機
能を使って会いたい OB や OG にコンタクトがとれるツー
ルです。三つ目は「ニクリーチ」というサービスで、企業
側が登録している学生を焼肉に誘ってコンタクトをとれる
仕組みです。四つ目が、「OfferBox（オファーボックス）」
で、就職活動生はそのサイトに登録して写真やコメントで
自分らしさをアピールすると、企業側は魅力を感じる学生
に個別にコンタクトをとれるというものです。企業は一般
的な就職サイトと並行し、そういったダイレクトリクルー
ティングを進めています。

一人ひとりの価値観に寄り添い、
幅広い視野をもってサポートを。

　就職みらい研究所の調査報告書を参考に、今年度の学生

の職業観をご紹介したいと思います。2017年３月１日時
点における志望進路は、民間企業が89.2％で公務員は
13.7％でした。選社理由としては、「社会貢献度が高い」、

「職場の雰囲気がいい」、「仕事内容が魅力的」が上位を占
めます。また、働きたい組織の特徴としては、「コミュニ
ケーションが密で一体感を求められる」、「仕事と私生活の
バランスを自分でコントロールできる」、「周囲に優秀な人
材が多く刺激を受けられる」が多く、食品・金融・商社が
上位に入ります。
　次に「学生が就職活動中に感じていること」についてで
すが、「周囲が積極的で、取り残された感じがする」、「交
通費やスーツなどにお金がかかる」という切実な悩みがあ
る一方、「自分自身をより深く知って、自分の言葉で話せ
るようにしたい」や、「様々な企業を知って、大人になる
ことを実感できた」というプラスの意見も見られます。
　ご父母の皆様に意識していただきたいのは、お子様の視
野を広げる存在になるということです。学生は就職活動で
様々な選択を迫られます。ご父母の皆様はそれぞれの価値
観をお持ちだと思いますが、それらに縛られずに、お子様
一人ひとりの生き方にきちんと寄り添っていただきたいと
思います。お子様といっても、全く異なる価値観や考え方
を持っています。それぞれの人生に寄り添い、「この子の
ために何ができるか」というスタンスをぜひ持ってくださ
い。学生の視野は限られていますので、皆様の広い視野を
しっかりと提示することで、背中を押してあげてほしいと
思います。就職活動はスタートにすぎません。生きること
に正解など無く、大切なのは覚悟を決めることです。「自
分はこの道で進むんだ」という覚悟を持った時に初めて納
得できる就職活動につながるのではないでしょうか。しっ
かりと悩んで考え抜いて、その時点で出した自分の決断を
正解にしていってほしいと思います。ご清聴ありがとうご
ざいました。

【Q.1】企業は学生の志望動機をどのくらい重視しますか？
【A.1】志望動機だけでその学生を理解するのは難しいので、そこ
に至るまでの思いや熱意を伝えていただくと、こちらの納得につ
ながると思います。志望動機を根拠あるものにするために行った
活動などを教えていただくと、熱意も伝わりやすいと思います。

【Q.2】学生のときにやっておいた方がいいことはありますか？
【A.2】多くの学生と接する中で思うことは、学生時代に何かをが
むしゃらにやりきった経験のある学生は、魅力的な方が多いとい
うことです。何かを極めることで、それが自信となり、さらに次の
ステージが見えてくるのではないでしょうか。ご父母の皆様には、

お子様が選択した道を信じて応援してほしいと思います。

【Q.3】ヤンマー株式会社を選ばれた覚悟を教えてください。
【A.3】学生時代に多くの発展途上国を旅した中で、「食」が満たさ
れていなければ生きてはいけない現実を目の当たりにしてきま
した。ここから「自分はこの問題に対して何ができるか」と強く考
え、「食」＝「生きること」に関わる仕事がしたいと思ったのが、当
社を選んだ出発点です。農業の分野から世界の根幹を支えるよう
な仕事がしたいと思ったこと、さらに「この人と働きたい！」思う
社員が多かったという軸も合わさって、当社でなら自身の思いを
実現できると感じ、入社を決意しました。

●人事担当者に聞く一問一答●
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学生対象のキャリアアップセミナー

若者が正しい社会への一歩を踏み出すための

啓蒙プロジェクト「CAMP」を行っている

パーソルキャリア株式会社の佐藤さんをお招きして、

キャリアに対する知識を深め、

面接で重視される「伝達力」、「ロジカルシンキング」、

「クリティカルシンキング」を鍛えるための

特別ワークを行っていただきました。

＜開催日＞
2017年５月20日（土）
＜開催場所＞
同志社大学良心館

“まなぶ”と“はたらく”の接続

就活やビジネスで通用する「考え方」と「能力開発」

パーソルキャリア株式会社　佐藤  裕  氏
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旧来の情報に流されると、　　　　
本当に必要なことが見えなくなる。

　本日は、「社会のリアルを知る」というテーマでお話を
させていただきます。世界的に見て、日本人は自分の人生
と向き合う時間が一番短いといわれています。大学３年生
から就職活動を始め、急ピッチで社会について学び始めま
すが、短期決戦のため流行に左右されたり、親のいうこと
を聞いて希望しない会社に入ってドロップアウトしてし
まったり。これはもう社会問題で、「高校生や大学１、２
年生が、もっと自分の人生を考える時間を持てれば」と
思って始めたのが、この CAMP という活動です。本日は
皆さんに、ワークを通して自身の就職活動を見直すきっか
けをつかんでいただきたいと思っています。
　まずは動画のワークから始めましょう。これから皆さん
にご覧いただくのは、白チームと黒チームがバスケットの
パスをする動画で、皆さんには白チームが何回パスをする
かを数えてもらいます。さあ、どうぞ。

＊＊（２チームが入り混じりながらパスをする動画が流れる）＊＊

　何回パスをしたか、わかりましたか？正解は13回です。
ただ、その回数には意味がなく、見ていただきたかったの
は両チームがパスをしている間に、全然関係のないクマが
ムーンウォークをしているのが見えたかどうかです。
　これは何をいいたいかというと、皆さんがこれから就職
活動を始めると、これと同じようなことが起きるというこ
とです。私は「白チームを見てパスを数えてください」と
いいました。これはまさに、「大企業に行けばいい」や
「自己分析をしたらいい」という、さも当たり前のような
情報を刷り込まれると、学生はそこしか見なくなることを
表しています。あらゆる可能性があるのにそれに気付かな
いのが就活生で、そのため常に様々な可能性を模索しなが
ら角度を変えて考えたり、動いたりすることが大切だとい
うことを、まずは動画を通して実感していただきました。
　日本人で「働くこと」を楽しめている人は、わずか６％
だといわれています。さらに入社後３年以内に離職する割
合は35％というデータもあります。この数字は過去20年
間変わっておらず、それは企業が毎年採用活動を進化させ
ているにも関わらず、就活生は先輩のやり方を踏襲するこ
とが多いため、齟齬が生じてしまっているからです。皆さ
んにはそろそろ、人生を正しくスタートさせるための準備
が必要です。考えてほしいのは、「するべきことは何か」、
「行くべき先はどこか」です。

自己分析で、過去と未来を　　　
結びつける作業はもう必要ない。

　皆さんには自分自身を、そして社会を正しく理解してほ
しいと思います。学生はインターンシップや OB・OG 訪
問、説明会で企業にアプローチすることができますが、企
業はいいところを見せようとするので、本当のことは伝わ
らないかもしれません。そのため、企業の裏側を探りに行
くのが学生のテーマです。
　必要なのは、今後日本がどのようなマーケットになって
いくか、また、皆さんが将来働く環境がどうなっていくか
を想像することです。例えば、2050年は人口が8,000万
人にまで減り、労働人口は4,000万人になるといわれてい
ます。少子高齢化もますます進み、GDP も大きく下がり
ます。そんな時代をどのように生きていくのか。未来をひ
もとくと、憧れや自己分析の結果を重視している場合では
ないことがわかるはずです。とにかくこれまでの情報を一
度疑い、未来を先読みすることを心掛けてください。関心
をもってニュースを見ると、とても興味深いのではないで
しょうか。また、そうすると「するべきこと」、「行くべき
先」が必ず見えてくると思います。こういったことを考え
る時間をぜひ持つようにしてください。
　皆さんは就職活動において、過去と現在と未来を結びつ
ける必要があると思ってはいませんか？20年前の就職活
動で自己分析が有効だったのは、未来が見えていたからで
す。当時は外資系企業もなく、定年退職は当たり前、入社
した会社でずっと働き続けるのがキャリアで、そのため過
去の自分に近しい未来を探すことができていました。しか
し現在は未来が全く見えない時代で、過去と未来をつなげ
る作業は意味をなさなくなっています。

自分なりの軸を定めると、　　
偶然をチャンスに変えられる。

　皆さんはこれまでに、街中で偶然500円玉を拾ったこと
はありますか？半年後にもう一度このメンバーで集まって
再び同じ質問をした時に、全員の手が挙がるようにする
ゲームをしたとしたら、皆さんは今日からどんなアクショ
ンを起こしますか？人生で一度も拾ったことのない500円
玉を半年で拾うにはどうすればいいのか。つまりは偶然を
計画するということです。これはとても簡単で、今日から
半年間、下を向いて歩けばいいのです。
　この理論をキャリアに置き換えたらどうなるか。私は
CAMP のような活動を最初から計画していたわけではあ

“まなぶ”と“はたらく”の接続

就活やビジネスで通用する「考え方」と「能力開発」
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りませんでした。５年ほど前から、このように全国で講演
活動を始めたのですが、そうすると様々なメディアが取材
にきて、いいチャンスがたくさん巡ってきました。当時私
は、「日本の就職活動に一石投じよう」と決めていて、も
う下を向いて歩いている状態でした。そうすると偶然、関
西学院大学の学長と出会い、彼の勧めでキャリアのゼミを
担当することになり、４年間で人生が変わりました。意図
をもって歩いていると、必ず何かを拾います。これは就職
活動も同じで、自分なりの軸を持って歩いていると、今ま
で見えなかった景色がたくさん見えてくると思います。そ
の中で取捨選択しながら、本当に自分が求める500円玉だ
と思ったら握りしめてください。そこには何かしらのチャ
ンスがあります。とにかく一度偶然を計画してみること。
すると何かが変わってくると思います。
　必要なのは、今の自分がどのような状態なのかを理解す
ることです。社会に出るための偏差値が何点あるのかを把
握できると、自分の得意な部分がわかり、弱い部分を伸ば
していけます。次に、その偏差値をどうやって伸ばせるの
かをワークを通して体感してみましょう。

相手のスライドに映写する　　 　
イメージで映像を伝えると効果的。

　本日は、「伝達力」、「ロジカルシンキング」、「クリティ
カルシンキング」の開発方法のヒントをお教えします。ぜ
ひ明日から生活の中で実践してみてください。
　まずは「伝達力」のワークからです。４～５名のグルー
プを作ってリーダーを決め、リーダー以外は顔を伏せてく
ださい。リーダーは前に映す写真を見て、その内容を30
秒で覚えて、グループの皆さんにその内容を口頭で説明し
てください。では、どうぞ。

＊＊（各グループで説明が始まる）＊＊

　では今度はリーダーが顔を伏せて、それ以外の人はこち
らを向いてください。リーダーには今、こんな写真を見せ
ました。「イメージ通りじゃなかった」と思った人は手を
挙げてください。ではリーダーは顔を上げてください。い
かがですか？
　この写真は皆さんの経験ととらえてください。それを映
像として相手に届けられているかどうかが、この訓練でわ
かり、かつ鍛えられます。こういったことは日常生活でも
よくあります。例えば週明けに「週末にこんなに楽しいこ
とがあった」と友人に話した時、相手にその楽しさが伝わ

らなかったら、伝える技術がないということです。今、顔
を上げてまわりで手を挙げている人が多かったら、自分の
頭の中の映像が相手に届いていないということです。これ
は私が面接官をしていてもよくあります。学生は熱く語っ
てくれているのに、こちらには全然映像として届いてこな
いということがあり、そうすると、この学生は伝達力が弱
いと判断されて評価が下がってしまいます。
　皆さんに行ってほしいのは、相手のスライドにどんどん
映写するイメージで話すことです。相手の表情を見て首を
傾げたら、「届いてないな」とわかります。そうすると、
言葉や表現を変えるなど工夫することができます。私がい
つも例に出すのは、「人志松本のすべらない話」です。こ
の中で芸人さん達は、まわりの空気を読みながら、前の人
の話を聞きながら、間を変え、言葉を変え、必ずオチに
持っていきます。まさに映像の届け方の訓練の場で、自分
たちの話がどうして届かないのか、人を笑わせることがで
きないのかがこれを見るとわかると思います。ぜひこの力
を身につけてください。

相手に「なるほど」といわせる
論理の組み立て力が必要。　

　では二つ目の「ロジカルシンキング」のワークに移りま
しょう。グループでプレゼンターを決めて、プレゼンター
は、「UFO は存在しますか？」という問いに対する自分な
りの答えを、同じグループの方々にプレゼンしてくださ
い。次に同じプレゼンターが「タイムマシーンは今後でき
ると思いますか？」という問いに対しても同じようにプレ
ゼンしてください。では、どうぞ。

＊＊（各グループでプレゼンタイム）＊＊

　グループのメンバーは、どんな表情で聞いていました
か？皆さんに行ってほしいのは、相手に「なるほど」とい
わせることです。そのためには、数字を使ったりデータで
裏付けをするなどして、論理的に説明する必要がありま
す。「UFO は存在しない」という人の方が多いと思います
が、これはタイムマシーンの問いに答えると、簡単に答え
が出せます。なぜなら、「タイムマシーンで現在に来た人
がいないから、UFO は存在しない」。「なるほどね」と思
うでしょう？これでいいのです。学生に学んでいただきた
いのは、相手を納得させるために論理を組み立てて伝える
技術です。こんな訓練を日々行い、面接官にぜひ「なるほ
ど」といわせてください。
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一度立ち止まって「なぜ？」と
自問することがカギに。　 　

　最後に、「クリティカルシンキング」のワークに移りま
しょう。例えば、バイト先のコンビニの店長に、「ガッ
キーのガリガリ君の CM がスタートしたから、この夏は
ガリガリ君が超売れるぞ！発注をかけてくれ」といわれた
時、皆さんは店長にどうツッコミますか？グループでいい
ツッコミを考えてみてください。いかがですか？

（学生）気温がどうなるかなど、他の要因を考えていない。
（学生）夏に向かって数字が伸びているだけでは？

　そうですね、大正解です。こうやって一度立ち止まって
考えないと、単純に「その通りだ」と思って、アイスは夏
になると必ず売れるということを見過ごしてしまうので
す。これをきちんと考えるのがクリティカルシンキングで
す。説明会等では多くの企業が、「うちの会社は伸びてい
る」と学生にアピールしてくるでしょうが、一度立ち止
まって、「それってどうして？」と考えることが必要で
す。これを意識的に行うと、力はどんどん身につきます
し、面接官とのコミュニケーションも変わっていきます。

ぜひ、この力を手に入れてください。

「安全」・「豊かさ」・「最高の教育」。
その自覚と責任をもって前進を。　

　この講演で何をお伝えしたかったかというと、皆さんに
は今日をきっかけに一歩踏み出してほしいということで
す。これから皆さんは、とても厳しい環境の中で働くこと
になります。しかし覚えておいていただきたいのは、「安
全」・「豊かさ」・「最高の教育」の三つを、皆さんはすでに
持っているということです。この自覚と責任が、この先と
ても重要になってきます。
　アジアに行くと優秀な学生にたくさん会います。ただ、
今のアジアの学生には、先ほどの三つのどれかが欠けてい
ます。これらが一つでも欠けると、人生の目標設定は生活
水準を越えません。つまり皆さんがこれから設定する目標
は、生活水準の一つか二つ上に引き上げていいということ
です。そして、夢や目標など何でも構いません、それに一
日を支配されるような自分の軸を持ってください。そうす
ると必ず視点が変わります。ぜひ前向きな一歩を踏み出
し、頑張ってほしいと思います。ありがとうございまし
た。

●後半の社会人とのグループチャットでは、「資格って本当に必要？」、「“するべきこと”の見つけ方とは？」など、率直な意見交換がなされました。
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講演
Lecture 1

2017. 5. 27　父母会／広島会場　
2017. 7.  1　父母会／名古屋会場
2017. 7. 22　父母会／長崎会場　

ポートや論文の書き方を、実際に書きながら学ん

でいます。１年生はこの「基礎演習」が週１回あ

り、大学生生活の足掛かりとしてここから友人等

をつくり、さらにそうした仲間とサークルに入っ

たりします。学生生活のスタートをきる場として

「基礎演習」で学んでいます。写真のように情報

処理実習教室も使います。この教室は良心館にあ

ります。

　２年生は、「基礎演習」が１年次春学期に終わり、

１年次秋学期と２年次春学期には少人数クラスが

ない状況となります。経済学部の学びから離れる

と困りますので「エコノミックス・ワークショッ

　みなさん、こんにちは。本来ですと学部長の新

関がご挨拶すべきところですが、参与の横井から、

みなさまのお子さま方が現在、経済学部でどのよ

うに過ごしているか、私の周りの学生だけではあ

りますが、写真を見ていただきながら、京都でが

んばっていらっしゃることに思いを馳せていただ

けたらと思います。

経済学部の４年間

　１年生は無事、入学を果たして２カ月弱たとう

としています。経済学は基本的な事柄から順番に

積み上げていく学問でして、現在、１年生は、こ

れからの専門科目を学ぶ上で重要なことを「基礎

演習」で学んでいます。経済学部卒業要件チェッ

ク表、大学案内68ページに経済学部のカリキュラ

ムの体系が示されています。経済学部は１学年定

員850人ですが、今年度は1,000人近く入学してい

ます。「導入科目」である「基礎演習」は、１ク

ラス30人程度の少人数クラスです。経済学部の学

びではテキストの中身をプレゼンテーションする

ことが多いので、少人数で、写真のように発表の

練習をいたします。さらにこの写真のように、レ

経済学部の学び

横井 和彦（経済学部教授）

父
母
会
行
事

の
中
か
ら
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礎演習」と「語学」、「導入科目」「一般教養科目」

をとります。少人数のクラスと、大規模教室の講

義がほとんどとなります。２年生は「エコノミッ

クス・ワークショップ」と「語学」、「専門科目」

「一般教養科目」といった感じです。月曜日１講

時の割には比較的多くの学生が来て、静かに聴い

ているなと思います。

　３年生は「２年次演習」から引き続き「３年次

演習」、そして４年次の「卒業研究」へと、経済

学部の学びの中心である「演習」をとっていきま

す。４年生は今、就職活動真っ盛りでゼミにもな

かなか出られない状況です。３年生は本格的にゼ

ミの学習を始めています。私のゼミの「３年次演

習」の様子です。この写真は、リクルートキャリ

アの方にきてもらい、１年後は就職活動している

ということで「就職活動スタートアップ講座」を

していただきました。こちらの写真は、テキスト

を使ってプレゼンテーションしながらグループで

討論している様子です。このように経済学部の学

びの中心は「演習」なのです。

プ」という科目を設けています。専門科目の所に

「EW」と書かれている科目です。これも少人数で、

ある程度特定のテーマをもち、自分でクラスを選

んで学びます。経済学部では「２年次演習」が２

年次秋学期から始まり、「３年次演習」そして「卒

業研究」と自分の専門を学びます。その前段階と

して「エコノミックス・ワークショップ」を自分

の考えで選び、受講します。私は専門科目の「中

国経済」を教えています。「EW」では、「新語で

読み解く現代中国経済」を教えています。中国は

市場経済化が進んで、新しい、これまでなかった

言葉が次々と誕生しています。そういう言葉を通

じて中国経済や社会の変化を学んでいこうという

クラスです。25人限定の少人数で、一つの言葉、

新語について発表しながら学んでいきます。１年

次秋学期と２年次春学期には、少人数クラスは、

語学以外ではこの「エコノミックス・ワークショッ

プ」しかないということになります。多くの学生

が履修しています。これも専門科目の卒業単位に

入りますので、２年次生以上のお子さまには「エ

コノミックス・ワークショップ」をおすすめいた

だければと思います。

　３年次以上になりますと、大教室の講義が中心

です。この写真は「中国経済」の様子ですが、良

心館地下２番教室という今出川校地では一番大き

な教室です。登録者が700人近くおります。月曜

日１講時です。１、２年次でも経済学部の専門科

目の多くは300人程度をメドに比較的大規模教室

の講義が中心になります。いわゆる「一般教養科

目」も大規模教室が多いと思います。１年生は「基
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済学部は850人が定員ですが、多い時で１学年1,000

人近く、900名前後の学年が多いのではないかと

思います。大規模学部ではありますが、ゼミを中

心とした少人数教育と、大教室で専門科目の履修

をつうじて、卒業に向けてがんばっているのです。

　現在、私はキリスト教文化センター所長もして

おります。同志社大学はキリスト教主義の大学で、

週３日、火曜日、水曜日、金曜日にチャペル・ア

ワーと呼ばれる礼拝を行っています。ネット上で

ご覧になりましたでしょうか。先週金曜日のチャ

ペル・アワーの、月下先生による「某餃子チェー

ン店唐揚げの塩最強説」という説教タイトルがネッ

トで騒がれました。聖書の箇所に「地の塩、世の

光」という言葉がありますので、塩の話を出すた

めに、某餃子チェーン店の、たぶん「餃子の王将」

でしょうが、から揚げについている塩、「マジック・

パウダー」というそうですが、その話題を持ち出

したのだと思います。ネット上でとんでもないお

説教の題名だということで騒がれましたので、ネッ

トの住民が押し寄せて大変なことになるのではな

いかと心配いたしましたが、この写真のように、

真面目な学生たちばかりでよかったです。このよ

うに礼拝堂でお説教を聞く時間をもっています。

せっかくキリスト教主義の大学の学生なのですか

ら、礼拝堂に行ってほしいと思います。実は入学

式も礼拝形式です。卒業式も礼拝形式ですので、

みなさまも卒業式にぜひ来ていただき、礼拝をご

体験ください。チャペル・アワーは週３日やって

いますので、お子さまにぜひお勧め願えればと思

います。

　こちらは４年生の「卒業研究」です。みずほフィ

ナンシャルグループの方にきていただき、就職活

動の心得を話していただきました。例年、経済学

部はメガバンクに就職する学生が多いので銀行の

方から「ゼミで話をさせてほしい」と言われます。

ですから実際に教室に来ていただいてお話をして

いただいています。この写真は４月の最初で、二

つのグループに分かれてお話を聞いている様子で

す。６月１日から面接開始ということになります

ので、それに向けて活動しているところです。経
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演習・ゼミが学びの中心

　経済学部は大きな学部なので、少人数の演習、

ゼミが学びの中心になります。そろそろ「２年次

演習」の募集が始まります。実際のスタートは９

月21日以降の秋学期ですが、６月７日にオリエン

テーション、そして「２年次演習」の説明会が始

まります。教室を開放して見学させるゼミ、ある

いは小教室やクエストルームという経済学部の学

習スペースに出展してゼミ生を募集するといった

ゼミもあります。説明会が始まり、第１次選考の

応募期間が７月７日までです。第１次選考に応募

しないと始まらないので、７月７日までに応募す

るようお伝えください。ちなみにこの日は私の誕

生日です。第１次選考申し込み受付開始は６月26

日からです。第１次選考で希望のゼミに入ればい

いのですが、ゼミには定員がありますので、第２

次選考に応募しなければならないこともあります。

このような選考は、これまでは秋学期開始直前に

行っていましたが、現在は春学期終わりに始まる

のでご注意ください。そうしないと残る２年半の

学生生活が大変心配なものとなります。「２年次

演習」に入ることができれば、その後の学びは保

障されるといってもよいでしょう。そして４年で

無事卒業となります。「２年次演習」の選考にき

ちんと応募するようにしてください。説明会等に

も行って、自分の学びたいこと、就職にいいから

ではなく、やりたいことを見つけてゼミに入るよ

うにしてほしいと思います。

　本日の父母会を契機に、お子さまの学びを知っ

ていただき、よりより学生生活になるようご家庭

からお支えをお願いしたいと思います。この後の

教員による個別面談等の機会をぜひ利用していた

だきたいと思います。それでは広島会場の父母会

が実り多いものになりますよう祈念いたしまして

ご挨拶といたします。ありがとうございます。
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2017. 6. 11　父母会／博多会場
2017. 6. 25　父母会／仙台会場

とはありませんので独断と偏見がありますが、経

済学を学ぶことを通じて２つのことを学べばいい

と思っています。一つは「分析力」、もう一つは「コ

ミュニケーション能力」です。

正解がないものに対して最善の解

　最初に「分析力」についてお話しします。分析

力とは「一つのことを深く考え、自分自身で意味

を見いだす力」です。なぜかというと、大学では

「正解がないものに対して最善の解」を求められ

ます。正解のない問いに対して最善の解を示す時、

自分なりに「こうだ」と主張しなければなりませ

ん。自分なりに「こうだ」という時にはさまざま

なスキルが必要です。アカデミックスキルといわ

れる問いの立て方、先行研究のリサーチ、問題意

識をもち、論理的に考え、分析し、データを使っ

てプレゼンをしてうまく説明する。こういうこと

をやって正解のない問題に対して最善の解を目指

していくための「分析力」を身につけなければい

けません。これを経済学部では経済学を通じて実

践します。そして、最終的には卒業論文を書きあ

げます。そのためにさまざまな科目、ゼミがある

わけです。

　「分析力」は私の考えですが、就職活動に応用

できます。学びを深めて勉強していった学生に限っ

て普通にしゃべりさえすれば、就職活動はかなり

可能性を広げることができます。就職活動でやら

なければならないことは、まずは自己分析です。

その上でなぜこの業界なのか、この企業なのか、

自己の強みをきちんと分析し、自分を採用するメ

リットは何かということを相手にきちんと伝える

必要があります。そしてそれを企業の人にきちん

　今日は「経済学部での学び」ということで簡単

にお話しさせていただきます。ご自宅から大学に

通っていない学生の保護者を対象にしていますの

で、たまにしか帰ってこないご子息、ご息女に対

して「あなた大学、どうなの？」という時に何を

聞けばいいのかという話をさせていただきます。

　１年生は初めてのテストに向けて頑張る時期。

２年生は今の時期からゼミを決める時期。３年生

は就職活動があと半年後にやってきます。インター

ンでもいこうかなと考える時期です。４年生は就

職活動をしている段階です。

　成績に関しては基本的に各学年で年度割に40単

位ずつ増やしてとっていれば問題ありません。１

年生の終わりに40単位以上、２年生は80単位、３

年生で120単位ほど取っていれば、124単位で卒業

ですので、就職活動に十分な時間を４年生でとる

ことができます。

GPA３が一つの指標

　GPA は最大４、最低０ですが、要求水準では３

くらいです。なぜ３を要求するかというと、「こ

の学生はちゃんと勉強しているな」というのは私

の評価からするとＡかＢになります。大学の教員

から見て「ちゃんと勉強しているな、いい答案を

書くな」という学生であるには、GPA３が一つの

指標になります。最近は世知辛い世の中になって

しまい企業も成績を見ます。昔はオールＣやＤで

全く努力せずに卒業するのが一番有能だという、

今で考えるとパラドキシカルな話がありましたが、

今はそうもいかないようです。

　次に大学４年間で何を学ぶべきかを大学教員の

視点からお話しします。私は一般企業で働いたこ

経済学部での学び

大野 隆（経済学部教授）
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ます。４年間で400万円以上の学費がかかります。

それに対して学生の最終的なアウトプットは成績

表ではなく、卒業論文だと思います。「卒業論文

を４年生、卒業の時、読ませてくれ」と今からいっ

ておいてください。そうすると、今の学びをおろ

そかにせず、自然と単位もとれると思います。

　１年生後半までに単位を40くらい、ちゃんととっ

ておけば、２年生のゼミ選択の際に重要になりま

す。２年生の今の時期は１年生の成績が出てきま

す。教員側もちゃんと単位をとってないと「この

学生、大丈夫かな」と撥ねざるをえない。１年生

の親御さんに関してはゼミの挑戦権を広げる意味

も込めて「ちゃんと単位をとるように」と確認し

てください。２年生は、いろんなゼミがあると思

いますが、その中からどのゼミに入るかという時、

「どういう指針でゼミを選んだのか」をぜひ聞い

てもらったらいいかと思います。３年生は就職活

動前のインターンが夏にあります。マイナビなど

で業者はインターンを宣伝しますが、それは業者

の利益活動であって、個人的には学びを深めるこ

とも忘れないでほしいと思います。４年生は就職

活動の最中です。うまくいっている学生と、うま

くいっていない学生に大きく分かれているのが今

の時期です。募集している会社は、まだまだいっ

ぱいあるので３月までは就職活動だといいながら

学生を励ましています。

　夏、帰ってきた時、「大学でどういう勉強して

いるの。２時間くらい話して」といって、夏休み、

実家で遊ぶ計画を立てているのを全部白紙に戻す

ということをおすすめして、他愛のない話をいた

しましたが、これでおしまいにさせていただきま

す。

と納得していただかなければなりません。これが

就職活動で求められることです。これも正解のな

い問題ですね。この学生を採って正解かどうかは

わかりません。でも、企業が求めるものに対して

最善の解を示し、相手を説得する。このことが就

職活動では問われていることだと思っています。

このように、学びを深めることが実は就職活動と

大きくかかわってきます。

大人とちゃんとコミュニケーションをとる

　もう１点は「コミュニケーション能力」です。

友だちとキャッキャッ騒ぐことがコミュニケーショ

ン能力だと学生は思っていますが、コミュニケー

ション能力は人によって異なります。個人的には

「相手に自分の意見をしっかり、わかりすく面白

く伝える。相手の意図を理解し、きちんと受け答

えする。意思疎通をいろんな人とできること」が

コミュニケーション能力だと思います。この能力

を大学の時に身につけてほしいのです。そのため

に、「アルバイトをしています」とか「インター

ンにいきます」と学生はよくいいます。でも身近

に大人って大学に一杯います。大学教員という年

齢が20、30、40歳離れた、なおかつ自分の専門に

特化したことに、こだわりまくっている大人がい

ます。まずは、その大人とちゃんとコミュニケー

ションをとることをお勧めします。

大学でどういう勉強をしているの？

　もう一ついうと、学びを深めてもらうことが重

要です。そのためには普段の学びをおろそかにし

ないことです。親御さんはどうすればいいでしょ

うか。せっかくですので、夏に帰ってきた時、「大

学で何を学んだのかを２時間くらいまとめてしゃ

べって」といってみてください。「何の授業が面

白かったの、どういうところを新しく学んで成長

したと思うの？」といってください。たどたどし

く不明瞭な説明だったら、「わからない人に、わ

かりやすく、ちゃんと面白く伝えるのはあなたの

義務だ」といってわかりやすい説明をさせてくだ

さい。学びを振り返る良いきっかけになると思い
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たくないという、自分の居場所がないからフェー

ドアウトしていくような学生は、４年で卒業して

いくには少し困るかなと思っております。

　もう一つのパターンですが、逆に真面目すぎる

というかナーバスになりすぎる学生もいると思い

ます。単位を取れるんだろうか。「先生、Ａって

どうやって取るんですか？」と質問に来ます。Ａ

は100点満点中の90点以上なのですが、Ａという

のは GPA4.0、最高点がつきます。なかなかオー

ルＡにはなりませんので、ナーバスにＡを取る必

要はないのです。１科目は２単位です。春学期、

週１コマある授業は２単位もらえます。２単位落

としたところで別に後から余分に取れますし、４

年間ではそれほどに問題にならないのですが、す

ごくナーバスになって「中間試験があまりにも悪

かったから、もう僕、期末試験受けない方がいい

でしょうか」、「これからどうやっていけばいいで

しょうか？」というように悩みすぎる学生が多い

なと思っております。もう少し気楽に考えてほし

いと思います。

　２年生は今、ちょうど８月４日のゼミ選考に向

けてドキドキしているかと思います。期末試験の

勉強はもちろんですけども、競争のあるゼミだっ

たら自分の希望するゼミに入れるか、ゼミの面接っ

てどういうふうに行われるんだろうかとドキドキ

しているかと思います。ゼミは面談ではなく、選

考の面接です。面接が試験になっていますので、

準備をした学生が面接に受かり、希望したゼミに

いけます。ボヤっと「行きたいな」という憧れや

「みんながそこを受けるから受けたけど大丈夫か

な」と思っている学生は少し辛いかなと思います。

　次に３年生ですが、２年生秋学期からのゼミで、

　本日は暑い中ご足労いただきましてどうもあり

がとうございます。今日は祇園祭の宵宵山という

ことで、学生たちは京都ならではの生活を今の時

期一番満喫しているのではないかと思います。

　いろいろな地方を回らせていただいて同志社大

学、京都での生活についてお話をさせていただい

ているのですが、京都は羨ましいぐらい学生とし

て過ごしやすい街です。夜は木屋町などで遊ぶと

思うのですけれど、学生たちがすごく多く、そこ

で遅くなっても歩いて帰れる範囲です。意外とちっ

ちゃい街というか、歩いて帰ったり自転車で帰っ

たりするので東京と比べると、学生たちにとって

は過ごしやすい街だなと思っております。

学生生活について

　私から学生生活についてお話させていただきた

いと思います。今、１年生はちょうど１回目の中

間試験が終わりまして初めての期末試験に向けて

勉強しているのではないかなと思います。新入生

には２パターンありまして、全くもって学校に来

ていない。あるいは授業に出てもよくわからない

し、特に５講時、18時10分まである授業は、先輩

たちに「そんなのサボっていいよ。サークルにお

いで。部活においで」と言われ、さぼってしまう

学生がいます。私も担当しているのですが、５講

時の授業の後ろの方の席ががらがらになります。

最初の４月は満席なのですが、６月の終わり頃か

ら後ろの方の席がスカスカになるのです。テニス

ラケットなどを持ってうれしそうに抜けていく学

生たちが１つのパターンですね。そのように楽し

く去っていく学生は、まだ取り返しがつくのです。

最初からこない、友だちがいないから大学に行き

学業履修について

新関 三希代（経済学部教授）

2017. 7. 15　父母会／京都会場
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ください。この右下の欄にすべての成績表のまと

めがございます。「累積 GPA」があるかと思います。

０から４までの成績がつきます。４は、すべての

科目がオールＡです。全学年に一人いるかいない

かという計算です。基本的に3.5以上の学生さん

は非常に優秀だと思ってください。Ａが４、Ｂが

３、Ｃが２、Ｄが１です。Ｆが０、その平均点が

累積 GPA になっています。GPA は高ければ高い

ほど優秀だということですが、就職活動で GPA

順にとられるわけでもありません。２年生のゼミ

選考でも GPA 順に選ぶわけではないので、それ

ほどには気にしなくていいんじゃないかと思うん

ですが、GPA が１未満、1.5未満の学生は少しさ

ぼり癖がついていると思われます。特に４年で卒

業するにはイエロー信号かなといえると思ってい

ます。

　「合計単位数」124以上についてですが、その

横に成績の単位数があるかと思います。124以上

というのは124単位以上取らなければ経済学学士

を取れませんよということです。現段階で何単位

取っているか。３年生の学生で90とか100とか、

そういう数値が来ているのではないかと思います。

２年生は40とか48とか、４年生は100とか120とか

数値がついていると思います。それ以上に問題は

左の方に「基礎科目」があるかと思います。「基

礎科目」18以上ですが、これは基礎科目群で18単

位以上取らなければ総単位124を満たしていても

卒業できないですよという意味です。総単位のし

ばりと各科目で何単位以上取りなさいというしば

りと両方が卒業必要要件となってきます。１年生

が今取っている「導入科目」の横には「卒業必要

３年生の春学期はディベート大会、ビジネスプラ

ン大会などいろんなゼミ活動をやっていて今、油

が乗ってくる頃です。岸ゼミが外で販売している

と思いますが、座学、大教室の講義を受ける以外

にアクティブ・ラーニング、足を運んで自分たち

で企画から何から練っていろいろな作業や活動を

して勉強することを確立してきている状況かなと

思っています。ここでがんばった学生は３年生の

秋学期、11月、12月くらいから始まる企業説明会、

就活に向けての準備がスムーズにいくのではない

かなと思います。今の時点で何もやることがない

な、つまんない学生生活だなと思っている方は、

少し就職活動の時に不利になるかと思っておりま

す。

　４年生は、ひと段落している学生さんが多いの

かなと思います。一部の学生は、まだ就職活動を

続けています。うちのゼミでも「内定とったけど、

納得いかないからもうちょっとやってみる」「短

期留学をしてから、もう一度考えてみる」と自分

の進路について真剣に考えているところかなと思

います。もちろん早く内定をもらう学生は６月１

日、ジャストに出たり、それより前にもらう学生

いるんですけど、内定を早くとれればいいという

ものではありません。最近は３年くらいで離職す

る率が高くなってきています。大企業やネームバ

リューだけで入った学生は、入った後、困ったり

しますので、別に遅くてもいいので自分が納得す

る就職活動をして、あとは進路について人生計画

について考えていただけたらなと思っております。

成績について

　続きまして、学生の成績について説明したいと

思います。１年生は成績表がまだかと思いますが、

１年生のご父母の方もぜひともお伝えいただきた

いと思います。個人情報のところは切りとらせて

いただいているのですが、こういう成績表が父母

会にも配られます。学生にも成績配布日がござい

まして、春学期は９月15日になるのですが、必ず

受け取るようにいっておいてください。そして、

必ず右下の欄をチェックするようにおっしゃって
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　自分がどれぐらいのランクにいるのかを見るた

めには「父母会報」18ページをご覧いただければ

と思います。２年次生の場合、１年生の成績が載っ

ています。累積のところで48.8％が平均点2.2～

2.40。GPA が２年生で2.0近くの人は普通となり

ます。2.2以上だったら普通よりちょっといいか

なというぐらい。それ以下は普通よりちょっと悪

い。特に1.0を切る学生は非常に悪いと思ってく

ださい。３年次生は２年次生までの成績が載って

いるんですが、大体真ん中の普通の人は GPA2.2

前後となります。４年生も同様で GPA2.2前後が

普通です。４年生で注意していただきたいのが「全

科目修得単位数」という表です。経済学部の場合、

毎年約18％の学生が留年します。基本的にこの単

位数が足りないのです。累計％の82％のところを

見ていただくと単位数が99から103とあります。

４年生の段階で単位数が90未満の学生さんはイエ

ロー信号、かなり４年で卒業するのは難しいかな

と思われます。１学年で48単位登録することがで

きます。４年間で192単位登録することができます。

192単位中の124単位取れば学士経済学をもらえま

す。192分の124で結構楽だなと思うかもしれませ

んが、そもそも単位が少ない学生は、１年生の時、

10単位くらいしかとれません。２年生も10単位く

らい。そういう学生が最後「フル単」というので

すが、48単位全部取れるのか。１年生も２年生も

10単位ぐらいしか取れていない学生が、そこから

奮起して３年生も４年生も48単位取れるかという

と取れません。積み重ねで単位というものはでき

ています。２年生春学期くらいまでちょっとサボっ

たなという人は秋から真剣に、２年生秋、３年生、

４年生と単位がとれるようにといっていただけた

らと思います。

　では、学生たちがどのように過ごしているか。

ムービーをつくってきましたので見ていただけた

らと思います。今、３年生になる学生が１年生向

けに「経済学部で学んだらどのように生活してい

るか」を先輩たちが紹介したいということで、学

生自らが１年生向けにつくったムービーを見てい

単位数」が書かれていませんので、１年生ですべ

て科目を落としたとしても卒業はできるというこ

とになります。導入科目は今、私が担当しており

ます「経済学概説」「日本経済」という授業です

けど、「それを落としてしまったから僕は卒業で

きないんじゃないか？」と質問をする学生がいらっ

しゃるのですが、これは別に落としても卒業はで

きます。それより大事なのが「基礎科目」を18単

位以上とる。「初級ミクロ経済学」「初級マクロ経

済学」「統計」といった経済の基礎的な科目で非

常に単位が取りづらい。１年生の秋から始まるん

ですけど、１年生秋、２年生春に「基礎科目」を

勉強します。１年生の時は一生懸命勉強したけど、

２年生は遊んだりして「基礎科目」18単位以上を

取れなくて卒業できないということになるかと思

います。

　右の段の「Ⅱ類Ａ群」は英語の科目です。12単

位以上という卒業要件があります。英語科目で12

単位以上取らなければいけない、これも厳しい要

件かなと思います。真面目に授業に出ている学生

にとっては別に簡単です。そんなに英語のレベル

が高いわけでもありません。ただなぜこれが難し

いかというと、朝１講時の授業が非常に多いから

です。寝坊をしてしまった、夜、コンビニのバイ

トだとか飲み屋のバイトをしている学生たちは

ちょっと注意ですね。朝、起きられなくなります。

３回遅刻すると１回休みとカウントされて、先生

によりますが、合計３回休んだら単位がないとい

う状況になります。出席の真面目さが問われると

思います。Ａ群の単位が少ない学生は、ちょっと

サボっている、バイトなり何かで学生生活に支障

が起きていると思っていただければと思います。「基

礎科目」と「Ⅱ類Ａ群」が卒業要件として厳しく

なってくるのかと思います。３年生の12月、１月

頃から本格的に就職活動と説明会等が始まり、東

京にも行ったりします。その時、深夜バスで帰っ

てきて１講時の英語の授業って受けづらくなって

きますので就活と並行して語学をとるのは厳しい

です。３年生の春学期までにＡ群、Ⅱ類16以上の

単位数を埋めていただければと思っております。



25DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture3学業履修について

ただこうかなと思っております。これはアクティ

ブ・ラーニングですね。自分たちで企画して、ど

のようなことをすれば目標を達成できるかを自分

たちで考えて行動した成果です。

（ムービー放映）

　経済学部はラッキーなことに良心館という一番

新しい建物を使えるようになっていまして、ディ

ベート大会、その準備のための勉強もこの建物に

ありますラーニング・コモンズで行えます。また、

経済学部生だけが使えるクエストルームという自

習室もあります。経済学部は１学年1,000人規模

の大きな学部で、学科に分かれておりませんので

２年生秋学期から始まりますゼミ、これが専門、

何の勉強をしたかという専門になります。大きく

分けて「ミクロ」「マクロ」の理論の科目とデー

タを使って実証分析する科目、そして環境、情報、

文化、歴史、思想、いろんな専門の先生がいらっ

しゃいまして、それぞれに分かれて自分たちなり

のテーマを決めて研究活動を進めて４年生で卒業

論文を書くことになっております。学生はガイダ

ンスを受けて知っていると思いますが、ご父母の

皆様も「いろんな専門があるから自分の好きな興

味のあるところに進むように」といっていただけ

ればと思います。私からは以上になります。
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に職業選択をはかることがそのねらいであり、学

生が産業を知り企業を知り自分を知る機会として、

インターンシップが徐々に定着していきます。

　それからちょうど20年がたつわけですが、最近

の新聞報道などもふまえてインターンシップの特

徴を挙げると、第一に「１日型」インターンシッ

プの大幅な増加、第二に学生の参加率の上昇、第

三にインターンシップと採用活動の関連の強まり

を指摘できます。採用活動スケジュールの変更に

加えて企業の人手不足感もあり、企業のインター

ンシップ開催数が非常に増加しています。最近で

は、経団連の日数規定の廃止を契機に、「１デー

インターンシップ」が大幅に増加しました。それ

に呼応して、学生のインターンシップ参加率は急

速に高まっています。ある調べによれば、学生の

インターンシップ参加率は７割にのぼるとのこと。

さらに、「就職体験が多いほど内々定率が高い」

との報告もあり、企業も学生も採用・就職活動の

一環としてインターンシップを位置づける傾向が

見られるようです。

　こうした状況を受けて、最近学生から「インター

ンシップに参加すべきか」という素朴な質問を受

けることが増えました。１年生や２年生からも同

様の質問があるほどです。何をなすべきかに対す

る回答は、何を得たいかつまりその目的に依存す

るため、非常に答えにくいのが実情であり、「興

味があるなら参加してみれば。行動すると新しい

出会いもある」と答えています。一大学教員の立

場でいえば、企業説明会の域を出ない一部のイン

ターンシップの実態やインターンシップの選考に

翻弄される学生を見ると、就職活動の長期化を懸

念せざるを得ません。一方、上述したインターン

　本日はご多忙のところ、遠方より父母会（鳥取

会場）にご参集いただき厚く御礼申し上げます。

気候も人柄も穏やかな当地で、ご父母の皆様にお

会いできることを楽しみにして参りました。短い

時間ではありますが、学業履修状況の確認をはじ

めご子息の学園生活について情報共有させていた

だければと存じますので、どうぞ宜しくお願い致

します。

　さて、大学はちょうど学期末試験の真っ最中で

あり、ご子息におかれましても試験勉強で慌ただ

しい時間を過ごされていることと存じます。８月

初旬には試験もほぼ終わり夏期休暇に入りますが、

新学期までの期間の過ごし方については個々人で

色々計画されていることと思います。

インターンシップの参加について

　ところで、夏期休暇の過ごし方に関わり、最近

の学園生活でとくに気になることのひとつは、イ

ンターンシップの参加をめぐる学生の動きです。

とくに３年生のご家族におかれましては、お子さ

んからインターンシップ参加について報告があっ

たり、相談を受けたりしたご父母もいらっしゃる

ことと推察します。

　一般に、日本企業がインターンシップを実施す

るようになったのは、1997年にまで遡ります。ちょ

うどその前年に「就職協定」が廃止されて、企業

と学生の接触が緩やかになったことが直接の契機

です。当時は失業率が上昇して「雇用のミスマッ

チ」に注目が集まっていたことが背景にありまし

た。そこでアメリカを範とし文部省の後押しもあっ

て、インターンシップを実施する企業が増加して

いきました。仕事体験をつうじて、学生が主体的

学生のインターンシップ参加を考える

谷村 智輝（経済学部教授）
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シップの意義は、それ自体否定されるべきではな

いでしょう。重要なことは、機会を提供する側か

ら見ると、インターンシップは「社会が学生を育

てる機会である」ということです。インターンシッ

プが持つ教育としての側面を看過してはならない

ように思います（なお、ここで教育という場合、

達成度を学業成績として評価するということを含

むものではありません）。

海外インターンシップ

　さて、経済学部は、志ある企業と連携を図って

「海外インターンシップ」を実施してきました。

参加学生は、夏休みの２週間、言葉も文化も異な

る日系企業の海外拠点で実際的な業務体験を積み

ます。また、実施に先立って企業から課題を課さ

れ、入念な事前準備を求められます。学生諸君に

は、是非、こうした機会を積極的に利用して、イ

ンターンシップの主旨にかなった質の高い職業体

験を実現してほしいと思います。

　ともあれ、夏期休暇を利用して帰省する学生諸

君も多いと思います。ご父母の皆様におかれまし

ては、インターンシップの問題にとどまらず、こ

の機会を利用して最近の学生生活や今後の大学生

活の充実をはかるための行動計画、将来の進路に

ついて、ご子息の話を聞き、引き出していただけ

れば幸甚です。学生諸君にとってご父母は最も身

近な社会人の先輩ですから。また、ご父母の皆様

は学生諸君のステークホルダーでもあります。こ

の時期は、ご自身の考えをご子息に伝える貴重な

機会でもあるといえるでしょう。

　最後になりますが、ご子息の学園生活を充実さ

せるために、父母会を通じてご父母と教職員また

ご父母の間で交流を促進していければ幸甚です。

今後ともどうか宜しくお願い致します。
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らく再開発が進んできませんでしたが、約９年前、

マツダスタジアムができて以降、広島駅前の再開

発は目を見張るものがございます。南北自由通路

も遂にオープンということで八丁堀という町の拠

点と広島駅前という、もう一つの拠点に二つ店を

もっていることは大きな強みであるかと思ってお

ります。今後も広島に根ざしていく基本姿勢は変

わりません。ますます皆様方のご支援を賜りたい

と思っております。懇親会の後、８時まで営業し

ておりますので、ぜひお立ち寄りください。

岡本剛●トヨタＬ＆Ｆ広島の岡本と申します。会

社名だけ聞いたことがある方はおられないのでは

ないかと思います。当社は広島で産業車両、フォー

クリフトを中心に物流にかかわる商品群を扱う販

売会社になっております。広島、島根で営業をし

ております。グループ会社には広島トヨタ自動車

という、車を扱うトヨタの店があります。トヨタ

の販売店の仲間ではありますが、車以外の商品を

扱っている会社です。主に法人のお客様に対する

営業を中心に行っていますので、皆様の目にふれ

る機会は少ないですが、営業所は広島県と島根県

で12拠点ございます。若干、外れたところに営業

所を構えています。フォークリフトは道路を走っ

ていませんのでトラックで運搬したり、納品する

岡本捺●それではパネルディスカッションを開始

させていただきます。株式会社シーズの岡本です。

株式会社シーズは地元の就職情報サイト「ヒロジョ

ブ」を運営しています。広島県に本社、事業所が

ある企業のみを掲載する就活生が使う就職情報サ

イトとなっております。地元に特化した情報を学

生に伝えております。本日は「社会が求める人材

とは？」ということで就活に絡んだお話をさせて

いただければと思っております。今日は２社にご

参加いただいております。株式会社福屋人事部・

木原様、トヨタＬ＆Ｆ広島株式会社総務部・岡本

様です。まず企業紹介を兼ねて一言ずつ、お願い

します。

木原●株式会社福屋人事部担当次長の木原です。

主に採用、教育担当をしております。広島の地場

の百貨店です。創業88年を迎える地元の皆様に大

変お世話になっている会社です。いつもお越しい

ただいてありがとうございます。広島本社は88年

の歴史がありますが、県外には基本的には事業所

をもっておりません。広島市内の八丁堀と広島駅

前、広島市の中心地に拠点をおき、地元の皆様に

寄り添い、地元の皆様に親しまれ、愛される百貨

店をめざして日々邁進しております。広島駅前地

区に18年前、出店いたしましたが、それ以後、長

パネルディスカッション「社会が求める人材とは？」

岡本 捺希
（株式会社シーズ）

木原 章太郎
（株式会社福屋）

岡本 剛
（トヨタＬ＆Ｆ広島株式会社）

地
方
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解し、お客様の期待以上のサービス、商品のご提

案をすることが私たちの使命だと思っております。

したがってお客様のお考え、お話をよく聞き、理

解できる方、それに対して自分なりに考えて工夫

してお客様の求められるものにさらにプラスα、

積極サービスができる方を、ということでお話さ

せていただきます。言葉にはできないのですが、

今まで培ってきた経験、学生時代のバイトでもそ

うです。サークル活動も、中高時代の体験も含め

て幅広い人間性を見たいと思っております。

岡本剛●弊社では当社の社長が最終面接を必ずさ

せてもらいます。学生の方に主にお話をいただき

ます。自由に話をしていただく時間をつくってお

りまして面接時間も30～40分程度と少し長い時間

をとっています。これも求める人材とつながるか

と思いますが、自分のことをよく理解して、それ

をどう社会で生かしていこうかということが見え

隠れしている学生には、次のステップということ

で「必ず当社に入社していただきたい」というこ

とで内定を出すことが多いような印象はあります。

当社は営業職の募集ということで、保護者の皆様

が一番心配されるのではないかと思いますが、「営

業はやめておけよ」というお声がけをされること

も多いかと思いますが、これほどやりがいのある

仕事もありませんで、お客様との人間関係ができ

て初めて商売につながる。特に法人営業をやる会

社はそれが顕著に出る仕事ですので、こういう方

というよりは人との関係をつくっていける。友だ

ちの多いタイプや親しみの濃い友だちの多い方、

人間関係を大事にされる方が当社の営業として十

分やっていけるのではないかと思います。新入社

員にはそれほど期待していません。はじめからも

のが売れると思っていませんし、きちんと挨拶が

できるとも思っていません。社内に入ってからしっ

かり１年以上、研修期間を設けていますので、みっ

ちり教育しながら一人前の社会人として営業をス

タートできるのは１年後くらいだろうと思ってい

ますので、その点はご心配いらないかなと思って

おります。

ものもありますので比較的土地が広くとれる開け

たところに店を構えています。昨今、商工センター

に LECT（レクト）がオープンしまして、その目

の前に本社がございます。本社の写真が出ていま

すので、ごらんいただければと思います。ガラス

張りの大きな建物です。当社は宣伝不足もあって

目にふれることが少ないのですが、学生にも実は

周知ができていないのが現実です。法人営業は個

人に対するよりも決まったお客様、当社は広島、

島根で50％のシェアをもっていますので２台に１

台は当社の商品を使っていただいている会社が多

い中、学生の方にはなかなか周知いただいていま

せん。そこでこういう機会をいただきましたので、

宣伝にならないかなと思いながら今日はまいらせ

ていただきました。楽しみにしております。よろ

しくお願いいたします。

岡本捺●ありがとうございました。今まさに４年

生は就職活動をしている、企業は日々、選考活動

をされていると思います。最初に「企業が求める

人物像」「こんな学生は魅力的だな」ということ

について福屋さまからお願いいたします。

木原●「企業が求める人物像」ということですが、

実は２日前に2018年採用の最終選考を終了しまし

て内定者を出したばかりでございます。仕事が終

わってホッとしているところです。企業が求める

人材像といいましても「こういう人」とか決めて

しまうと、会社の中で多種多様な人材が活躍でき

るかということを常々思っておりまして、毎年、

シーズをはじめさまざまな合同説明会に参加させ

ていただき、単独でも説明会もいたしますが、十

人十色、いろんな学生さんがこられます。それぞ

れに魅力があるなと思っております。特段、こん

な人材というのを定めておりません。百貨店とい

う業種業態ですので百貨店とは何かということを

いいますと小売業ではありますが、接客・販売が

中心です。すべてのものを私ども社員が接客・販

売しているわけではありませんが、お客様の立場

に立って、お客様が求めていらっしゃることを理
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くって事業展開している会社ですので、ぜひ広島

に帰って広島でがんばりたいという方に期待して

いるところです。

岡本剛●私自身も大学は県外に出ておりまして広

島に帰ってきたＵターンチームではありますが、

県外に出た学生の視野は広くなっていると思いま

す。広島で育って広島の大学にいっている学生よ

りも、いろいろなことを目にし、聞いて、いろい

ろな体験をして帰ってくる。いざ困ったことがあっ

たり、仕事の中で躓くことがあっても、鳥瞰して

改めて考え直すことができたり、精神的にも一人

で過ごしている時間が県外ではもてる。きちんと

考えられる力もついてくるのではないかなと思い

ます。先週、大阪に土日でいって関西圏の大学生

とお話をして帰ってきましたが、「広島に帰りたい」

という強い思いがある。広島の学生には、あまり

ないことです。家庭のご都合もあり、本人の能力

もあったかもしれませんが、何となく地元の大学

を卒業した。一方、県外に出ている学生は意識が

高いので、地元に帰ってきてから仕事に身が入る。

しっかり勤めていただけているという印象があり

ます。

岡本捺●そうですね。私も関西から戻ってきたＵ

ターンチームですが、いろいろな状況に揉まれな

がら心の強さや精神の強さが磨かれていくのだと

思います。Ｕターン学生だけでなく、一般学生と

さまざまなお話をされていると思いますが、最近

の学生に感じられること、「ここはもっと磨いた

方がいいな」と思うところを、ぜひ教えていただ

きたいと思います。

岡本剛●そうですね。前向きな気持ちが意外と少

ない。積極的に動ける方と、そうでない方の落差

が大きい。この２点は感じるところです。前向き

か、後ろ向きかはどんな時にそう感じるか。面接

を受ける前にすでに「もし落ちたら」と考えなが

ら面接に臨んでいる様子が伺えますね。「面接が

なんぼのものだ」という気持ちで、「面接でこん

岡本捺●ありがとうござい

ます。求めるところとして

はお客様に営業にいくとい

うところで、２社の方もコ

ミュニケーション能力や人

柄を重視されているという

ことだと思います。次に県

内の大学に進まれている学

生とＵターンで県外から広島県に戻ってくる学生

と、Ｕターン学生の印象、Ｕターン学生に求めて

いるところをお聞かせいただければと思います。

木原●私は大学を1995年に卒業して22年ですが、

関西の大学にいっていました。親に迷惑をかけま

いと何とか４年で卒業して地元に帰ってきました。

私の経験も踏まえていいますと広島から関係圏の

大学にいかれた方、ご苦労されているのは人間関

係、コミュニケーションづくりだと思います。言

葉が違う、コミュニケーション能力に長けている

学生がたくさんいる。そこに一人で住む。下宿を

根城に遊んでやろうという友だちがいっぱいいま

すから、下宿するとたくさんの友だちができるか、

利用されているのか、よくわかりませんが、そこ

でコミュニケーション能力が問われる。仲良くな

る友だちができる、自己主張もできる。アルバイ

トもバイト先の店長にすごい言葉でよく怒られま

す。それに耐えて４年間過ごす。そして大学にい

かせてもらってよかったなと感謝する、そういう

人が広島に帰ってくる。地元企業で必ず、いい戦

力になっていただけると信じています。私の同期

入社に同志社出身の方がいました。立命館もいま

した。あえてＵターン就職を多くとった年だとい

われました。コミュニケーション能力が長けてい

るのは関西圏にいって一人暮らしをして楽しい思

い出をつくり、帰ってくる学生だと思います。広

島は魅力的な町です。大学は地元から離れて関西

というすばらしい場所にいった。そして広島に帰っ

て親孝行も含めて地元孝行したいという気持ちが

強い方が多いのだと思います。手前どもの会社は

地場の企業ですし、広島のお客様と信頼関係をつ
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なことを社長に聞いてやろうという気持ちで臨ん

でくださいね」と常々フォローしているのですが、

緊張する場面、自分の人生を左右する大きな場面

になった時、少し後ろ向きに考える方が多いよう

な印象を受けます。特に男子学生にそういう傾向

が見られるように思います。温度差があるという

のは友だちの影響が大きいと思います。周りの友

だちが積極的だと自分も積極的に動いていきます。

周りに大人しい人が多いと自分もなかなか動けま

せん。今週木曜日に「初めて会社訪問にきました」

という学生がいました。この時期で「初めて」と

いうのは遅いですよね。いろいろ聞いていると勉

強もあったし、やりたいこともあったようですが、

そういう温度差が、学生によってはあるようです。

保護者の方から「就職はどうするんだ」。あまり

いうと煩さがられるかもしれませんが、それだけ

子どものことを真剣に考えているんだということ

は将来的に伝わることだと思いますので、プッシュ

していただければなと思います。

木原●我々の会社に最近入ってきたものを含めて、

最近の若い方というのは、わりと安定指向が強い

かなと感じる場面が多いです。その半面、チャレ

ンジ精神に少し欠けている方がいらっしゃるよう

です。最初から、できる人はいないのですが、若

いうちは失敗しても、それほどにたいしたことは

ないのですから、どんどん自分の殻を破って「失

敗しても」というところを見せてほしいと思いま

す。少し大人しいというか、安定指向の方が多い

のかなと見受けられます。もちろん言動に気をつ

かってのことでしょうし、学校も真面目に勉強し

て単位をとりましたという方の方が優秀なのかも

しれません。でもそういう方ばかりでは、新しい

事業展開はできないと思っていますので、多様な

人材を採用したいなと思っています。先程先生か

ら月曜日１講時でも出席が多いですねという話が

ありました。お昼からが授業だと思っていますか

ら、よく出ているなと思います。私も高校２年の

娘がいますので、そろそろ考えないといけないの

ですが、ちょっと羽目を外して余裕ができる方が

いいかなと思っております。

岡本捺●ありがとうございます。ちょっと安定指

向の方が多い。もっとチャレンジ精神がほしい。

これから学生がゼミとかサークルで活動をしてい

くわけですが、それがきちんと企業の方に伝われ

ばチャレンジ精神も伝わるのではないか、採用に

つながっていくのではないかと私自身、いろんな

学生を見て思っているところです。地元で働きた

い。実際にお二人ともＵターンで広島に戻ってこ

られましたが、地元で働くやり甲斐、働く意義に

ついて教えていただきたいと思います。

岡本剛●「地元で働く意義」

といわれるとテーマが大き

いのですが、地元で働くこ

との楽しさについてお話し

します。安佐南区に実家が

あり、私自身も安佐南区に

住んでいます。子どもが勝

手に自転車でいける距離に

実家があります。帰ってきた時は離れたところに

住んでいたのですが、結婚を機に実家の近くでは、

いろいろあるかなと勝手に考えて少し離れたとこ

ろに住んでいます。何か困った時、心の支えがほ

しいという時、支えてくれる環境は助かります。

私が子どもに大きな声で怒って「ちょっと落ち込

んでいるな」と思った時、ふらっと実家から電話

がかかってきて「うちでテレビを見ているけど、

何かあったの？」という関係は大変助かっていま

す。私の大学で地元に帰るより、県外の大きな会

社に入る人がたくさんいました。メガバンクに入っ

たゼミ生もいますし、世界で働く人もいます。地

元で長く働けてよかったなと思う場面は、いろい

ろな時にあると思います。そこが一番の魅力かな

と思っています。私自身、仕事をする中で近しい

仲間もいますし、パパ友というのもあるんですね。

ママ友はドラマでも大変そうだなと思って見てい

ますが、パパ友のつきあいも楽しくて、地元の団

体に所属したり、スポーツも昔の友だちとやった
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り、そういう生きやすい環境が整っているのは地

元企業ではないかなと思っています。

木原●地元企業という意味

では広島中心部にしか事業

展開していない会社ですが、

私もＵターンして就職する

きっかけは広島に戻って転

勤がないことが大きな魅力

でした。出身は東広島市の

山間地にあります。ここか

ら車で約１時間のところですが、それでも１時間

で実家に帰れる。田んぼをやっていますのでゴー

ルデンウィークは小さい頃から農作業をしていま

したので、生まれた時から癖がついています。百

貨店はゴールデンウィークがかき入れ時でもある

のですが、あえて「地元に帰ってお休みをくださ

い」というと寛容に受け止めてもらえます。我々

の会社は女性の比率が７割強ですので女性がずっ

と働き続ける環境を30年近く前から取り組み始め

ています。育児休職の取得率も女性は99％です。

男性も毎年一人ずつくらいあります。子育てしな

がら働き続けられる。妻も同期入社で立命館大学

からＵターンしてきました。彼女は子どもを３人

育てながら今でもフルタイムで仕事をしています。

婦人服の担当をしています。子どもが小さい時は

お互いに土日を休めなかったりするのですが、近

隣の両親にお願いして子育てをしてきました。今

は子どもたちもなかなか口も聞いてくれないので

すが、今日は東京にコンサートにいっています。

地元に帰ってきて結果的には子どもをここで育て

ることができましたし、いろいろなことにも携わ

ることもできました。昨年、ようやく入社して初

めてカープ優勝セールを体験することができまし

た。入社２年目にメイク・ミラクルでカープが９

月に優勝するという勢いだったのに江藤が骨折し

て優勝できなかった年がありましたが、去年は８

月中旬以降、あれよ、あれよという間に優勝しま

した。91年当時は優勝セールをするのは百貨店く

らいしかなかった。そごうや福屋の前で「くす玉

を割って」というイメージでしたが、今は「ゆめ

タウン」や「ユーモール」、セブンイレブンもス

ポンサーですから優勝セールで、購買意欲が高い

方がこぞってこられるというイメージをもってい

ましたが、蓋を開けてみると日曜日ということも

あって「優勝セールを祝うなら」ということで福

屋にたくさんの方が押し寄せていただきました。

おそらく私ども関係者も初めて、これだけのお客

様にきていただいた、あの時は地元の会社をお選

びいただいて本当にありがたいなと感謝の気持ち

でいっぱいでした。今年も、もう一度、優勝でき

ると思いますので、ぜひ皆様足をお運びいただけ

ればと思います。

岡本捺●地元で働くということでプライベートの

部分も、かなり充実されているのかなと、聞いて

いて思いました。よくブラック企業とテレビなど

でもいわれて保護者の方も心配されていると思い

ますが、人事担当者の方に企業選びを学生がする

にあたって「ここは見ておいた方がいい」という

ポイントを、ぜひ教えていただけたらと思います。

木原●説明会では私どもの宣伝をしますので「こ

ういう企業がいいよ」ということは我々のパター

ンでしか申し上げられないのですが、これは何と

かハラスメントと同じで、その人がそう思えばハ

ラスメントだし、入って「これはやり甲斐がある

ぞ、もっとやってやろう」と思えば、そんなこと

は誰も思いません。ただルールはあります。労働

時間のルール、賃金のルールがありますので、そ

の中で働く方ご自身が、どれだけやり甲斐を感じ

られるかだと思います。もしそういうことを感じ

られるのであれば別の仕事を探されれば、今はい

くらでも仕事はあります。合同説明会や企業訪問

を通じて「自分はこんなことができる」と思って

いただければ、それを初志貫徹していただきたい

と思います。最初に思ったことは案外、外れてい

ない。入ってみて「こうじゃなかった」というの

は最初のボタンの掛け違いがあるのかもしれませ

ん。これは企業の名前とか業務内容ではなく、そ
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こでの人間関係、採用担当者のフィーリングが大

きいのかなと思い、私が学生と接する時にはフラ

ンクに生の会社の姿を伝えようと思っています。

若手社員にもしゃべらせて、入社のきっかけなど

を聞きますと、若手社員の声は「この会社なら大

丈夫だと思った」ということが大きいように思っ

ております。

岡本剛●ブラック企業といわれると当社は耳が痛

いところがありまして、営業職はご存じのとおり、

数字を追っていく仕事ですし、当社の営業職はノ

ルマに対して叱咤激励、一種のパワハラに近いよ

うな叱り方をする場合も間違いなくあります。今、

会社でやっていく中で、やり甲斐を感じていただ

ければ「自分は怒られてもしょうがない」と思っ

てもらえる部分もあるかとは思いますが、その中

で採用担当として気をつけているのは、必ず、当

社の営業スタッフの何人かいっしょに話をしても

らうことにしています。「『辞めたいと思ったこと

ありますか？』と聞いてください」と伝えていま

す。絶対あります。極端な人は「毎日」という人

もいます、毎日辞めたいと思うくらいだったら辞

めればいいじゃないかと思われるかもしれません

が、それでも続けていける何か光があるわけです

ね。それはやり甲斐だと思いますが、そこが仕事

の面白さだったりするわけです。労働時間、出勤

日数などの法的に厳しい部分については、トヨタ

という大きな看板を抱えていることもありますの

で、残業も営業スタッフは平均して20時間もない

くらいで、日に１時間残業があるかないかという

くらいです。土日で休みをとる法人の営業をして

いる会社ですので、その意味では「家族といっしょ

にカープの試合を見ながら晩御飯を食べられる営

業職」というのが売り文句になっているのですが、

その中でも数字を追っていく企業の厳しさは間違

いなくありますので、それを「ブラック」といわ

れれば「ブラック」だと思います。若い頃、朝、

会社にいくと机の上に注文書がおいてありました。

フォークリフトの注文書です。そこに私の名前が

書いてありました。「売れないんだったらお前が

買え」という意味です。自分で買っても何の意味

もない商品ですし、所長の激励に応えて何とか販

売していく。実は意外と高いです、300万、400万

円します。だったら好きな車を買った方がいい。

冗談半分ですけど、ちょっとした叱咤激励という

形で、そういうこともやったりします。そんな世

界が営業の世界ではあるのですが、それでもやっ

てこられているのは、そこに人間関係ができた時

の楽しさだったり、給料をしっかりもらえた時の

うれしさだったり、そういうことかなと思います。

岡本捺●ありがとうございます。やり甲斐という

ところを、まずは自分自身で考え、直接、営業の

スタッフと話ができる機会とかを企業もつくり、

学生に広報されているので、そこに直接いくとい

うことが、企業選びで大切になってくることかな

と思います。

　最後に今のうちに学生にやっておいてほしいこ

とを一言ずつ、いただければと思います。

木原●Ｕターン経験者の立場からですが、ぜひ関

西、特に京都での生活を満喫してほしいなと思っ

ています。第二のふるさとだと思われていると思

います。そういう場所が、もう一つあるというこ

とは心の拠り所にもなりますし、地元に帰られて

も地元から離れられても、もう一つ京都という拠

り所があるということが強み、アドバンテージだ

と思います。今年、大学に入られた方や４年前に

入られた方、ご父母はご心配なことと思いますが、

元気でやっていらっしゃるし、楽しんでいらっしゃ

ると思います。それであればぜひ応援して、多少

のことは目をつぶっていただき、広島に帰ってき

て親孝行されるのであれば、あと何十年も皆さん

幸せじゃないですか。そういうふうに思っていた

だければと思っています。

岡本剛●とにかく見聞を広めていただきたいなと

思っています。学生の時ほど時間がある時期は、

もうこないですね。学生の時は時間はあるが、お

金がない。社会人になるとお金はあるけど、時間
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がないといわれますが、時間があるうちにいろん

なチャンスがあるはずなのです。どんどん参加し

ていけばいろんな機会がたくさんめぐってきます。

留学の資料もありましたが、いろんなところにいっ

て見聞きして、いろんな方と交流して見聞を広め

ていただくことが将来の糧になるかと思います。

岡本捺●今のうちにいろいろとやってみて、そこ

から楽しみやチャレンジ精神が生まれるかなと思

いますので、それを就活で生かして今後、社会人

として生かせる力になっていくのかなと思います。

　「社会が求める人材とは？」ということで話を

進めてきましたが、そろそろお時間となりました。

「ヒロジョブ」を見ていただきますと広島県の企

業をたくさん掲載させていただいています。社会

人の方とホンネで交流しようという会も設けてい

ます。今年も12月から開催します。学生と社会人

が一堂に会して企業の説明を聞くということもそ

うですが、それだけではなく、社会で働くとはど

ういうことか、今のうちにどんな準備をしておい

たらいいかを企業の方といっしょに話をして準備

を進めていける会を定期的に開催しておりますの

で、就活に悩んでいる学生がおられましたら、ぜ

ひお伝えいただけたらと思います。では本日のパ

ネルディスカッションは以上で終了となります。

ありがとうございました。

お問い合わせ先　�

株式会社シーズ　岡山本社

（オカジョブ・ヒロジョブ・カガワジョブ

　運営事務局）

〒700-0985

　岡山県岡山市北区厚生町3-1-15

　岡山商工会議所ビル２階

【フリーダイヤル】0120-988-550

【メールアドレス】spt＠jobjob.jp

■岡山の就活サイト『オカジョブ』

　　https://okajob.com/2019/page

■広島の就活サイト『ヒロジョブ』

　　https://hirojob.com/2019/page

■香川の就活サイト『カガワジョブ』

　　https://kagawajob.com/2019/page



35DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture22017. 6. 4　父母会／岡山会場

です。創業は江戸時代で創業188年と古く、地域

の皆様にはご愛顧をいただいている会社です。よ

ろしくお願いします。

金森●株式会社トマト銀行で人事採用担当をして

おります金森と申します。よろしくお願いします。

実の姉も同志社大学出身、同志社大学で伴侶と出

会い、結婚しております。個人的には身近に感じ

る大学で、いい大学だなと思っています。当社は

銀行ですが、頭取とはいわず、社長の高木も同志

社大学出身です。会社を含めて身近な存在に感じ

ています。事業内容としては、トマト銀行という

と岡山の方はわかっていただけるのではないかと

思いますが、普通銀行の業務を行っています。全

店61店舗ある中で、岡山で53店舗展開しています。

それ以外は兵庫、広島、大阪、東京にあります。

岡山を基盤とした金融機関です。今、マイナス金

利の関係で逆風が吹いているといわれます。実際、

貸出金利は低下してきていまして金融機関全体が

厳しい思いをしています。そこで大切なものは従

業員です。銀行といえば看板で営業しているので

はなく、社員一人ひとりがお客様とどういう信頼

関係をつくれるか、その中でどうやってお客様に

選んでもらえるかを大切にしています。銀行とい

うと固い、敷居が高いというイメージをもってお

岡本●株式会社シーズ新卒研修事業部の岡本と申

します。ファシリテーターを務めさせていただき

ます。弊社は地元に特化した就職情報サイト「オ

カジョブ」「ヒロジョブ」「カガワジョブ」を運営

している会社です。「オカジョブ」は岡山県に本社、

事業所がある企業だけを掲載しており、地元で就

活をする学生のサポートをさせていただいていま

す。今日は２社の企業様から企業が求める人物像、

地元で働く生き甲斐、やり甲斐などを聞いていき

たいと思っております。最初に本日、お越しいた

だいているお二人に会社の説明を一言、お願いし

ます。

元治●株式会社天満屋で人事採用担当をしており

ます元治です。よろしくお願いします。日々、天

満屋をご愛顧いただきましてありがとうございま

す。天満屋は中国地方に７店舗を構え、岡山県に

は３店舗あります。近くの岡山本店、県北の津山

店、鳥取県にもあります。百貨店というと売るイ

メージがあるかと思いますが、ものを売るという

ことだけでなく、私たちの存在意義は地域のお客

様を幸せにするということをモットーに仕事をし

ています。どのように販売することがそれにつな

がっていくかを考え、一人の力ではなく、みんな

の力を合わせて店や町をつくっていくという会社

パネルディスカッション「社会が求める人材とは？」

岡本 捺希
（株式会社シーズ）

元治 健太
（株式会社天満屋）

金森 有哉
（株式会社トマト銀行）
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うです。さらにいえば「自主性」「感性」。自主性

はいろんな組織に属し、組織の中で自分の個性、

考え方をどのように生かせるか。弊社はもちろん

組織ですから、その中で個人は埋もれてしまいが

ちですが、個人が活躍しなければ組織はうまく回

りません。自分自身で考え、行動する、これが難

しい。自分で考えることができてない方が多い。

自分で考え、行動することを含めて採用活動で見

させてもらっています。大学時代は何でもできる

時だと思います。自分で考えて留学にいく、した

いことをやるなど、今のうちに今から行動するこ

とが大切ではないかと思います。

　もう一つは「感性」、人間力で勝負しています。

銀行はどの銀行も扱う商品は同じという中で、お

客様に選んでもらうには、社員がどのようにお客

様と接することができるか。「感性」が大切にな

ります。お客様の会社に訪問した時、訪問して帰

るだけなら誰でもできる。その中で、ちょっとし

た違い、ちょっとした気遣い。ごみが落ちている、

当社の社員が拾って捨てる。その会社の従業員の

方が見られていたらどう感じるか。「トマト銀行

の担当の方はよく気がついて、いいですね」。そ

ういうことの積み重ねだと思います。「感性」は

学ぶものではなく、自分で磨くものだと思ってい

ますので、長く積み重ねれば積み重ねるほど感性

は磨かれていく。その中で選んでもらえる人間に

なると思っていますので「自主性」と「感性」が

大切だと思っています。

岡本●コミュニケーション

能力はあたりまえ。プラス

αでポスピタリティと自主

性を求めている。そういう

学生を見極めるために採用

活動を進めておられると思

いますが、Ｕターンで県外

から岡山に戻ってくる学生

と交流する機会もあると思います。「Ｕターンを

する学生に求めていること」、そういう学生の印

象について教えていただきたいと思います。

られるかもしれませんが、そのようなことは一切

ありません。個人の人間力で勝負する業界です。

銀行として社員の育成に力を入れております。お

客様に選んでもらえるよう、岡山に貢献できる銀

行を目指しております。

岡本●本日は２社の企業様にお越しいただいてい

ます。先程、社員一人ひとりが大切だということ

でしたが、ここから質問で、まず「企業が求める

人物像」を伺えればと思います。

元治●当社が求めている人物像は３つあります。「ホ

スピタリティ」「コミュニケーション能力」「創意

工夫」がキーワードですが、当社にとってはどう

いうことか。私たちの仕事は人を幸せにすること

で、そうしたいと思うかどうか。人の笑顔や喜び

を感じていけるかどうかで「ホスピタリティ」、

もてなしの気持ちをもつ。ただそれを自分の胸に

秘めているだけでは幸せになりませんので「コミュ

ニケーション能力」を発揮してかかわっていく。

お客様を幸せにするにはコミュニケーション能力

が必要だということです。私どもの業務が同じこ

とを繰り返していてもお客様に感動をお届けする

ことは難しいので、同じことをするだけではなく、

「創意工夫」をして自分の強みを生かし、自分な

らではのサービスをする創意工夫の力が必要だと

考えています。「ホスピタリティ」「コミュニケー

ション能力」そして「創意工夫」となります。こ

れに関して大学生活で経験をされていることは、

一人で成し遂げたということではなく、協力して

成し遂げた経験、それは何であっても構いません

が、そういう経験をされている方がいらっしゃれ

ば、この３つの要素を当社で発揮していただける

のではないかと思います。そういう経験をしっか

り自分の言葉で語ってくれる方ということで採用

活動を進めさせていただいております。

金森●トマト銀行で求める人物像としては、まず

「コミュニケーション能力」、このご時世、どの

企業でも求められるものだと思います。当社もそ



37DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture2パネルディスカッション「社会が求める人材とは？」

いろんな経験、考えをもっている学生がほしい。

いろんな考え方、自主性をもつ方を評価していき

たいと思っています。

岡本●地元の学生とＵターン学生は違っていて、

Ｕターンの方はそれを生かせるように選考でもそ

の話をしていけば企業に自分の魅力が伝わってい

くのかなと思います。次は一般的に、最近の学生

に対して感じていること、「こういうところは物

足りないな、こういうことをもう少し改善してい

ただきたいな」ということを、ぜひ教えていただ

けたらと思います。

元治●最近の学生の皆さんに対する印象ですが、

私どもの選考過程で「５分間差し上げるので何で

も自由に話してください」と、そこで実際にやっ

ていただくのですが、突出して印象に残っている

のはそれほどなくて、皆さん、ある程度のレベル

でコンパクトにまとまっているように思います。

以前、選考では、それがいいというわけでもない

のですが、いきなり着替えてダンスを始めたりと

か、楽器をもってきて演奏して響かせたりとか、

そういうことをやる人が多かったのが、今はパワー

ポイントできれいにまとめて、わかりやすく入念

に準備をしてスマートな発表する人が多い。悪く

はないのですが、いろいろな学生を見させていた

だく面からいうと、もう少し自分らしさ、泥臭く

「こんなことに取り組んだ」とか、そういう自分

のカラーを見せていただくと、よりいいのではな

いかと思います。選考のためだけではなく、入社

してから一人ひとりが何かをすることも大事です

が、一人ひとりが強みを生かし、弱みをカバーし

た時に最高のサービスができると考えていますの

で、強みの部分を高くキラッと光ったものを見せ

ていただくことがあれば、ぜひそういう方を採用

したいと感じるかなと思います。

金森●私が思うに今の学生の傾向ですが、一言で

いうと小さくまとまっているところがあるのでは

ないかと思います。人間力が勝負という中で個性

元治●Ｕターンをされる学生の印象ですが、まず

当社の仕事を大きく分けると２つあります。一つ

は対面の接客で目の前のお客様にどれだけ深い関

係構築をして「その人に会いたい」ということで

来ていただけるかという接客の仕事。もう一つは

お客様に喜んでいただく仕組みをつくる、新しい

企画やサービスを生み出す仕事。岡山に根付いて

育って大学にいかれて天満屋を希望される方は、

比較的、「目の前のお客様に対して精一杯の接客

をしたい」というところがある。それに対して一

度、岡山から大阪、東京に出てＵターンを目指す

方は「新しい自分の思いを形にしたい、新しいサー

ビスを生み出したい」という思いをもって受験し

てくださる方が多い傾向を感じます。それはなぜ

か。Ｕターンの方は一人暮らしを経験され何か困っ

たことを解決し、自分で解決できないことはご両

親や周りの信頼できる先輩、後輩とかかわりをもっ

て解決してきた経験があるのではないか。特に岡

山にＵターンされる方には天満屋の新しい百貨店

の時代をつくっていく仕組みを考えていただく経

験を積むチャンスがあると思いますので、そうい

う方々に期待したいと思っています。どちらかと

いうと「事業を創造していく仕事」をＵターン人

材の方にお願いしたいと考えています。

金森●トマト銀行のＵターン学生に求める人物像

ですが、人間力、一人暮らしをしている学生、県

外に出て自分で生活をする学生は自分で何でもさ

れている。食事も光熱費を払うことも自分でやり、

自分でやることによって自主性がついていくとこ

ろがあります。一度親元を離れて自分の思うよう

に行動をして、自分の世界をつくり、その中でＵ

ターン就職で岡山に帰ってくるとすれば、実家に

住む学生に比べて経験知、考え方が少しオープン

になっている。会社に入った時、いろんな考え方

の人がいて、初めて出会う方もある。その時、対

応力がついている方が多いのではないかと思いま

す。関西方面、東京方面でも採用活動をしていま

すが、関西圏の大学に進んでいる方で岡山に帰っ

てくる方は３割といわれています。我々としては
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を大事にする金融機関ですが、たとえば新入社員

の入社式で社長から一人ずつ辞令をもらう時に「私

はこんな銀行員になります」と一言ずつ言うので

す。４、５年前は「私は将来、社長になります」

「日本一の銀行員になります」とか大きいことを

言う。できるかどうかは別で、大志を抱いて入っ

てくる方が多かった。今の学生は、そうでないと

はいいませんが、遠慮しているところがあるよう

です。仕事をしていく中では自分の強い気持ちを

表に表すことも大切です。そのためには自分自身

がどういう経験を積んできて自分に自信をもち、

大丈夫と自分で判断できる力が必要なのではない

かと思います。今の学生はチームワークに高い能

力をもっている方が多い。その中で個性を伸ばす

ことをやっていくと、より企業に入ってからも自

分を生かせるのではないかと思います。

岡本●どちらも「もう少し個性を見たいな」とい

うことですね。折角、京都、関西という個性あふ

れるところにいかれていると思いますので、自分

の特徴をプレゼンし、相手に伝えるようにするの

がいいのかなと思います。学生たちも地元に帰る

か、関西に残って県外でがんばろうとするのか悩

んでいるところだと思いますが、地元で働くお二

人に地元の意義、やり甲斐について教えていただ

きたいと思います。

金森●地元で働く意義です

が、就職活動をしていく中

で考えることはたくさんあ

ると思います。よく聞く学

生からの話では関西方面、

東京方面の大学にいってい

る方は、向こうの方が大き

い企業が多い。自分が働き

たいという企業の数も多い。そちらで就職するこ

とも納得できる理由だと思います。では岡山はど

うか。働くモチベーション、何のために働くか。キャ

リアビジョン、自分はどこまでその会社で出世し

たいか。どういうことをしたいか、入ってから最

終目標を見つけて就職活動をする中で、岡山とい

う場所はいいのかなと考えました。大きい企業は

魅力がたくさんあります。給料はいいし、いろん

な仕事ができる。しかし組織が大きければ大きい

ほど組織の考えがあるので自分の意見が通らない

ケースも多い。自分の意見を通して自分の思った

通りにしたい、「こうすればもっとよくなるのに」

という思いをされている方が多いのではないか。

岡山に帰ると、トマト銀行もそうですが、会社の

大小はあるかもわかりませんが、自分でその会社

をどう変えていきたいか。思いが通じるためには

どうしたらいいかと考えると、出世をして上になっ

て変えていくことが一番ではないかと思います。

同志社出身で当社に入って活躍している方が多い。

自分の力でその会社を変えていくことができると

思います。当社の社長の高木は同志社大学出身で

地元岡山に密着した金融機関にしていこうとして

おり、自分の思いを仕事に乗せることがあると思

います。

　キャリアビジョンについては、銀行ですからメ

ガバンクがあり、メガバンクに入って支店長にな

りたい。なれるのは同期に1,000人以上いますか

ら１％くらいです。支店長になるのも難しい。そ

の中でトマト銀行はがんばれば支店長になれる。

がんばれば役員にもなれると思います。上場企業

の役員を目指すことも一つの方法ではないかと思

いますので自分がどういう仕事を、どうやりたく

て、最後はどこまでのキャリアを積みたいのかを

考えていく中で、地元就職が選択として出てくる

のではないかと思いました。

元治●私の個人的な考えも含めてですが、一つは

仕事を選ぶ中で、どのような仕事をするかも就職

活動では大切だと思います。何のために仕事をす

るかを考えていただきたいなと思います。当社で

は販売、企画の仕事になりますが、「何のために」

ということになると「岡山のお客様の幸せのため

に」ということになります。どのような仕事をす

るにしてもターゲットになる方々への貢献となる

と思いますが、地元就職をするとなると地元岡山
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の人々のために、最終的に何に報いていきたいか、

地元の今までかかわりをもってきた人たちに恩返

しをしたいという思いをもつ方も多い。そういう

方々に当社で働いていただきたいと思いますし、

そういうところが地元で働く意義なのかなと思い

ます。岡山には東京とか大阪と比べて規模では小

さい会社が多い。それだけ早いうちに経営にかか

われるところもある。当社も20代で課長のポジショ

ンになっている人が多い。社長は１年前に代わり

ましたけど、社長ともコミュニケーションをとら

せていただく機会があったり、かかわれるチャン

スが広がっていく。大きな全国規模の会社より、

経営にかかわる仕事からいうとチャンスが生まれ

てくるのが一つ、それが地元就職のいいところで

はないかと思います。

　実は10日くらい前、祖父が亡くなりました。出

身は岡山と兵庫県の境の出身ですが、急でしたが、

地元に住んでいるのですぐに駆けつけて最期を看

取ることができました。東京とかにいると戻って

くるのが難しいということもありますので、地元

就職をしようとする人にとっては家族の絆とか、

お父様、お母様への感謝とかを口にされる方も多

いと思います。「地元の岡山に貢献したい、家族

の絆を大切にしたい」という思いをもっている人

にとって、地元就職は意義のあることではないか

と考えます。

岡本●地元というと中小企業が岡山県でも多くな

りますが、自分の力を生かして経営とかキャリア

を積むことが大手とは違う魅力なのかなと思った

ことと、プライベートも充実しているということ

だと思います。最近、ブラック企業がいわれてい

ますが、実際に働いている方に伺いたいのですが、

企業選びをする時、「こういうところを見ておい

た方がいいよ」とか企業選びのポイントについて

教えていただきたいと思います。

金森●企業選びのポイントとして、自分がやりた

い仕事と、その会社でそれができるのか。就職活

動で合同企業説明会とか単独説明会がありますが、

基本的には人事担当社員が学生向けに話している。

企業発信ですので、学生の気持ち、やりたい仕事

としっかりと意思疎通することはできません。そ

れをしようと思えば企業訪問、OB、OG 訪問で実

際に働いている社員と自分の思いを話す中でぶつ

けてみる。自分がやりたい仕事ができるかどうか

が大切ではないかと思います。自分の足で企業を

訪問して確認することが大切だと思っています。

元治●自分がやりたい仕事

に加えてブラック企業を選

別していくために必要なこ

とは、長時間労働とハラス

メント、パワーハラスメン

ト、セクシュアルハラスメ

ントではないかなと思いま

すので、そこを感じ取る方

法としては実際に社員の話を聞く。どんなことを

聞けばいいか。直接、「ハラスメントがありますか？」

と聞くわけにもいかない。長時間労働については

「お休みの日はどんなことをしていますか？」。

普段、休みでも仕事に出ていかないといけない会

社だったら答えられない。「先週のお休みはどん

なことをされたんですか？」と聞いてみることで

社員が疲弊していないかどうかの判断になるので

はないかと思います。ハラスメント関係でも上司

とか人間関係が大きな問題になると思いますので

「当社の上司はどんな人ですか、どんな会話をす

るんですか？」。周りとの風通しのよさを確認す

る質問とかをしていただくといいと思います。ど

この会社もブラック企業と思われないように、そ

ういうことがないように取り組みをされていると

思いますが、実態としてどう社員が感じとってい

るか、そういう質問しながら話をしていくのがい

いのではないかと思います。

岡本●ありがとうございます。最後に「学生時代

にぜひやっておいてほしいこと」を教えていただ

きたいと思います。
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金森●もちろん勉強はやるべきだと思います。し

かし勉強だけでは社会に出てからはだめで、一人

の人間として立派な社会人になるためには、いろ

いろな経験を積んで、自分で自分の意見をしっか

りいえれば、社会に出ても十分やっていける。何

でも結構です。一生懸命やってみる。アルバイト

でも学業でも一生懸命やってみる。その中から何

か自分の中に課題が出てくる、それを自分で解決

して大きい人間になることが大切ではないかと思

います。

元治●面接等で履歴書を見ていると学生が書かれ

ていることは留学、アルバイト、サークルは必ず

出てきます。その３つで構わないと思いますが、

その中で自分が、どう人とかかわって成し遂げた

かという視点で取り組みをしていただく。そうい

う視点での表現や経験を積んで面接等で、それを

伝えていただきたいと思います。留学したとか、

同じようなフレーズが出てきますが、そこで実際

に取り組んだ内容、経験知を話すことで全然違っ

てくるのではないかと思いますので、その部分を

大切にしてください。チームに埋没するのではな

く、そこで自分はどういうかかわりをもったかと

いう思いで日々の生活を送っていただきたい。そ

れが最終的に就職活動に社会人として仕事につな

がっていくのではないかと思います。「何をした

かではなく、どうやったか」という部分を大切に

学生生活を送っていただきたいと思います。

岡本●ありがとうございます。貴重なお話を伺い

ました。就活が間近に迫ってからやるべきもので

はないのかなと話を聞いて思いました。今からい

ろいろなことを経験し、それを就活で、うまく伝

えていくことが大切になってくるかと思いますの

で今はいろいろ経験することが大切だなと思いま

した。そういうところをお伝えいただけたらと思

います。先程、企業選びということで社員と交流

することが大切だというお話がありました。弊社

の「オカジョブ」というサイトは岡山県の企業と

学生がフランクに交流できる場を10月から定期的

に開催しています。イベントは就活解禁前から企

業の説明を聞くだけではなく、学生と企業で「社

会人ってどんなことをしているのか。働くってど

ういうことなんだろう」とフランクに話をしなが

ら自分の働くイメージをつくっていただき、企業

のことを知っていただく機会をたくさん設けてい

ます。ぜひ学生さんにご紹介いただきまして「就

活をがんばっていきたいな」という方がおられま

したら参加できる日程で、ぜひご参加いただけた

らと思っております。時間になりましたので、パ

ネルディスカッションは以上で終了とさせていた

だきます。金森様、元治様、本日はありがとうご

ざいました。

お問い合わせ先　�

株式会社シーズ　岡山本社

（オカジョブ・ヒロジョブ・カガワジョブ

　運営事務局）

〒700-0985

　岡山県岡山市北区厚生町3-1-15

　岡山商工会議所ビル２階

【フリーダイヤル】0120-988-550

【メールアドレス】spt＠jobjob.jp

■岡山の就活サイト『オカジョブ』

　　https://okajob.com/2019/page

■広島の就活サイト『ヒロジョブ』

　　https://hirojob.com/2019/page

■香川の就活サイト『カガワジョブ』

　　https://kagawajob.com/2019/page
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株式会社シーズ　人財開発チーム　マネージ
ャーの中村愛美と申します。

弊社は、地元就職を希望する学生様はじめ求
職者の方と地元に根付く優良企業をつなぐ事

業を展開しております。

岡山と広島、香川をメイン事業展開をしてお
り、それぞれのエリアに特化した就職情報サ

イト（オカジョブ・ヒロジョブ・

カガワジョブ）の運営や合同会社説明会をは
じめとした就活イベント（職学校 Live・ジョ

ブスタ）の企画運営をしておりま

す。地元企業や就活仲間との交流の中で、し
っかり自分の将来を考え、それぞれが納得の

いく就職活動ができるよう、日々

サポートをさせていただいております。

同志社大学様とは、数年前にご縁をいただき
岡山エリアで開催される貴校経済学部父母会

にて地元企業の動向について、講

演をさせていただきました。そして本年度は
、岡山のみならず広島でもそのような機会を

頂戴し、実際に地元で活躍される

企業の採用担当者の方にもご登壇いただきパ
ネルディスカッション形式で地元企業の採用

における考え方やいま求められる

人財像というテーマでお話しさせていただき
ました。ご参加いただきました皆様、誠に有

難うございました。

株式会社シーズのご紹介文

コーディネーターを務めさせていただいた株式会社シーズ
の岡本です。
私は弊社の学校担当として、岡山・広島・香川、そして関
西の学校様を出張ベースで訪問させていただいたり、各学
校様で講師として登壇させていただいたりと学生様の就活
サポートをメインに業務をおこなっております。
この度、「地元就活」というテーマで企業の方に色々な質
問をさせていただき、地元就活を応援する私たちにとって
も、とても刺激のあるお話がたくさん聞けました。
近年、やりたいことが分からないまま入社し、ミスマッチ
が起こってしまう学生様が目立ちます。
今回、企業の方の話を聞いていて感じたことは、地元の企
業だからこそ、一人ひとりがしっかり輝ける環境があると
いうことです。
地元の中小企業はさらなる成長のために社員の意見にも耳
を傾け、みんなで切磋琢磨しながら働いています。
そのような会社に入社すると、例え今はやりたいことが不
明確でも働いているうちに「自分の想い」や「やりたいこ
と」が見えてくるのかなと思います。
人生において就活はとても大事な時期です。
ぜひ、学生の皆様には「自分のやりたいことが実現できる
会社」「輝ける会社」を見極めて、納得できる就活を送っ
てほしいと思います。
今後も岡山で就活を頑張る学生様の支援に力を入れていき
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

岡本 捺希 株式会社シーズ　人財開発チーム　マネージャーの中村愛
美と申します。
私が現在属しております人財開発チームは、弊社の採用活
動はもちろん人事評価制度の構築、社内教育の企画運営な
どを主業務としております。
業務の範囲は多岐にわたり、社内の「ヒト」に関わる何で
も屋として日々奮闘しております。
特に新卒採用に関しては、私が最も力を入れていきたい業
務といえます。
そんななかで今回の父母会に参加させていただいたことで、
採用担当者として多くのことを学ばせていただいたように
思います。
パネラーとしてご登壇いただいた企業様のお話しはもちろ
んですが、ご子息ご息女の就職に対して保護者の皆々様の
想いを知りえることができたことは大きな収穫でした。
私も一企業の採用担当者として、学生の皆様に大きな志を
もって入社していただけるような、そしてご両親に「良い
企業に入社できたね」と思っていただけるような企業に弊
社がなれるよう努めていかねばならないと身を引き締める
想いに駆られました。
弊社では、昨年より働き方改革に本格的に着手し、ワーク
ライフバランスの実現を目指しさまざまな施策を講じてお
ります。
今後もその手を緩めることなく、社員がモチベーション高
く日々の業務に取り組めるよう、尽力してまいります。
今後とも株式会社シーズを、そしてオカジョブ・ヒロジョ
ブ・カガワジョブをよろしくお願いいたします。

中村 愛美

パネルディスカッション 感想
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おります。

　当社および麻生グループは、事業を支える「経

営理念」を定めており、麻生グループの創業以来、

地域に根差したさまざまな事業展開を行ってまい

りました。経営姿勢は「WE DELIVER THE BEST」、

ビジョンは「安心をカタチに生きがいをデザイン

する麻生グループ」、ミッションは「社会システ

ム変革への貢献」であります。

　これらの経営理念には、創業以来地元福岡で築

いた実績を基盤として「こうしたらもっとよくな

るのではないか」と日本に向けて発信したい、そ

のモデルになりたい、日本を再び競争力をもつ経

済的に魅力あるものにするために役立ちたいとい

う経営者の思いが込められています。参考までに

創業当時の経営理念は「程度大切、油断大敵」で

あり、経営哲学が「社会貢献、価値創造、異種融

合」であります。現代においても十分通じる訓示

ではないかと思います。

　なぜここで経営理念の話をさせていただいたか

というと、当社には目標管理制度があります。社

員一人ひとりが１年間でどういう目標を立てて、

どう取り組んでいくか計画を立て、客観的にどれ

だけの成果を達成したのか、これらを総合的に判

断して評価が決まっていきます。社員一人ひとり

の目標は、経営理念→中長期の経営目標→単年度

経営目標→各部署の目標→課・職場の目標、そし

て最終的に個人の目標へと繋がっているという考

えのもと、経営理念を社員一人ひとりが意識する

必要があります。個人の目標達成から、職場の目

標達成、部署の目標達成、会社全体の目標達成、

経営理念に通じていきます。それがあって初めて

社会貢献になります。立派な会社になればなるほ

　このような機会をいただきましてありがとうご

ざいます。本日は企業側からのお話ができればと

思います。よろしくお願いいたします。資料はレ

ジュメと会社パンフレット等になります。前で投

影するスライドに沿って説明させていただきます。

　説明の流れとしましては、株式会社麻生・麻生

グループの概要、就職活動の動向、求められる人

材、そして選考過程の着眼点についてお話しさせ

ていただきます。

　私は現在、株式会社麻生の総務人事部に所属し

ております。また、法務部も兼務しています。平

成５年の入社以降５年間で、経理部、セメントの

研究所、医療の新規事業、不動産開発などを経験し、

その後現在の部署の前進に配属になり、２００１

年８月のセメント事業の分社に伴い、これまでの

総務業務だけではなく、人事や法務も担当するこ

ととなり現在に至っています。

　当社は提携協力法人を含む麻生グループ８４社

の中核企業・連結親会社として、グループ各社の

経営をサポートしつつ、全国屈指の規模を誇る総

合病院である飯塚病院の経営、病院経営で培った

経営ノウハウを活かした医療機関への経営改善コ

ンサルティング、その他不動産事業、建設コンサ

ルティング事業を営んでいる会社です。

　当社も含め、麻生グループにおいては「社会シ

ステム変革への貢献」をミッションとして、医療、

健康、介護福祉、教育、人材、建築、セメント等

の社会インフラ事業など、多岐にわたる事業展開

や、Ｍ＆Ａを通じた麻生グループの事業規模の拡

大並びに海外への事業展開も積極的に進めており

ます。麻生グループの規模については、売上高・

社員数・グループ会社数等をスライドに掲載して

就職活動の動向、求められる人材について

藤田 俊之（株式会社麻生 総務人事部）
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材にしています。病院や地域の各種情報を提示し、

グループワークでの分析を通じて、現状評価・改

善計画策定を行い、病院に対してどんな改善提案

をすればいいのか、についてプレゼンをしていた

だきます。ＢコースはＭ＆Ａシミュレーションで

実際に当社が携わった案件を題材に、対象企業の

各種情報を提示し、グループワークでの分析を通

じて、デューデリジェンスといわれる買取り価格

考察・分析を行いシミュレーション結果について

プレゼンをしていただきます。両コースとも学生

１２名に対し、担当部署の部長、課長から一般社

員の４、５名のスタッフで手厚いサポートをしな

がら実施します。両コースとも財務諸表等の数字

をある程度読み解く知識が必要になるため、初日

に公認会計士の資格を持つ社員から企業会計の講

座を実施します。

　また、プログラムの中で、弊社社長の講話を行っ

ています。質疑応答では自由な意見交換をしてい

ただきます。参加学生は九州だけでなく関東・関

西の大学に通う学生にも参加いただいており、学

生同士の横の繋がりを築くと共に我々社員との懇

親を深めてもらう内容としています。

求められる人材と伸びる人材

　続きまして「求められる人材」についてご説明

させていただきます。私見や書籍を参考にしてい

ますので、現実的でない部分もあるかもしれませ

んが、次の４つが重要ではないかと考えています。

　一つは「素直さ」です。人の話を聞く、過去の

成功に捉われない、いつも謙虚、勉強を欠かさず

毎日少しずつ自分を伸ばそうという態度で生きて

ど、経営理念をしっかりもっておられると思いま

す。

就職活動の動向とインターンシップ

　それでは「就職活動の動向」についてお話しさ

せていただきます。リクルート社のナビサイト等

を活用している関係上、リクルート社の情報を踏

まえてご説明したいと思います。ここ２年から３

年で大きく就職活動のスケジュールが変更しまし

た。２０１８年卒に関しては、学生が４年生にな

る３月１日から広報活動開始、６月から面接開始

と、それまでの３年生時の１２月から広報活動開

始、４月から面接開始とのスケジュールと比較す

ると後ろ倒しの変更となり、学業に配慮したもの

となっていると思われます。

　次にインターンシップですが、２０１８年卒採

用においては、企業の採用活動におけるインター

ンシップの重要性がかなり増してきたと感じてい

ます。先ほどのスケジュール変更の関係上、早期

からインターンシップ等で学生と接点を図ってい

く必要が生じていると認識しています。

　リクナビに掲載される企業数は１万社以上と聞

いております。そのうちの約半数の企業がインター

ンシップ情報を掲載しているとのことでした。２

年前に比べて約２倍掲載企業数が増えています。

インターンシップの開催開始時期は大学３年生時

の８月くらいからスタートしています。

　個人的には学業優先と考えていますが、時間が

あれば早い時期に少なくとも１、２社はインター

ンシップに参加してみて雰囲気を味わったり、業

務体験をやられた方がいいのではないかと思って

います。インターンシップ実施の増加に伴い、 

２０１６年卒のインターンシップ応募学生数を１

とすると、２０１８年卒は約２倍となっており、

インターンシップの重要性が伺えます。

　当社で実施しているインターンシップの紹介を

させていただきます。メインは２日間コースとな

り、ＡコースとＢコースの２つに分かれておりま

す。Ａコースは病院の経営改善のケースワークで

実際に当社が携わったコンサルティング案件を題
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る」とありました。もう少し発展して将来的に活

躍する人材のイメージですが、「顧客志向、意識

して頑張る、明るくて社交的、失敗は自分のせい、

成功は運のおかげと思える、問題意識をもって自

分で調べる、周囲に多くの味方をつけられる、人

は一人で生きているわけではない、自分の頭で考

える」とありました。

　これらを具体的に表した文章があったのでご紹

介します。「雑草のように揉まれながら育ち、上

司や顧客に可愛がられるような、素直で明るく、

能力よりも相手をしっかりと理解して、暗記力よ

りも自分の頭で考えようとする行動、自己 PR よ

りも周りの仲間を思いやる気持ちや姿勢があり、

客観視できること。」

　なお、弊社社長がホームページのなかで次の通

り述べていますのでご紹介させていただきます。

　「就職は社会と向き合う大きな１つの入り口で

す。この会社に入ることを望む人に社長として望

むことは、自分で自分を成長させる責任を意識し、

努力をし、成長した自分の力を世の中で生かした

いと思える人間かにあります。また、その為には

職業人としてのプロ意識と優しさ、人との関わり

合いも必要です。企業は日々の職場の中で、そこ

に働く人達へ金銭的な対価を提供するだけでなく、

同時に其々の個人が社会に自分の能力を提供し、

世の中を良くしていく為の成長機会を提供してい

ます。」

選考過程の着眼点

　最後に我々が採用選考を実施していくなかで選

考過程でどのような着眼点をもって臨んでいるか

ということをご説明させていただきます。まず、「書

類選考」ですが、学生の皆さんはエントリーシー

トに志望動機や自己 PR、自分の強み・弱み、学

生時代に頑張ったこと等について記載を求められ

ます。着眼点としては、誤字脱字がないか・しっ

かりとした文章が書けているか、内容に説得力が

あるか、働く目的・志望動機は明確になっている

か、というところを見させていただいております。

書類選考を通過すると受験することが多い「適性

いく、と考えています。

　二つ目が「向上心」。せっかくこの世に生まれ

たのだから、少しでも自分を高める努力をする、

人に尊敬され信頼されるような器になりたいとの

思いといった純粋な自己成長意欲、学生時代から

自分の能力を超えることに挑戦するために地道に

努力をしてそこに到達しようとするストイックな

部分などが挙げられます。向上心という資質や志

向は教育して身につくものではないと言われてお

り、中学高校時代では部活・受験・クラスメート

とのふれあい、大学ではサークル・ゼミ・部活・

旅行やアルバイトなどいろいろなきっかけはあり、

そこでいかに向上心を意識できるかが大事なとこ

ろではないかと思っています。

　三つ目が「相手の立場に立って考える」です。

コミュニケーション力は重要な資質・要素になる

と思います。単に相手に同調する、相手の気持ち

を受け入れることではなく、相手の立場に立って

考える、相手はどんな心境なのか、うれしいのか、

傷ついているのか、何を望んでいるのか、何が不

満なのか、なぜそのように思っているのかを考え

ることで、相手の立場に立った双方向のコミュニ

ケーションができるのではないかと思います。

　四つ目が「感謝心」です。健康でいられること

への感謝、家族がいることへの感謝、学校にいけ

ることへの感謝、きちんと３食の食事がとれるこ

とへの感謝。弊社会長は「働くことができる会社

があり、現役で頑張れることへの感謝。この気持

をもってほしい」と言われます。感謝心を持つと、

周囲とサポートをしあいながら仕事をしているこ

とに気づいていきます。自分が今やっている仕事

は意味があることであり、無駄なことは一つもな

いことや相手の役に立っていると思えることで仕

事の楽しさ・新しい仕事へのチャレンジが生まれ

てくると思いますし、私も実際に感じているとこ

ろです。

　また、「伸びる人材の共通点」として「素直で

あること、好奇心が旺盛、忍耐力があって諦めな

い、準備を怠らない、几帳面である、気配りがで

きる、夢をもって目標を高く設定することができ



45DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture3就職活動の動向、求められる人材について

試験」ですが、外観からは見えにくい部分である

知的能力・価値観・性格特性・ストレス耐性など

といった面接やエントリーシートでは見えてこな

い部分を客観的に見させていただく目的がありま

す。比較的見えやすい部分としては、知識・スキ

ル・態度・行動が挙げられます。最後に「面接」

ですが、目的としては本質や資質を見抜き、求め

る人材かを見極めることにあります。面接では書

類選考や適性試験では見ることができないものの

伝え方・考え方・反応速度・的確さなどを見させ

ていただき、かつ熱意や意欲・適性・入社意思を

確認させていただきます。「自己 PR を言ってくだ

さい」「強み、弱みはどこですか？」「学生時代に

頑張ってきたことは何ですか？」「志望動機は何

ですか？」という質問に対しては皆さん一応の準

備されているようですので、「毎日の具体的な行

動や習慣」について深掘りしつつ質問するように

しています。つくって暗記した回答ではなく、い

かに自分が毎日何を考えて過ごしているのか、を

率直に伝えることが大事ではないかと思います。

　以上、まとまりのない話となりまして恐縮です

が、ご清聴いただきありがとうございました。

お問い合わせ先　�

株式会社麻生 経営支援本部 総務人事部

〒820-0018 福岡県飯塚市芳雄町７番18号 

TEL：0948-22-3604　FAX：0948-24-1290

Eメール：jinji-post01＠aso-group.co.jp

HP：https://www.aso-corp.jp/
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最近の就職事情について

和田 好史（和歌山県経営者協会 事務局次長）

就職面談会、合同企業説明会を年間10回ほど企画

運営しています。また、和歌山でのインターンシッ

プの窓口を19年間担当しています。今年も学生が

300人ほどエントリーされ、学生の希望を聞きな

がら、実習を受ける企業とのマッチング作業を経

て、この夏に企業で実習していただきます。

　私は大学を卒業して地元の金融機関に就職して

25年間勤めました。最後は人事部で採用も担当し

ておりました。50歳前に現在の経営者協会に入職

して企業のインターンシップや合同説明会の仕事

をさせていただいております。

　只今ご紹介いただきました和歌山県経営者協会

の和田好史と申します。本日は同志社大学経済学

部父母会にお招きいただきありがとうございます。

　私も京都の大学を卒業しました。母校は勝手に

同志社のことをライバル視していたＲ大学です。

　京都御所の北に同志社、東にＲといわれていま

した。私が学生の頃は同志社大学の学生はスマー

トでハイセンス、一方母校は下駄とジャージで学

校に行っているというバンカラが残っているイメー

ジでしたが、同志社大学も京田辺へ、母校もびわ

こ・くさつキャンパス、大阪いばらきキャンパス

を開くということで昔とはイメージが変わってい

るかと思います。ただ同志社大学は優秀な卒業生

を輩出されていまして和歌山の産業界でも活躍さ

れている人が多いのではないかと思います。

　さて本日は就職事情、和歌山に住み働いている

者として、特にＵターン就職をお願いしたいとい

う気持ちも込めながら「最近の就職事情について」、

お話をさせていただきたいと思います。

　和歌山県経営者協会はどんな団体かと申します

と、現在の経団連、昔は日経連といいましたが、

その地方組織として昭和22年に発足しました。戦

後、労働運動が盛んだった頃、労働者に対し経営

者としても法的知識をもって社内規程も整備して

対抗しようという組織でした。

　もともとは労使間の問題を専門に扱っていまし

たが、その後、労働運動も下火になり、最近では

企業の人材育成に力を入れている団体です。現在、

和歌山県下に350数社の会員企業に加入していた

だいております。和歌山の大手企業から中小企業

までご加入していただいています。名前に和歌山

県とついていますが、全くの民間企業の団体です。

「最近の就職事情について」
 

平成29年6月17日 

同志社大学経済学部父母会（和歌山会場） 
 

  和歌山県経営者協会 和田好史 

 
1 

和歌山県経営者協会
 

  昭和２２年 日経連（現在の経団連）の 

          地方組織として発足 
 

  和歌山県下に３５０社超の会員企業  

  企業の人材確保、人材育成を支援 

  年間１０回程度の就職面談会を企画運営 

 

2 
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しなさい」といっても「私、こんな仕事はいやだ」と、

より好みの方がいらっしゃるので絶対に０％には

ならないわけです。過去の統計をみても３％を割

り込む数字は非常にいい状況だということです。

●正規雇用を目指した就活を

　そういう好条件の中で就職活動を迎えます。こ

ういうチャンスにこそ必ず正規雇用を目指してい

ただきたいのです。

　長いグラフが「正規雇用者」の棒グラフ、短い

のが「非正規雇用者」。

　「正規雇用」が６に対して「非正規」が４。非

正規といいましてもパートや一旦家庭に入って、

またお勤めの方も含めてですので学生がすぐ非正

規雇用になる確率は低いのですが、「フリーター」

という言葉が常用されるように、きちんと就職活

動しなくても働くくらいどうにでもなるとお考え

の学生もいるようです。ところが日本の企業はま

だまだ年功序列・終身雇用ですので正規雇用になっ

ておかないと後々苦労することになります。

　社会人としてスタートする時の年収は余り変わ

りません。ところがバイトは何年続けても、多少

就職を取り巻く最近の情勢

●超売り手市場

　今年の就活は、超売り手市場といわれており、

みなさん方のお子様はいい時期にお生まれになっ

たといえると思います。就職環境がいいというこ

とで「有効求人倍率と失業率の推移」について、

これは年間平均ですので直近は平成28年の数字で

す。折れ線グラフが完全失業率、低いほどいい。

棒グラフが有効求人倍率。一人の仕事を探す方に

対していくつ仕事があるか。直近では今年４月で

1.48倍。一人に対して１個半の仕事がある。より

好みをしないとみんなが働けるということです。

　数年前に遡ると平成20年から21年でガタッと落

ちています。リーマンショックです。今から８年

前に卒業された方はかわいそうで、優秀な方であっ

てもなかなか働き口がありませんでした。卒業で

きるのにわざと単位を落として卒業を１年ずらす

こともありました。最近は景気がいいかどうかは

別として就職の観点からみると環境が整っていま

す。バブル期を超える求人数、今年４月の有効求

人倍率1.48倍。バブルの頃の平成２年７月は1.46

倍でしたから、それを超える求人倍率がある。大

学の新卒者に限りますと有効求人倍率は1.78倍。

学生一人に対して1.78の仕事があるということで

す。一般的に1.6倍を超えると「売り手市場」と

いわれます。リーマンショックの後は1.23倍まで

落ち込んでいました。

　失業率も最近は2.8％と３％を割り込んでいます。

３％というのは「完全雇用状態」といわれていま

す。なぜ３％を割るのが難しいか。「こんな仕事を

有効求人倍率と失業率の推移 
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雇用形態別就業者数 

4 

正社員とフリーターの年収差 

正社員 

フリーター 

年 齢 

年 
 
収 

 

正社員2.8億円 フリーター0.78億円 約４倍の差 

5 
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　「若年層の離職理由のトップ10」では「給与に

不満」35％。「仕事上のストレスが大きい」「会社

の将来性がない」「仕事が面白くない」「職場の人

間関係」等々。退職理由は、会社が聞いても本人

は本当の理由は言いませんので離職理由は把握し

づらいのですが、代表的なところはこういうとこ

ろです。私も銀行で人事をやっている時、退職者

が出てくると「どうして辞めるの？」と聞くと、「自

分が元々持っていた夢を実現させたい」というの

です。「こんな仕事をやりたかったんです。元々

こういうことをやりたたかったけど、就活の中で

諦めてここに入社したのです」。人事担当者には

決して会社の悪いことは言いません。友だち同士

で話をする時は思い切り、会社の悪口をいう。な

かなか本当の理由は掴みづらいのですが、若者は

こういうところに不満があるようです。

　環境がいいものですから、すぐ次の仕事が見つ

かるということで、あまり辛抱しない。景気が悪

い時は一旦辞めてしまうとなかなか次が見つから

ないこともあってある程度、辛抱します。人間は

辛抱しているうちに、その会社のことがわかって

くる、だんだん慣れてくるので、そのままその会

社で働き続けることにもなります。

　転職した場合の給料のイメージについてですが、

同じ会社でいった場合に比べて一旦、転職します

と、一般的なケースですが、日本の場合は年功序

列ですので転職すると給料の点では不利になる場

合が多いです。

　これだけ企業が人を欲しがっている、就職環境

がいいということで、企業は学生を採用する時、

今まではこのあたりのレベルの学生を採ろうと思っ

時給は上がっていきますが、基本的に一定の年収

です。バイトの時給1,000円、和歌山ではなかな

か1,000円のバイトは少ないですが、それを40年

間続けると生涯賃金で7,800万円くらいになります。

一方、正社員で就職すると年功序列で給料も上がっ

ていきます。一般的に大卒正社員で転職しないと

２億8,000万円の生涯賃金がえられて４倍の差が

あります。

　年金とかを考えると実質はもっと開きます。じっ

くり考えると絶対、正社員になっておこうと思い

ますが、初任給だけを見ると大卒でも20万円、手

取りは16万円くらいです。16万円くらいならバイ

トで稼げると安直に考えて、就職活動をせずにバ

イトをしている学生がいます。そこをよく考えて

いただきたいと思います。

●売り手市場の落とし穴

　売り手市場の場合、みなさんのお子様方は内定

をいくつもとれるだろうと思います。ところが「入

りやすい＝辞めやすい」ということが統計的にも

出ています。七五三、中卒で働いても３年以内に

７割が辞めてしまう。高校卒で５割、大卒でも３

割は辞めてしまうという傾向があります。「入社

３年までの離職率推移」。高卒はいくらか減って

いますが、大卒で31％。１年目、２年目、３年目

で１割ずつくらい辞めていきます。厳しい就職戦

線を勝ち抜いてやっと会社に入ったと思っても、

１年目で10％が辞めてしまう。本人にとっても、

企業側にとっても、１、２、３年目というのは育

成期間で、その方の給料に見合う活躍をしておら

ず、どちらも不幸になってしまいます。

 

 

7 

入社３年目までの離職率推移 

中
学

高
校

大
学

厚生労働省：新規学卒の在職期間別離職率の推移（平成22年3月卒）

３年目 
 

２年目 
 
１年目 
 

６２．１％ 

３９．２％ 
３１．０％ 
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お茶の原料、機械ものであっても部品、原材料を

つくっていますから、「携帯電話の中に入ってい

る基盤は和歌山のこんな会社でつくっているので

すよ」ということを一般の人は知りません。和歌

山にはそういう会社が多い。世界的な技術をもっ

ている企業とか、製造業でなくても、狭い分野で

すが、高いシェアを保っている企業があります。

テレビコマーシャルとかには出ませんから、みな

さん、知らないわけです。ゆっくり調べていただ

くと和歌山にもそういう企業がある。

　「県内企業の特徴」は、B to B や中間品とか原

材料が多い。消費者に直接訴える必要がないので、

CM をしていない。ホームページも紙芝居のよう

な動かない中身で単純なものが多い。露出が苦手、

下手で「うちはこんな製品をつくっています」と

いっても、若い人に「うちで働くとこんな未来が

開けます、あなたの将来はこうなりますよ」とい

う夢を描かせるものがない。それにもかかわらず

世界有数の技術、狭い分野でのトップシェアをもっ

ている企業が多い。若い方を採用することが苦手

で、新卒の採用も苦戦して秋頃から年明けまで採

用が続いています。３月に卒業する学生を２月頃

に募集している企業もあります。

　経営者協会が県内の企業にアンケートをとりま

した。「採用計画に対する充足状況」では「10人

採用しようと思ったが、実際、10人採れましたか？」

を問いました。35％の企業が「計画通り採れてい

ない」。和歌山の企業は常に「人手不足」、常に「採

用難」の状況にあるわけで、和歌山に戻ってきて

就職していただけたらと思っているわけでありま

す。

ていたが、ハードルを下げるかというと、なかな

か下げないのです。なぜかというと、企業は「採

りたい人を採れなかった場合よりも、採ってはい

けない人を採ってしまった時のリスク」を避けよ

うとします。企業が設定した「ストライクゾーン」

を外れた学生を採ってしまって会社の中が乱れる、

パフォーマンスが落ちることを警戒するからです。

　では、どんな学生が採ってはいけない人材なの

か。後ほど「企業が求める人材」のところで説明

しますので、その真逆をいく人だと思っていただ

ければ良いと思います。

●県内企業の状況

　学生に「和歌山に帰ってきて就職しましょう」

といっても、なかなか帰ってきてくれません。理

由を聞きますと「和歌山には就職する企業が無い」

と。これは無いではなく、学生が知らないだけな

のです。よく調べるとすごい企業があるのです。

ところが和歌山の企業は B to B、企業間取引で

すね。例えばペットボトルのお茶をつくる企業は、

消費者の方は「これは和歌山のどこでつくってい

るお茶です」とわかるのですが、和歌山の会社は

日本の企業は長く活躍できる人
材を求めている。 

会社での教育によって、技術や
能力、人格が形成されてくる。 

9 

県内企業の特徴 

• ＢｔｏＢ（中間品、原料の製造など）企業が多い 
 

• ＣＭをしていない（する必要がない） 
 

• ホームページが貧相（露出が苦手、下手） 
 

• 世界有数の技術、狭い分野でのトップシェア 
 

• 新卒採用は秋ごろまで続く 
 

 10 

年

収

年 齢

中途退職した場合 
（正社員として再就職①） 

年

収

年 齢
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就職活動を始めるにあたって

●いつから始めるか

　表向きには３月１日に広報活動が開始され、６

月から選考活動、面接が始まるということですが、

実際には守られていないケースが多く、選考活動

が開始された６月１日に６割くらいの学生が内定

をもらっていると新聞に出ていました。学生たち

は３月までに何をしているか。広報活動が始まる

３月までの間に学生は業界研究、インターンシッ

プにいって企業のことを勉強する。企業側は「イ

ンターンシップ」という名目で学生を集めて「君

たち、来年、うちにきなさい」と採用の母集団集

めをやっている。大学も最近、キャリア教育に熱

心で１、２年の時からキャリア教育に関する講義

があると思います。就活のスタートは早ければ早

いに越したことはないのですが、本人にスイッチ

が入らないとだめで、本人が「就職するんだ」と

いう意識をもってもらうと「今から何をやったら

いいか」に気づくと思います。

　私は高校の先生方にもお話しますが、大学に進

学するから県内企業のことに関する情報などは必

要ないといいますが、進学しても４年後には就職

しないといけないので「最終的には就職を意識し

て進学も指導してください」と伝えています。

●企業研究の前に「世の中」研究を

　よく就活を始める時、最初に企業研究をすると

いう方がいますが、まず個別の企業研究をする前

に世の中のことを知ってほしいと思います。世の

中のこと（経済や社会の情勢）をわかっていない

と企業のことがわかってもだめだということです。

　新聞、テレビでニュースや情報が入ってくるの

で、それをきっちりと見てほしい。今の学生は全

員スマホを持っていますから情報はいやでも入っ

てくる。ところが情報がありすぎてスルーするこ

とに慣れてしまっています。我々の頃は情報が少

なかったので大切にしました。メモをしたり、頭

の中に叩き込んで忘れないようにしました。その

うちの大半は必要のない情報だったかもしれませ

んが、大事にしていた。今は情報が溢れています

から、メールとかニュースも全部スルーしてしま

う。大半は要らない情報かもしれませんが、その

中で「これは要る、要らない」と取捨選択する癖

をつけていただければと思います。特に経済ニュー

スについては毎日、見続ける、読み続ける癖をつ

けていただきたい。新聞をほとんどとっていない

と思いますが、テレビで夜９時のニュースを見続

けると、だんだんとわかってくるのではないかと

思います。

　最近では「マイナス金利」「OPEC の減産合意」

とか「経済の好循環」とかの言葉は知っています

が、どんなものか、何となくでもいいので、わか

るように勉強しておいてほしい。毎日のようにい

われる「円高、円安」などもです。「１ドル100円

が１ドル80円になったら円高ですか、円安です

か？」と聞いても「えっーと、どっちだったかな」

とすぐ答えられない学生がいます。「あなた、海

外旅行にいった時、ブランド品を買うのに100ド

ルのものを１万円で買えるのがいいのか、8,000

円で買うのがいいのか、どっちが得？」と聞くと、

ようやく「円高はこういうことなんだ」と理解で

県内企業の採用意欲は旺盛 

11 

大学生の就活スケジュール 

３年生 ４年生
大学生

広報活動 選考活動

大学生等のスケジュール

正式内定通知
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きるのです。

　いきなり最初から難しいことを勉強するより、

漫画でもいいので世の中のことを少しでも知って

いただければと思います。テレビで今日、池上彰

さんの経済の番組がありますが、「ワールドビジ

ネス・サテライト」や「クローズアップ現代＋」

などを毎週見る癖をつけると世の中の動きが少し

ずつ分かってくると思います。

●インターンシップの活用

　インターンシップを、私どもは３年生の夏に実

施します。４月に締め切っていますので今からエ

ントリーできないのですが、毎年300人くらいが

エントリーして県内約100社にインターンシップ

にいってもらいます。１週間から10日、長い人で

２週間くらい、そこへいって仕事をやってみる。

無給です。「インターンシップに参加しなくても

企業のことはバイトで知っている」という学生も

いますが、バイトは一部分仕事しかやりませんが、

インターンシップでは会社の外から見えない部分

を見ることができますので、その会社に就職する

かどうかは別として勉強になると思います。１、

２年生の方はその時期になった時に担当部署から

エントリーしてもらってください。

　お子様たちが高校生の時に和歌山県の教育委員

会から「和歌山での就活情報を DM で送っていい

かどうか」のアンケートをとっています。「送っ

てもいいです」という方のご実家に案内が送られ

てきますので、子どもさんに伝えていただければ

と思います。

●企業選択の基準

　就活で企業を選ぶ時に悩む学生が多いです。そ

の時にはまず自分の性格、嗜好と照らし合わせて

みることが必要です。「語学が得意だからその特

技を生かしたい」、「海外勤務希望」あるいは「転

勤はいやだ」とか好みがあると思うので、それを

きちんと整理して企業を選んでください。すべて

自分の希望にあう会社は、ほぼないと思いますの

で「この基準が譲れなくても、あれは譲ってもい

いよ」という優先順位をつけてもらう。「この希

望は捨ててもいいよ」と判断できる人の方が絞り

込みやすく、あれもこれもと欲張ると、見つかり

にくいのではと思います。

●総合職って？

　大卒文系の就職活動は、ほぼ総合職で採用にな

ると思います。総合職は会社にとって都合がよく、

何でもやらせられる職種です。最終的に企画にい

く人でも最初は製造、販売、総務などを経験した

後に企画に配置される場合もあります。入社時に

「企画で希望したのになぜ営業なんですか？」「な

ぜ製造なんですか？」と疑問を抱くこともあるで

しょう。ただ、会社のことを全部知らないと企画

なんてできません。そういう意味で最初からこの

職種と絞り込んでしまうと、下積みの時代、いろ

んなことを経験する中で挫折してしまうことが多

いのではないかと思います。

●企業はどんな人材を求めているか

　昔はある程度、学歴で選んだ時代もあります。

同志社といだけで企業が一目をおいて途中から面

接に入ったり、というケースもあったかもしれま

せんが、今は本人次第、適性が重視されています。

文系学生は企業に入るのに専門知識はいりません。

むしろ雑学っぽい、「あいつに聞いたら何でも知っ

ている」という雑学王の方が重宝されると思いま

す。
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　これも県内企業に調査したところ、複数回答で

「責任感」「一般常識」「コミュニケーション能力」

「積極性」とか続いていますが、こういうものを

まとめたものが「社会人基礎力」と呼ばれていま

す。社会人基礎力とは、学生が社会に出て働くに

あたって必要な能力の総称で「３つの能力」と「12

の能力の要素」があります。３つの能力とは「前

に踏み出す力・アクション」「考える力・シンキ

ング」「チームで働く力・チームワーク」です。

　「私はコミュニケーション能力があります」と

学生は言うのですが、社会人からすると「君たち

のコミュニケーション能力はそんなレベルでは会

社では通用しない」と言われています。それを表

しているのが「企業が学生に対して不足している

と感じる要素」と「学生が自分に不足していると

感じる要素」の違いです。企業から見て「今の学

生はこんな能力が足らないな」、学生から見て「自

分はこんな能力が足らない」というものをまとめ

てみると「コミュニケーション能力」とか「主体

性」とか「粘りづらさ」について学生自身は十分

と思っているが、企業からすると全然足らない。

コミュニケーション能力も、学生同士の同じ身分、

年齢の間でコミュニケーションをとりますが、会

社に入ると立場や年齢も違います。幅広い人々と

のコミュニケーションはより高度なものが必要に

なるということです。主体性も、一歩前に踏み出

す力も足りない。粘り強さもです。会社での苦労

は学生では経験できない辛さがあります。社会人

から見ると「今の学生はしっかりしているようだ

けど、ポキッと折れる」タイプで「へこたれそうで、

へこたれない、叩いてもまた這い上がってくる根

性が足らない」というように企業側は見ています。

　逆に「語学」と「専門知識」の２つの能力、特

性については、学生は「自分にそれが不足してい

る」と思っているが、企業側はそんなふうに思っ

ていない。「語学」も働くポジションによっては

必要になりますが、機械に貼ってあるラベルや簡

単な単語がわかれば、英会話バリバリできるとこ

ろまでは求めていません。みんなが知っている英

単語ぐらいや、よく使われるカタカナ語くらいは

知っておく必要はあります。「専門知識」も、そ

う必要ではありません。「専門知識」は会社に入っ

たらいやでも叩き込まれる。学生の時、２時間く

らいしか勉強しなかったのが、会社にきたら、い

やでも８時間勉強させられます。「専門知識」は

 

【社会人基礎力】 
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企業人事採用担当者 日本人学生

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ

ョ
ン
力

主
体
性

粘
り
強
さ

語
学
力

専
門
知
識

16 

企業が学生に求める能力・適性 

和歌山県経営者協会調べ 
13 

 
 

【企業が学生に不足していると感じる要素と 
学生自身が不足していると感じる要素の違い】 
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特に必要ないと思います。

　ただ「社会人基礎力」は一朝一夕で身につくも

のではないので、生活環境や本人の意識で変わっ

てくるところがあると思います。

保護者として協力できること

●金銭的な支援

　保護者として協力できることでまず必要となる

のは「金銭的支援」です。

　ある資料では「全国平均」で16万円、「近畿」

は17万かかると言われています。実際は「20万円

以上」かっている人も8.1％います。京都から東

京の企業を受けに行く交通費、宿泊費、スーツ代

とかです。「親から支援を受けている」学生が

56％、「バイトで捻出する」学生も半分います。

お子様と相談して出してあげるとか「あんたがん

ばって働いているから自分で払えるか？」という

話を聞いていただけたらと思います。

●保護者の意見

　就活するにあたって「僕、こんなところに就職

したいんだ」と話をした時、親の判断として、そ

の企業を親が知っているか知らないかで決めてし

まうことがあります。B to B の会社でコマーシャ

ルをしていない。「どこの会社、聞いたことないけ

ど大丈夫なの？」と、知らない会社だと不安にな

る。逆にテレビでコマーシャルやっているだけで

安心する。親は安定志向を求めたがりますから自

分が知っている企業か、規模の大小だけで判断し

てしまう傾向があります。自分の感情を抑えて「そ

こでどんな仕事をしたいの？」ときちんと聞いて

いただきたいし、親も勉強してほしいと思います。

●自己分析の協力

　子どもの性格はご存じのはずですから、もし迷っ

ているようだったら「あんたはこういうことが得

意だからこんなことやってみたらどう？」とアド

バイスしてあげてください。決して無理強いする

のではなく、「こんなのどう？」と提案すると今まで

の問題も解決の糸口が見つかる可能性もあります。

●社会人として働く目線

　学生は企業を外からしか見たことがないので当

然ですが、企業を消費者目線で見ます。親御さん

は企業人として会社の中から見ますから「会社は

こういうものだ」と教えることができます。「社

会人基礎力」を身につける生活環境とは、働いて

いる人と接触する機会を増やすことが最も重要だ

と思います。大人（社会人）との付き合いで場馴

れするのが一番と思います。お父さん、お母さん

も家族という立場だけでなく、社会に出て会社の

中でご苦労されている目線で話をすることも必要

です。「お父さんの友だちがこんな仕事をやって

いる、一度会ってきなさい」と多くの社会人を紹

介することもよいことだと思います。バイト仲間

だけでなく、大人の人と話をすると、話の聞き方、

しゃべり方、どういう判断基準をもっているかが

勉強できますので、そういう機会を増やしてあげ

たらいいなと思います。バイトもサークルも学生

だけでなく、社会人と交流できるものがよいでしょ

う。大学生は大人と子どもの中間層で社会人とし

ての勉強をする期間だと考えると、この４年間を、

しっかりと将来に向けて準備する期間として認識

していただけたらと思います。

●最後に

　私がお話したことは一般的なことですが、子ど

もに将来、「働く」ということについて、コマーシャ

ルで「やる気スイッチ」とかいっていますけど、

どこかで早くスイッチを見つけてあげて、ボタン

を押してあげるのか親の最大の役目ではないかと

思っています。

　以上で私のお話を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

お問い合わせ先　�

　☆和歌山県内での就職情報はこちらから☆

　　和歌山県経営者協会

　　TEL 073-431-7376

　　http://w-keikyo.com/
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東北には大きなチャンスがある

　東北の求人倍率は全国を上回る1.54倍。２人に

対して３件以上の求人がある状況です。全国的に

見ても14番目ということですから高い求人倍率で

す。新卒者については、大卒者の有効求人倍率は

1.78倍。今は売り手市場で、就職を探している人

の方が有利な状況です。逆に買い手市場はなかな

か就職先がなく、企業が有利な立場にあります。

ただし、従業員規模別の求人倍率。300人未満の

従業員を抱えている中小企業は、倍率が上ってき

ている。300人未満の企業は6.45倍。一方、5,000

人以上の大企業ですと、なんと0.39倍。大手企業

になると本当に厳しい。これは根強い大手志向が

あり、大企業に集中して受けている。非常に狭き

門になっていることが特徴的です。

　宮城県内の内定率の状況は2017年３月末94.8％。

2000年以降で過去最高の内定率です。リーマン

ショック以降に比べてどんどん上昇していき、県

内おいても大卒の採用ニーズは非常に高い。企業

は積極的な選考を行っていることがわかります。

ただ企業規模、知名度という点においては一部の

企業に応募が集中しています。知っている会社、

聞いたことのある会社、安定的なイメージがどう

しても先行してしまっている感じがします。

　就職活動をする時、遠ければ宿泊し、または京

都から仙台に帰ってくる場合、旅費がかかります。

エリア別の費用がどれぐらいかかったか。平均17

万円です。北海道、東北エリアは22万９千円とい

うことで、全国で一番多く費用がかかっています。

東北に就活となると費用面に対するケアがどうし

ても必要になります。

就職活動における３つのポイント

　ここから少しポイントに入ります。重点的にお

話していきたいと思います。就職活動におけるポ

イントを３つお伝えします。

①大卒３年以内で３割が早期退職

　企業選びのポイントは？

　３割の方が入っても辞めています。自分の分

析をしっかりして知名度や規模の大小だけでは

なく、自分のやりたい方向性をきちんと見極め

ることが重要です。特に３年生は当然のことな

がら方向性を考えていかなくてはいけない。東

北には地域に根付いて頑張っている会社もたく

さんあることも知っていただきたいと思ってお

ります。

②早めの対策が必須

　エントリーシート＆面接対策

　売り手市場ですが、誰でも希望企業に入れる

わけではありません。侮ると大変なことになり

ます。人気企業の競争は思った以上に厳しく綿

密な対策がどうしても必要となります。応募段

階から書類選考の段階から厳しい目で見ていま

す。エントリーシート一つにしても大事です。

書いてある内容次第で、その場で会う前に「あ、

ダメだな」となってしまい、選抜から漏れてし

まう傾向があります。それを早く突破するには、

とにかく早めに自分を分析する。何が自分は得

意なのか、何がしたいのか、自分の強みを分析

することが大事です。

2017. 6. 25　父母会／仙台会場

仙台の新卒者就職動向

浅野 有史（ヒューレックス株式会社取締役営業開発部長）



55DOSHISHA UNIVERSITY

講演
Lecture5仙台の新卒者就職動向

　就職は結婚と同じ。そういう面でも気持ち、想

いが大事です。「就職すれば、ただ入社すれば」

という気持ちでは受からない。「想い」が入って

いることが面接官にわかれば、内定に大きく近づ

くのではないかと思います。一方で、業界研究な

どの事前準備も必要です。そのためにはしっかり

勉強しながら面接対策を行っていくことが必要で

す。

　これからの東北には、大きなチャンスがある。

ぜひお子様を励ましていただいて、東北に戻って

いただくよう、応援していただければと思ってお

ります。以上で就活についての話を終わります。

ありがとうございました。

お問い合わせ先　�

ヒューレックス株式会社

浅野有史

〒980-6117

　仙台市青葉区中央1-3-1 アエル17階

tel. 022-723-1770

e-mail　asano＠hurex.co.jp

③長い就活戦線を勝ち抜く

　メンタルケア＆コストケア

　就職活動においては、なかなか思った通り、

進まない時もあります。それをサポートしてい

ただけるのは親御さんだと思います。最良のパー

トナーといいますか、ぜひそこのところは見守っ

ていただきたい。親御さんは究極のサポーター

です。本当に自信がなくなって面接に行ってま

た落ちて、モチベーション下がる。なんとかこ

のような悪循環を断ち切っていただくように「が

んばってね」と励まし、一緒になって応援して

いただきたいと思います。

　最後に「コストケア」です。先ほどもいいま

したが、費用がかかりますので、コストの部分

で活動力が落ちてしまったら元も子もないので、

サポートしていただいて安心して就職活動をし

ていただける形にしていただけたらなと思って

おります。

　主役はお子様方です。親ではありません。と

にかく聞き役とアドバイザーに徹していただい

て本人が、もし決めたことであっても、頭ごな

しにいうと反発しちゃう傾向がありますので、

まずは話を聞いてあげることが大事かなと思い

ます。
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　大企業、中小企業の話をします。まず、「中小

企業とは何か？」ですが中小企業庁が発表してい

る定義では従業員500人以上の企業であるとされ

ています。中小企業と小企業を合わせると380万

社あり、日本の企業の99.7％を占めます。一方で

大企業は１万社しかありません。

　東海地区の学生が発見しやすい企業はトヨタ自

動車、東海旅客鉄道、中部電力、デンソー、名古

屋鉄道、中部国際空港などでしょうか。また、化

粧品会社のホーユーは958名の企業ですが、商材

が身近なためか学生はエントリーして入社希望す

る学生が多い。東海地方の学生から発見しやすい

企業は、文系採用数が30人くらいの中、２万以上

がエントリーしている企業が多いので、かなり高

いハードルで動いていくことになります。学生が

発見しにくい大企業であればアイシン精機、日本

特殊陶業、ヤマザキマザックなど。東海地区では

有力な工作機械メーカーがありますが商材やサー

ビスが身近ではないためか、文系学生の採用はマッ

チングしないケースが多いと聞きます。就職活動

として企業を見ていく時には、商材やサービスが

わかりにくい企業にも目を向けていただきたいと

思います。営業や事務系の仕事に就くことになり

ますので、ビジネス視点をもっている保護者のみ

なさまの視点でお伝えいただきたいと思います。

　次に「内定率」ですが、４年生の内定率は、５月末

の選考解禁前で53.3％の学生が内定をお持ちです。

３月に採用方法が解禁になって今年で３年目にな

りますが、選考開始日とされている６月１日～５

日で内定が出されています。当社にて６月15日時

点での内定率を調べたところ67.7％と、２週間で

14％進捗しています。昨年６月末の内定率が65.3

　株式会社マイナビの吉田です。

　本日は、「昨今の就職事情と保護者の皆様に期

待される役割」についてお話をさせていただきま

す。また、マイナビにおける新卒状況を東海３県

の情報も踏まえて４つのテーマに分けてお話させ

ていただきます。

就職環境

　内定率、求人倍率、全体の動向についてです。

　ニュース等の報道で「有効求人倍率」という言

葉があります。こちらは厚生労働省が出している

数字ですが、毎年４月にリクルートワークス研究

所が大学生の就職の求人倍率に限定して出してい

ます。現４年生は1.78倍。一人の学生に対して1.78

社の求人があるということです。一般的に1.6倍

を超えると売り手市場といわれ、この売り手市場

の状態が続いています。私見ですが、おそらくリー

マンショックのような大きな経済事象がない限り、

３年生が就職する来年度もこの状況が続く、もし

くは少しだけ求人倍率が落ちるのではないかと分

析しています。さらに従業員規模別で求人倍率を

見てみると1,000人以上の企業の求人倍率は0.71

倍しかありません。対して1,000人未満の企業では

3.43倍。こちらは前年よりもさらに高くなってい

ます。大きな企業は比較的うまく採用活動ができ

るが、中小企業は採用に苦戦しています。同志社大

学経済学部生のエントリー先の企業ランキングや、

卒業実績を見ると金融を希望される方が多いと思

います。業種別で取った求人倍率は、金融の求人倍

率では0.19倍～0.25倍を推移しています。現在は

売り手市場ですが、同志社大学経済学部生の多く

がハードルの高い企業へチャレンジされています。

昨今の就職事情と保護者に期待される役割とは

吉田 優太（マイナビ副編集長）
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のポイントは、いかに自己分析と呼ばれる自分に

ついての棚卸作業を行えるかが重要だと思います。

　次に、スケジュールについてですが、経団連の

発表する指針の中では、３月に採用広報開始、６

月に選考開始となっています。経団連に加盟して

いる企業は1,300社くらいあり、マイナビに掲載

している企業が22,000社くらいですので10分の１

以下です。実際、東海地区の企業はどういう動き

をするかというと、指針を遵守する企業が６月か

ら選考をスタートして内々定を出す前に、内定を

出そうとする動きがあります。早い企業だと３月

末には内々定が出ています。内々定を出した後、

学生にフォローを行い入社してもらう仕掛けづく

りをしています。先ほどお伝えした内定率ですが、

なぜ選考開始が６月１日なのに内定率が５月末時

点で半分あるのか。それは選考開始が６月１日だ

というのは、あくまで「経団連の指針を遵守する」

と回答した企業だけの動きとなっているためです。

　今の就職活動を一言で表すと「短期決戦」だと

思います。特に３～４月の間をいかに学業と両立

しながら就職活動に動けるかがポイントだと思い

ます。３、４、５月の３カ月間で学生の進路が決

まってしまう状況になっていますので、企業側か

らすると自社にマッチする人材を選ぶにあたり時

間をかけることが難しい状況です。優秀な人材を

確保する上での応募数が少ないと、特に商材とか

サービスが身近でない企業が苦労されています。

しかしその中にも優良企業があると思いますので

「地場のこういう企業を受けてみたらいいのでは。

知らない商材だとしても、それを作るわけじゃな

いよ」とアドバイスいただければ、ハッと気づく

学生も多いのではないでしょうか。文系の学生は、

営業職としてその商品を売る、または法務や広報

の仕事をされる方が多いと思いますので「取り扱

う商品にそこまで執着する必要はないこと」に対

して、気づきが少ないと思います。今の就職活動

では３月に一気に始まります。自分に合う仕事が

わからないまま３月に突入してしまうこともあり

ます。３月になるまでに就活の準備をしっかりし

た学生と、そうでない学生で差が生まれていると

％でしたので６月の選考解禁からわずか２週間で、

ほぼ昨年の６月末と同じ内定状況です。ここから

いえることは、企業の選考の前倒し化です。就職

情報会社が発表する内定率は、サイト登録者を対

象に行う、内定率調査に回答をした１万人弱の方

の内定率になりますので値は比較的高めに出ます。

東海地区の学校で話を伺うと６月末くらいで６割

くらいになっているのではないかと聞きます。

就職活動の全体像

　次に、今の就職活動がどのような構造になって

いるかをお話します。

　就職情報サイトだけでなく、大学に届く求人表

も見ておいて欲しいと思います。学生はこれらを

見て企業を知ります。現在の就職活動では応募方

法が特に変わりました。これまではハガキを投函

して資料請求をしていましたが、今はウェブから

エントリーボタンをクリックするだけで資料請求

をすることができます。エントリーはパソコンと

スマートフォンから行うことができますが、スマー

トフォン経由でのエントリーする比率が80％と大

変高くなっています。就職活動においてスマート

フォンをもっていないとだめだという CM もある

ように、エントリー比率から見てもスマートフォ

ンで進捗管理をする学生が増えています。

　選考試験も多岐に渡ります。筆記試験は会場で

紙に回答するものと、自宅からウェブで回答する

ものがあります。またフォーマットが決まってい

る履歴書とは異なりエントリーシートは企業が独

自に設問をする応募書類です。グループディスカッ

ションは、例えば「社会人と学生の違いはなんで

すか？」といった質問を学生同士で討論してもら

い、その様子を見る選考です。会議の場を想定し、

その学生の素面とか面接の応対だけでは量れない

振る舞いを見る目的の選考です。同志社大学の皆

様のエントリー先の企業はグループディスカッショ

ンを取り入れている企業も多いと思います。官公

庁も公務員試験で面接試験の際にグループディス

カッションを取り入れているところもあります。

愛知県の自治体も多いです。集団面接、個人面接
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就職活動のポイント

　学生が就職先を選ぶ際に大事になってくるのは

「自分に関する情報」で、「何に興味をもってい

るか」「どういう考え方で働きたいか」「自分自身

の長所について」の３要素があります。自分は何

が得意なのか、どういう特徴があるかとお子様が

悩んでいる時には、「あなたは昔からこういうと

ころがあった」と、よく知っている保護者の皆様

だからこそできるアドバイスをしていただければ

と思います。「進路に関する情報」は、企業や、

業界の扱うもの、社会的な役割を把握することで

す。業界、企業、職種において求められるものを

知ることが就職先を選定する時に大事な要素になっ

てきます。

　自己分析、仕事研究の２つの作業に時間をかけ

て欲しいと思っています。この進路を自己決定す

るための情報収集については２月末までにある程

度やっておかないと３月から一気に選考活動が始

まりますので遅れをとります。私は、当社の採用

の４次面接をしていますが、自分の考えを具体的

に「自分の言葉で語れる」トレーニングをしてい

る学生と、していない学生は採用面接の際に差が

出てしまうと思います。私は普段から、大学内の

模擬面接を行う機会や、面接以外の場面で学生と

触れ合う時間がありますので「学生が緊張してい

るので、緊張をほぐすためにこういうことをいっ

てから引き出そう」と考えながら面接ができます

が、一方で普段から学生と接しておらず、ビジネ

スの現場の第一戦で活躍されている方が面接する

と、選考が厳しくビジュアル視線で見ることが多

くなるので、たとえ緊張で学生が話すことできな

くても「準備不足」として落とされてしまうこと

になります。「自分の言葉で自分のことを話せる」

には慣れが必要ですし、これもトレーニングだと

思います。

　面接はエントリーシートに書いたこと以外は自

分の言葉で話さないといけません。準備しない学

生は言葉にできないです。苦手な学生ほど早く取

り組んだ方がいいと思います。

感じます。

　３月広報開始、６月選考開始のスケジュールに

なりインターンシップが増加しました。企業側は

インターンシップを通じて、より多くの学生に自

分の会社の仕事、魅力をわかってもらえる働きか

けがしたいと考えています。また学生からしても

自身の適性の把握できる場であることや、人脈が

増える場であることが考えられます。インターン

シップにも受け入れのための選考があり、もちろ

ん落とされることもあります。インターンシップ

の選考のフローは、３月以降の選考のフローと類

似していますので「インターンシップは就活に役

立つ、身につく」と学生から聞くことも多いです。

　「短期決戦」という就職スケジュールで学生の

二極化が進んでいます。

　夏、秋のインターンシップに参加をすることが

主流で「インターンシップに４社以上夏、秋、冬

に参加しました」という学生が前年比で10％くら

い多く、今年は40％くらいになっています。今の

３年生に来年、同じ統計をとった時にはこの数字

はさらに高くなると思います。一方で３月の企業

エントリーが始まるまで何もしていない学生もい

ます。同志社大学経済学部生の当社のサイトの利

用状況を見る限りでは、わりと皆様、早めに動か

れ、準備している方が多いようですので、そこは

安心していただいていいのかなと思います。イン

ターンシップの参加の経験があるか、ないかが内々

定率の相関関係を３年前から分析していますが、「イ

ンターンシップに参加したことがある」学生は６

月末段階で72.1％の内定率。「不参加」の学生は

54.6％。インターンシップを２月末までに参加す

るかどうかによって内定率が違っています。イン

ターンシップに参加する時期ですが、Ｕターン希

望の学生は８月、９月、２月の参加が多くなって

います。長期休暇のタイミングで地元に戻り、イ

ンターンシップにいっているようです。東海地区

の企業も秋のインターンシップを実施するよりも、

８月と２月にインターンシップを実施する企業が

多いです。地元に帰ってきたタイミングでインター

ンシップを受けることもできると思います。
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　「自己 PR」と「学生時代に頑張ったこと」はよ

くある質問ですが、「あなたを漢字一文字で表し

てみてください」などと面接の際に尋ねたりする

と、学生は驚いた顔をします。自己 PR の応用型で

すね。「自分の特徴を漢字の意味と合わせて回答

してみてください」という質問の意図になります

が、学生は「自己 PR を聞かれたらこういうことを

話そう」と準備をしているので、このような質問

がくると答えられなくなります。大事なことは自

分のことを多面的に理解することです。これは普

段から自分と対比する習慣がないと答えられない

ものです。普段から様々な物に興味を持って過ご

しているか、そうでないかで差が出ると思います。

　１、２年生の皆様へはさまざまな経験をするこ

とが大切とお伝えしたいです。抽象的ですが、企

業担当者からは「さまざまな経験を２ジャンルで

経験してほしい」とよくお聞きします。１つは学

生の本文である「学業」。同志社大学での４年間

の学びの中でどういう力をつけるか。もう１つは

学業以外の「課外活動」でどういうことを経験す

るか。面接の際に文系の学生に経験について問い

かけると課外活動の話ばかりされます。金融機関

では「あなたは学業を通して何を学んだのか？」

と聞きます。学業を通して「学んだ」といえる経

験がある、そして課外活動からでも身につけた学

生は文系就活において、強い学生だと思います。

　「社会人基礎力」は経済産業省が社会人になる

時、こういう力が必要だと提唱している力のこと

です。選考の段階でどんな力を重視して見るかで

すが、「主体性」と「実行力」と出ています。

　これらは働く上でも大切な要素ですので是非、

学業や課外活動の経験からチャレンジしておいて

欲しい思います。

ご家族に求められる支援

　保護者への調査や意識調査を通して、意思決定

の際に保護者の皆様のアドバイスが特に影響力が

大きいと結果が出ました。悩んだ時にはアドバイ

スをしてあげて欲しいと思います。

　具体的な支援のあり方として何点か紹介します。

まずは社会人、人生の先輩としてアドバイスをし

てあげて欲しいと思います。文系の学生の特徴は

商材やサービスが身近な企業へのエントリーが多

いことです。ビジネス系の雑誌を見せてあげるこ

とも良い支援だと思います。私も日経ビジネスを

講読していますが、社長インタビュー、経営者の

考えなどのページは参考になります。学生が志望

する企業の本、「こういう業界を受けるならこう

いう本を読んだらどうか」とビジネス書籍で皆様

が面白いなと思ったものを紹介するといいかと思

います。

　次に、子どもの意思を尊重していただきたいで

す。話を聞かずに頭ごなしに否定されると、就活

が嫌になってしまう学生もいます。金融ならかな

り倍率が厳しい中で受験しているので配慮が必要

です。私は静岡県出身で長野県の大学へ進みまし

たが、親は「地銀か県庁に戻ってこい」と厳しかっ

たことを覚えています。また、「なんで受からない」

と言った言葉をかけてしまうと気を落としてしま

います。

　逆に過干渉になりすぎないことも重要です。山

梨と長野に赴任したことがありますが、説明会に

いっしょに参加される親御さんとか目の前で見送

られる方などもいらっしゃいますが、NG です。

過干渉になりすぎないようにしてください。

　そして、責めない、比較しない、押しつけない。

例えば「隣の誰ちゃんは内定もらったのになんで

あなたはもらえないの」といった言葉はかけない

でください。就職活動は内定をもらう時期は重要

ではなく、結局は入ってからがスタートだと思い

ます。当社の社員でも、10月に内定を出した学生

でも一番成績が優秀だった社員もいます。学生に

よって学業、部活動が忙しくて就活のスタートが

遅くなったということも考えられます。就職活動

がなかなかうまくいかず苦しんで決まった方の方

が、逆に社会人になって５月病にならなかった、

という事例もあります。是非お子様をあたたかく

サポートしていだきたいと思います。

　サポーターとしての役割としては、ねぎらい、

居心地のよさ、家に帰ってこいの一言、あたたか
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な食事など大切だと思います。モニターへの定性

調査として「保護者にしてもらってよかったこと」

をＵターン就職の学生さんに聞いたところ、回答

が多かったのは「実家に帰った時の母親のご飯」

でした。就活で疲れていても安心するといいます。

相談役としてあたたかく見守ってください。

　そして、経済的なサポートも忘れずにお願いし

ます。リクルートスーツ、鞄、靴、交通費。平均

すると10万円くらい、京都を行き来するとかかり

ます。志望企業が京都の企業でなければ何回も戻っ

て20万円くらいかかるのではないでしょうか。「社

会人になったらボーナスで返して」ということで

サポートしてあげて欲しいと思います。

　私からの保護者の役割と就職事情についてお話

させていただきました。ご静聴ありがとうござい

ました。

質 疑 応 答

質問●吉田様が面接官として、「こんな学生といっ

しょに仕事をしたい」と思われるのは？

吉田●私の意見でもあり、東海地区の企業の方か

らよく聞くことでもありますが、「失敗から学ん

だ経験をもっていて、さらにそれを面接で伝えら

れる学生」だと思います。新卒社員として入社し

てすぐは一人前の仕事はできません。最近の学生

はすぐ辞めてしまう、だとか失敗をするとポキッ

と折れてくじけてしまう、というように思います。

面接をする際、役職者や新卒を迎える人事部門の

人は学生時代の困難な経験を聞くことが多いよう

です。失敗の経験からどう改善したかが見える、

そんな学生は比較的評価されやすいのかなと思い

ます。

質問●もしもう一度、大学生に戻るならば、「こ

ういうことをやっておいたらよかった」と思われ

ることは？

吉田●業務によると思いますが地銀とかメガバン

クに勤めている方は、統計分析業務をすることが

多いようです。経済学部では統計学を勉強します

が、こちらはしっかりやっておいた方がいいと思

います。経済調査のデータはエクセルでつくり、

統計分析をします。私は入社してから統計学の勉

強をしました。金融機関に進みたい、マーケティ

ングの仕事をしたい、という方は統計学の勉強を

しておくといいと思います。

質問●マイナビには、22,000社アップされている

が、いい会社はどうやって見極めるのか？

吉田●業界企業研究の講座をする時、調べ方とし

て「シェアナンバー１」でフリーワード検索をす

ることをアドバイスしています。東海地区の企業

にはトヨタ自動車に部品を供給していて、その分

野でシェアナンバー１の企業などがあり、採用広

告をつくる時には「その商品、商材がシェアナン

バー１である」と学生に伝わるよう記事広告をつ

くります。これらの企業は、企業名で検索をかけ

る、従業員規模で探すといった探し方ではなかな

かヒットしない企業です。また、女子学生の保護

者の皆様へは「くるみんマーク」をお伝えくださ

い。厚生労働省が定めたもので、女性が働きやす

い会社が取得しているマークです。名前は知らな

いが優良な企業を見つけていただく一助になるか

と思います。

お問い合わせ先　 

株式会社マイナビ

就職情報事業本部　企画広報統括本部

西日本統括部　関西ブロック

大阪キャリアサポート１課

所在地：

　〒530-0011 大阪市北区大深町4-20

　グランフロント大阪　タワー A　30Ｆ

TEL：06-4802-1311　FAX：06-4802-1384

Ｅメール：s-osaka-1＠mynavi.jp

※お問い合わせ内容が東海地方の企業情報や就

職活動についてのご質問も上記お問い合わせ

先へご連絡ください。

担当者から東海地方専門の部署へ確認をした

後、ご対応させて頂きます。
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い企業に集中しているということを表しています。

日本の企業は個人経営主も含むと約420万社ある

といわれています。その中でいわゆる大手企業は

約１万社あるかないかです。そう考えると今の日

本を支えているのは大手企業以外の企業ともいえ

るのですが、就職活動を始めたばかりの学生は、

知名度の低いこういった企業にはなかなか目を向

けない傾向があります。

　学生が最初に目を向ける企業は、BtoC 企業が

多いです。BtoC とは Business to Consumer。つま

り学生自身が消費者となりその企業の商品を買う、

使うといった企業が多く、広告にもお金をかけま

すので知名度が高い企業です。そんな BtoC 企業

に部品や素材などを提供し BtoC 企業を支える企

業がいわゆる、Business to Business、BtoB 企業に

なりますが、知名度も低く人気がありません。た

だし、知名度がないだけでいい会社はたくさんあ

ります。例えば、大阪に本社のあるチェーンを作っ

ている会社。ジェットコースターにも使いますし、

エスカレータにも使われています。もちろん車に

もチェーンは使われています。この企業ですが、

チェーン市場では世界シェア No.１の会社です。

しかし学生はこのような会社になかなか目を向け

ません。また、皆様もどうでしょう？お子様との

会話で「内定出たよ。チェーンの会社だよ」といっ

てきたら「何？その会社？」となりませんか？知

名度が高いからといって必ずしもいい会社とは限

りません。ですので、全く知らない会社だとして

も一度調べていただきたいです。後ほど話します

が今の就職活動では選考の回数やハードルが非常

に高くなっていますので苦労してとった「内々定」

を企業名だけで否定してしまうと、お子様はすご

　株式会社マイナビの藤原と申します。

　本日は私から４つのテーマに沿ってお話させて

いただけたらと思っております。

就職環境

　新聞、報道等々で「求人倍率」という言葉がよ

く出ています。大卒に限った求人倍率は、今の４

年生は1.78倍という数字が出ております。この数

値が高いのか低いのかわかりにくいと思いますが

結論を申しますと「高い」です。2008年のリーマ

ンショックを機に内定取消などがあり、翌年から

企業の採用意欲がどんどん減少していくという状

況になりました。最近はそのリバウンドで、その

時期に採れなかった人材を補うように企業の採用

意欲が高くなっています。東京オリンピック開催

もあり、2020年ぐらいまで企業の採用意欲は、こ

のままの勢いを継続していくのではないかとの意

見もあり、これから数年は就職環境においては世

界情勢次第ですが明るい見通しです。それでは「求

人倍率1.78」についてもう少し解説させていただ

きます。求人倍率の「1.78」という数字を企業の

従業員規模別で見てみます。1,000人以上規模の

企業の求人倍率は「0.71」と１倍を切り、一方で

1,000人未満企業では「3.43」とかなり高くなっ

てます。企業の従業員別の数値はいい換えると「大

手企業」と「それ以外の企業」、または「知名度

の高い企業」と「知名度の低い企業」といい換え

ても良いかもしれません。

　つまり大手企業（知名度の高い企業）の求人倍

率は１倍を切り、中堅や中小企業（知名度の低い

企業）は求人倍率が非常に高くなっています。

　この数字は学生の応募が大手企業や知名度の高

昨今の就職事情　保護者に期待される役割とは

藤原 武史（マイナビ副編集長）
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ので、以前のように１枚１枚、ハガキに書くこと

は必要ありません。

　企業側からすると応募の簡易化の影響もあり、

人気の高い企業ですと資料請求の申し込みだけで

２～３万人集まることも多くなりました。採用数

が100人から150人にも関わらず、エントリーが２

～３万件にもなる時代です。企業側とするとその

エントリーの中で学生を見抜く目を養う必要がで

てきました。結果として、以前よりも多くの学生

をふるいにかける必要があり、それにかけるマン

パワー、労力、お金もかかるようになりました。

ですので「採用の効率化」が企業側からすると１

つの課題となります。「本当にその会社に入りたい」

という学生もいれば、「なんとなく知っているか

らとりあえず受ける」学生もいる。企業側は本気

度の高い学生を見ぬかないといけない。ですので

選考に関しても、より複雑化してきているという

のも今の就職活動の傾向です。書類選考、いわゆ

るエントリーシートですが、以前学生に１枚完成

させる平均時間を聞くと６時間前後でした。一人

あたり10社程度はエントリーシートを提出します。

加えて企業によっては履歴書の提出も求められる

ため、学生への負担はかなり大きいものとなって

います。そして書類選考をクリアした後に待って

いるのが面接です。ただ、その前にグループディ

スカッションを実施する企業も昔と比べると増え

てきています。これは、５人～６人のグループを

作り「無人島に行った時、３つだけ持っていくと

したら何をもっていきますか？」というようなお

題が出され時間内で討論を行うものです。ポイン

トとしては結論がどうなのかではなく、人とのや

りとりやグループ内での役割を見ていたりします。

これも実は企業にとっては選考の効率化の１つで

すね。集団面接だと30分で３人程度しか見ること

ができませんが、グループディスカッションでは

５人グループを５つぐらい作り、それを面接官が

グルグル回ることで一度に多くの学生を選考する

こともできます。グループディスカッションの実

施は企業にもよりますが、集団面接や個人面接、

役員面接もあり、越えなければいけないハードル

く悲しむと思います。

　選択肢を広げるためにも私もガイダンスなどの

場では学生に「BtoC 企業だけでなく、BtoB 企業

に視野を広げる、大手企業だけではなく中小企業

にも広げる」と伝えています。ですので保護者の

皆様も「知名度のある企業＝優良企業ではない」

と認識をもっていただいた上で、お子様と今後、

接していただければと思います。

　次は「企業の採用意欲」について少しお話いた

します。求人倍率にも表れていますが採用意欲は

非常に高いです。しかし、今までは企業へのアン

ケートで「前年より採用数を増やす」という企業

が年々増加しておりましたが、今年は「前年並み」

という企業が増えてきました。少しずつですが採

用意欲の高まりに落ち着きが見え始めています。

その結果、量重視の採用ではなく「量よりも質」

を重視した採用に変わりつつあります。つまり「採

用予定数が100名」の企業が、これまでは100名を

マストに採用活動を行っていたとしても、今後は

100名を目指しているものの採用基準を満たさな

い学生が多いと無理に100名採用する必要はない

と考え始めたということです。そのような企業が

アンケートでは1.0ポイント程度増えています。

ポイント数としては少ないですが徐々に「量より

質」を重視した採用に企業もシフトしています。

就職活動の全体像

　次に、今の学生たちがどういう就職活動を進め

ているか話していきます。一昔前の就職活動は分

厚い冊子がご自宅に送られてそこから資料請求ハ

ガキを郵送する流れだったかと思います。

　今は WEB に情報が集約されています。WEB で

集約されることで大変なことは企業情報量の増加

です。マイナビに掲載されている企業情報はピー

ク時に22,000社ほどになります。かなりの企業情

報が学生一人に降りかかります。そのような就職

活動の中で学生には「選択する能力」「選ぶ目」

が必要になりました。ただメリットもあります。

応募の簡易化です。「エントリー」ボタンをクリッ

クするだけで資料請求ができるようになりました
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りあえず説明会に行ってみよう」と軽い気持ちで

参加すると、あれよあれよと次の選考の案内がき

ます。企業のことをよく調べないまま、視野を広

げないまま、その企業が自分に合う仕事かどうか

もよくわからないまま選考に突入します。そして

企業のことや仕事内容がよくわからないまま「内

定」が出る。その結果どうなるか。社会人になっ

て「こんな仕事だとは思っていなかった」と入社

して２週間で辞めてしまう人もいます。

　「こんなの、聞いてなかった」「こんなイメー

ジではなかった」と、入社してから気付くのは遅

いです。このようなミスマッチが起こらないよう

に３月から準備を始めるのではなく、少しでもは

やく世の中のことに興味を持ち企業・仕事研究を

しっかりやっていただきたいと思います。

　では３年生からの就職活動の準備は何をすれば

いいのか。

　１つはインターンシップです。今のスケジュー

ルになってからインターンシップが企業・学生共

に注目を集めるようになっています。企業側から

すると学生と早期に接点を持てる場として、また

学生からすると仕事研究の一環として、です。

　３年生の６月にマイナビ含め各就職情報サイト

はインターンシップ情報を公開します。インター

ンシップの参加率も昨年は約63％と多くの学生が

参加する時代になってきました。また、インター

ンシップに参加した学生と、そうではない学生の

内々定率の相関も出ていまして、インターンシッ

プに参加した学生の内々定率は72.1％、それに対

し不参加の学生の内々定率は54.6％と出ています。

もちろん、インターンシップに参加したからといっ

の数は昔と比べると増えてきていると思います。

　「採用の効率化」や「選考の複雑化」の影響で、

学生に大きな負担がのしかかっていると思います。

ですので保護者の皆様にお願いしたいことは、「何

をやってるんだ」「何故決まらないのか？」といっ

た言葉をかけないでいただきたいということです。

まじめに就職活動に取り組んでいても決まらない

場合もあります。叱るよりも寄り添ってあげてく

ださい。まずは話を聞き、どこがダメだったのか、

どこが一番辛そうかを聞いてあげた上で、社会人

としての立場から「こういうことを伝えた方がい

いのでは」と社会人としてのアドバイスをしてあ

げてほしいと思います。

　続いて就職活動のスケジュールについてですが、

よく報道で目にするのは「３月」と「６月」の２

つの言葉ではないでしょうか。３年生が終わる年

の３月１日が「エントリー」の開始日です。これ

は企業が採用情報を公開して昔でいう資料請求の

受け付けを開始する時期が３月１日という意味で

す。６月１日は原則では面接選考の開始、そして

内々定提示の開始日です。しかし原則には例外が

つきもので、本来は３月から企業訪問を始め、６

月の面接に向けて準備するという流れですが、実

際は企業の採用意欲の高さから人材の奪い合いと

なり「他社より先に」という企業も増えたので、

３月に情報公開されたら、３月下旬からは既に面

接が始まっているケースも多いです。そして６月

１日は最終面接だけが行われることも多いです。

　今のスケジュールでは３月がとても忙しくなり

ます。エントリー、説明会、エントリーシート、

早い企業だと面接開始。いろんなことが３月のたっ

た１ヵ月間に集中します。どんな仕事があるのか、

どんな企業があるかを３月になって調べ始めると

バタバタして大変です。今の就職活動は「３月、

６月」がキーワードになっていますが、実際は「短

期決戦」です。現在のスケジュールの懸念点は自

分に合う仕事がよくわからないまま就職活動に突

入してしまうことが挙げられます。どういうこと

か。今のスケジュールだと３月の２週目には会社

説明会も始まります。「どんな仕事内容なのかと
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て、内定が必ず取れるわけではないですが企業理

解、仕事理解はインターンシップに参加し社会人

と接することでも深まります。また自身の中で「目

的意識」もできます。目的ができると就職活動に

も意欲的に取り組め、いいサイクルで回していく

ことができます。その結果もあってかインターン

シップ参加学生が、参加していない学生よりも内

定率が高くなるという結果が出ています。

　インターンシップは学生の休みの期間に実施さ

れることが多く、「いつ参加したか？」のアンケー

ト結果は８月、９月、そして直前の２月に集中し

ています。余談ですがもし外資系企業を希望され

ているなら、夏のインターンシップがそのまま選

考に直結することも多いので、お子様へは３年生

の夏のインターンシップには是非参加されるよう

にとお伝えいただければと思います。

　本選考に直結するインターンシップを実施する

企業は現在それほどに多くはありませんが、イン

ターンシップに参加した学生を本選考の際に有利

に進める企業も少しはあります。例えば夏や２月

のインターンシップに参加した学生だけを集めた

セミナーの開催や、インターンシップに参加した

人だけ１次選考免除、筆記試験免除など特典があ

る企業も最近では少しずつですが増えてきていま

す。インターンシップは参加することで仕事理解

も深まりますし、企業によっては本選考において

有利に働くこともあるのでメリットが多いと思っ

ています。

就職活動をしていく上でのポイント

　就職活動においては「自分に関する情報」と「進

路先に関する情報」をたくさん集めて欲しいと思

います。自分に関する情報はわかっていそうで実

は難しいものです。学生生活の中で「自分はどん

な人間なのか。どんな特徴があるのか」について、

なかなか向き合う機会はないと思います。選考で

聞かれる質問例として「漢字一文字で自分を表し

てください」といわれた際、保護者の皆様だった

らどのように回答しますか？自分と向き合う時間

をとっているか、そうでないかで、これらの質問

に対する返答の早さが変わってくると思います。「自

分はどんな特徴があるのか。自分がどんなことに

興味があるか。何を面白いと思うのか」などは自

分と向き合う時間がないとなかなか気づかないで

すよね。「どういうことにやりがいを感じ、どん

な人生を送りたいのか」。これまでもなんとなく

考えているとは思いますが「それを言葉にする」

ことがとても難しいです。ですので就職活動で苦

労しないためにも早期からしっかり考える時間を

とっていただきたいと３年生に伝えたいですね。

　また現在１、２年生の保護者の皆様も、就職活

動の際に必ず活きてくると思いますので、早い時

期から自分と向き合うことをお子様に伝えてあげ

てください。

　自分の情報と同様に「進路先に関する情報」も

とても大切です。知っている会社はもちろん、知

らない会社の情報量をどこまで増やせるかが大き

なポイントではないでしょうか。

　現在のいわゆる優良企業や大手企業が10年後も

今と変わらず安泰かといわれるとそんな保証はど

こにもありません。また私が就職活動をした20年

ぐらい前の1999年に某 IT 企業が設立されましたが、

その時にその企業がプロ野球球団を持つなんて誰

が想像できたでしょうか。

　少し前の話しですが、誰もあの有名な証券会社

がつぶれるなんて想像もしませんでした。つまり、

５年後、10年後のことなんて誰もわからないと思

います。スマートフォンが普及して10年くらいで

すが、こんな携帯が出てくるなんて誰も思わなかっ

たはずです。これからの時代は「AI」が一つのキー

ワードだと思います。そしてこの10年間で我々の

想像をはるかに超えるスピードでテクノロジーが

発展し、世の中も大きく変わるはずです。今ある

会社が必ずしも良いという保証はないわけですか

ら「進路先に関する情報」は世の中にどれだけア

ンテナを張れるかが重要になってきます。

　自分にはどういう選択肢があるのか、どれだけ

の量を調べることができたかなど、進路先に対す

る情報量は就職活動において非常に大切です。そ
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の進路先の情報と自分の特徴や意思などの自分に

関する情報とを照らし合わせて自分にとってどの

進路先がいいのかを決定すること。これが就職活

動においては大事だと思います。

　就職活動において「内定がゴールじゃない」と

学生には伝えています。目指すところは「その先、

どうありたいのかというところまで描くこと」だ

と思います。特に同志社大学の学生は、これから

の日本の将来を担う可能性をたくさん秘めている

学生が多いと思ってます。大学力は国力です。大

学生もこれからの国力です。いかに学生にビジョ

ンをもって勉強してもらうか、大学生であること

の責務をきっちりと感じながら自身の将来を、そ

れは合う会社や合わない会社を選ぶのではなく、

自分が120％力を発揮できる環境はどこなのかを

考えていただきたいと思います。

　そのようなマッチングの精度が上がることが企

業の繁栄や、その地域の繁栄、そして国の繁栄に

つながっていくと思っていますので、その気持ち

を抱きながら就職活動に携わってもらえたらいい

なと、個人的には思っています。

　自分に関する情報収集を最近の就職活動用語で

は「自己分析」と呼んでいます。また進路に関す

る情報収集を「仕事研究」と呼んでいます。常に

自分と向き合いながら、かつ世の中、社会のこと

に目を向け、どういう選択肢があるのか、その中

で自分が進むべき道はどこなのかを考える。就職

活動とは自身のキャリアをきちんと見据え卒業後

の進路を選択する時期だと思います。ただ、それ

ができたとしても自分の言葉できちんとその思い

を語ることができないと意味がありません。自分

の言葉でしっかり表現するトレーニングは必要で

す。最近は各大学でアクティブ・ラーニングが採

り入れられており、授業の中で発言する機会も増

えています。話すことに関してはある程度トレー

ニングはできてきていると思いますので後は「何

を伝えるのか」ではないでしょうか。

　そのためにも３年生、４年生の皆様は過去の経

験をしっかりと振り返る時間を取り「自分を見つ

める」ことだと思います。そして現在１、２年生

の皆様は目的を持った上でさまざまな経験を積ん

でほしいと思います。社会や社会人と触れる機会

を増やすと、世の中への興味や関心、知識が増え

ます。そして自分なりの意見を持ち、意見を主張

できるようになってほしいと思います。アルバイ

ト、サークル、部活、ボランティア、留学、学外

活動等何でもいいので打ち込めるものを持つこと

が大切だと思います。

　また最近の就職活動では「履修履歴を元にした

面談」も増加しており、履修履歴の内容を聞かれ

ることも多々あります。学外の活動以外で、その

人の個性を見抜ぬく目的での履修履歴面談も少し

ずつではありますが取り入れる企業も増加してい

るので、しっかりと勉強することも大事です。

　あとは目的をもって行動し、その振り返りをし

た後に反省点を活かし、次の行動に移るという

PDCA サイクルは、どの企業でも求められますの

で PDCA サイクルを学生時代に意識して過ごし

て欲しいですね。

ご家族に求められる支援のあり方

　「意思決定で誰かの助言や意見を聞いたか？」

というアンケート結果では、保護者の皆様の影響

が非常に大きい結果となっていました。こちらを

ご認識いただいた上で、５つお伝えします。一つ

目は「社会人の先輩としてのアドバイス」をお願

いしたいと思います。社会人、というよりは親の

立場で意見をいってしまいがちですが、説教くさ

くなると学生も聞く耳をもちません。保護者の皆

様が「働いてみて後悔していることや楽しいこと」

「意外と福利厚生のここが大事」と伝えられるこ

ともたくさんあると思います。また「こういった

場合の人間関係がしんどい」などは、働いてみな

いとわかりません。「社会人として仕事を見る時

はここが大事だ」「その会社の取引企業ってどん

なところがあるのか」「その会社ってこういうこ

ともやっていて」、「実はお父さんの会社はこうい

うことをやっている」などお子様は意外と知らな

いことが多いので親としてではなく、一人の社会

人としてアドバイスをしていただけたらと思って
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います。

　二つ目は「子どもの意見を尊重する」ことです。

「Ａ社とＢ社の内定とったけど、どっちがいいか

な？」と相談を受けた際に「そりゃＡ社でしょ」

といってしまう。仮に親に言われたとおりＡ社に

入った時、自分が思っていたイメージと違ったり

嫌なことがあったら「Ａ社にしろといったじゃな

いか。私の人生どうしてくれるの？」とお子様に

いわれる可能性もあるでしょう。ですので「Ａ社

だったらこういう可能性もあるからね。Ｂ社だっ

たらこういうこともあるね。さぁどうする？」と

子どもに考えさせ、子供に決断させ、そしてその

意思を尊重してください。

　三つ目ですが「過干渉にならない」ことです。

大変そうだから書類を代わりに書く、代わりに企

業に電話をするなどです。先日、弊社の合同説明

会に母親と来ている女子学生がいました。悪いと

はいいませんが、社会にでたらお子さんは１人で

す。会社に親が付いて行くことはできませんよね。

自立を促すためにも過干渉はやめてください。

　また注意して欲しい点として「責めない、比較

しない、押し付けない」という気持ちと「お隣の

○○ちゃん、こうだけど」といわないことです。

他人は他人です。他人と比較するのではなく過去

の自分と向き合い、過去の自分と比較する。過去

の自分と比べどれだけ成長したかが大切です。他

者との比較ではなく、過去のお子様と今のお子様

を比較して、どう成長したのかをしっかりと見て

あげてください。

　四つ目の「サポーターとしての役割」ですが、「ね

ぎらい、居心地、リラックス、あたたかな食事」

という意識とそして「相談役として見守る」こと

です。４年生になって、内定が決まっていないと

いう時は例えば年末年始であれば「就職決まった

のか？」の質問が嫌だったりして親戚に会いたく

ない、実家に帰りたくない、という学生がいます。

今まで何もしてなかったか訳では決してありませ

ん。今の就職活動の流れについていけなかった、

コツがわからなかったなど、１つのボタンの掛け

違いで結果が出ていないだけであって、努力して

いない訳ではないのでその気持ちを理解してそっ

と見守っていただきたいと思います。

　最後に若干の経済的サポートは是非視野に入れ

てお子さんのご支援をしていただければと思って

おります。

　私からの話は以上です。ご清聴、ありがとうご

ざいました。

お問い合わせ先　�

株式会社マイナビ

就職情報事業本部　企画広報統括本部

西日本統括部　関西ブロック

大阪キャリアサポート１課

所在地：

　〒530-0011 大阪市北区大深町4-20

　グランフロント大阪　タワー A　30Ｆ

TEL：06-4802-1311　FAX：06-4802-1384

Ｅメール：s-osaka-1＠mynavi.jp

※お問い合わせ内容が関東地方の企業情報や就

職活動についてのご質問も上記お問い合わせ

先へご連絡ください。

担当者から関東地方担当部署へ確認をした後、

ご対応させて頂きます。
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97.0％で、６年連続の上昇になっています。集計

を開始した平成元年３月卒以降、過去２番目の高

さとなります。過去最高は平成２年３月で97.5％

でした。就職内定率を希望地域別で見ていきます

と、県内希望者は97.0％で前年比で3.2ポイント

上昇しています。県外希望者も97.0％で0.2ポイ

ント上昇しています。県内の内定者は84名。内定

者のうち県内の占める割合、県内就職率は39.2％

で前年比0.4ポイント低下しています。好調な雇

用情勢の中、県内で働くことを決めた学生も多数

おられ、人口減少、企業の人手不足の観点から県

内に就職していただくことは大事なことだと県に

おいては考えております。一度、県外に出られた

方々へのＵターン、県内就職にさまざまな支援を

行っているところです。今日、お越しの方々のお

子様が就職する際、利用していただきたいお得な

制度もありますので、これからご説明する制度を

ぜひ覚えて帰っていただきたいと思います。

県内就職支援

　「Ｎなび」は県内就職支援として平成28年３月、

県が作った「就職ナビサイト」です。大手でいう

とマイナビ、リクナビとありますが、「Ｎなび」

においては現在、約1,700社の登録があり、県内

情報を調べるには最適なツールと思っております。

企業においても「Ｎなび」への登録料はかからな

いので手軽にご利用いただいています。主な機能

の紹介としては「希望条件」、こういう業種、地

域を希望されるものが一致する求人情報、企業情

報をメールでお知らせすることを行っています。

登録時に設定した希望条件に合致する企業情報が

毎週、定期的にメールで入ってくる。通常、検索

　長崎県雇用労働政策課の谷口です。「長崎県が

実施している就職支援」について、ご説明をさせ

ていただきます。

県内の就職情況

　県内の雇用情勢についてですが、財務局の発表

によりますと県内の景気は持ち直していまして、

景気は上昇傾向と思っております。景気の先行き

につきましても現在、雇用、所得環境の改善が続

いているといわれていますので、国で行われてい

ます施策の効果もあって、景気回復に向かうこと

があるかと思っております。このような経済状況

の中、雇用情勢についても改善しつつあるといわ

れていまして、平成28年度、1.14倍。全国におい

ては1.39倍。過去最高だったのが平成３年ですが、

これに続く高い数字になっています。県内企業に

おいての高い採用意欲が見られるということです。

　県内の求人倍率が高いのは、その他の保安職業、

建築・土木技術者等です。建設関係の業種におい

ての人手不足が顕著に見られます。一般事務職の

倍率は0.44倍。業種によりかなりの倍率の偏りが

あります。求人の一位は介護サービス、二位は商

品販売、そして一般事務職となっています。一般

事務職については求人も相当数ありますが、求職

者がさらに多いということでこういう倍率になっ

ている。ただ大卒の優秀な人材については不足感

が強い状況といわれ、長崎県内においても売り手

市場であることは間違いありません。今後、就職

等を検討される場合、ぜひ県内企業も視野に入れ

ていたいだき、ご検討いただきたいと思っており

ます。

　県内の大学生の就職状況ですが、県内内定率

長崎県が実施している就職支援について

谷口 俊範（長崎県産業労働部雇用労働政策課 参事）
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なって「戻ってきてよかった」と思っていただけ

ると思いますので、こういう資料をご活用いただ

ければと思います。

　合同企業面談会を開催しております。６月８日

に県立総合体育館で開いています。帰省にあわせ

て８月12日、14日に。12日は長崎で、14日は佐世

保で企業面談会を実施します。例年、この時期に

合わせて開催しますので関西から戻ってこられる

時期を選んで開催しています。合同企業面談会の

日程も「Ｎなび」に載せておりますので、ご覧い

ただきたいと思います。

　業界研究会もやっています。長崎しごと未来博

を10月に開いています。仕事や業界をイメージで

きないままに就活に入ってしまいますと「思った

ことと違う」ということで離職につながる可能性

がありますので。こういう取組は京都の大学でも

されると思いますが。３年生の就活が表立って始

まる時期の３月に合同企業説明会を行います。採

用情報が解禁になる時期に、就職活動のスケジュー

ルにあわせて開催しています。実際に企業の方々

と説明会で話をしていただくことによって企業の

雰囲気もわかりますし、思っていたものと違う、

そうだったと感じていただく。企業の方々とのメー

ルもあるかと思いますが、直接交流していただく

ことが大事だと思いますので、いろんな機会をご

活用いただきたいと思います。

様々な助成

　県内企業の業種は限られますが、こういうとこ

ろに入る際に奨学金をご利用の方に対して奨学金

返済を手助けする制度が去年から始まっています。

対象となる産業は、製造業、建設業、観光関連産

業、保険業、金融業となります。「卒業後、対象

産業の県内事業者に６年以上勤務」したものに対

して学生時代に貸与を受けた「奨学金の２分の１」

を援助するものになります。上限が150万円です。

対象は３年生で４年生は対象になりません。大学

院に進む場合も対象になります。詳細については、

ホームページで載せていますので、ご確認くださ

い。認定を受けていて仮に県内企業に就職しなく

しないとヒットするかどうかわかりませんが、自

分が希望する企業が登録されれば自動的に企業情

報が送られてきますので、その手間が省けるのと、

漏れがなくなることで、ぜひご登録いただきたい

と思います。「Ｎなび」についてはアプリも作成

しまして、ダウンロードして県内企業やイベント

情報をスマホに発信することにしております。学

生たちだけの登録ではなく、保護者の方にも登録

できるものですので、ご関心があればぜひ登録い

ただきたいと思います。学生に紹介したい求人情

報をメールでお知らせしますので、それをお子様

方にお知らせすることもしていただければと思い

ます。進路に悩む方にアドバイスする際にも県内

企業の情報はありがたいものだと思いますので、

ぜひご活用いただければと思います。

　公務員試験を受ける方もあるかと思います。「Ｎ

なび」では官公庁の採用情報についても掲載して

いますので、戻ってきて公務員を受けたい場合に

も登録いただければと思います。

　長崎県の暮らしやすさ等の情報を掲載している

「なっとくながさき」は県内就職応援誌です。今

回載せているのは「数字で見る長崎の暮らしやす

さランキング」、健康、医療、子育てのしやすさ、

安心・安全、それぞれの指標において長崎がどの

程度の位置を占めるのかを記載しています。通勤

時間、東京の例も載せています。また、長崎県と

福岡、東京との生涯収支を比較したものも載せて

います。お子様にいろいろな意味で長崎に住むの

は暮らしやすいことをご説明いただきたいと思い

ます。「刺激がない」という点では長崎は物足り

ないところもあるかもしれませんが、30、40代に
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ます。専門のカウンセラーが１対１で対応して、

就活に関する悩みや相談に乗っています。適職診

断は好きなことや、得意分野の仕事があるかを診

断する。好きなことと、できることは違う部分も

ありますので、適職診断を受けていただくことで

就活への早道になるかと思います。各種のセミナー、

イベントも開催していますのでご活用ください。

いきなり就活を３年生から始めてしまうと極端な

壁を乗り越える感じになってくると思いますので、

そうならないためにも早めに就職に向けた意識付

け、環境を整える、本人の気持ちもそうですが、

周りの友だちの環境も整えていただき、長崎県内

の就職も頭の片隅に入れていただければと思いま

す。私の方からは以上です。ありがとうございま

した。

お問い合わせ先　�

　長崎県産業労働部雇用労働政策課

　　電話　095-895-2711（直通）

　　 Fax　095-895-2582

　　ＨＰ①長崎県のトップページ

　　　　　http://www.pref.nagasaki.jp/

　　　　②雇用労働政策課のページ

　　　　　http://www.pref.nagasaki.jp/section/koyo/

　　　　③ながさき県内就職応援サイト

　　　　　「Ｎなび」

　　　　　http://n-navi.pref.nagasaki.jp/

てもペナルティはありませんので、奨学金を利用

されている方はお申し込みをされたらどうかと思

います。担当は雇用労働政策課ではなく、産業政

策課がとりまとめを行っています。

　３年生から行われているインターンシップにつ

いて、旅費の助成を行うものがあります。九州、

山口の各県共同で実施していますが、旅費の助成

をしておりまして帰省に合わせてのインターンシッ

プとなっております。関西圏から二次募集も対象

になる見込みということで、専用サイトをチェッ

クしていただきたいと思います。

　「LO 活」ですが、国の方が積極的に実施してい

るもので国も人材があまりに東京に集中するのは

どうかということで地方に人材が戻ってくること

に力を入れているということです。「ローカルの

就活」の造語で大学での企業セミナー開催、東京、

大阪でカウンセリングを受けることもできます。

各県との支援の連携もできていますので、東京、

大阪での相談窓口としてご利用いただいてもいい

かと思っています。

フレッシュワーク長崎

　「県内における就職の窓口」としてフレッシュ

ワーク長崎を平成16年に設置しています。長崎市

内は長崎西洋館にあり、フレッシュワーク佐世保、

大村と五島にもあります。大村と五島は曜日が限

られています。長崎県が設置した若者の就職支援

の窓口で、カウンセリング、適職診断を行ってい
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に来られる時に店舗で優遇していただける制度が

あります。このカードもぜひ会員登録をお願いし

たいと思います。

　７月３日、「鳥取県立ハローワーク」が立ち上

がりました。国のハローワークは以前からあるの

ですが、お住まいの方とも一貫して我々の仕事も

含めてご支援できるようにということで鳥取県と

して立ち上げたハローワークです。独自の支援制

度ができましたというご案内です。「鳥取ワーキ

ングホリデー」という資料ですが、「鳥取ワーホリ」

と書いてありますが、期間が少々長いのですが、

アルバイト感覚で鳥取の企業に入っていただいて

近くの民家と交流していただきながら、仕事をし

ながら鳥取の良さを感じていただく事業です。ま

た鳥取県の支援制度がいろいろ載っておりますの

で、こちらも見ておいていただければと思います。

鳥取県が企画して支援をしていくために先輩方の

意見、企業のお話を掲載しております。こちらも

参考にしていただければと思います。

　先ほども先生のお話にもありましたインターン

シップの事業を鳥取県も行っております。今、応

募いただいて各企業で経験を積んでいただきます。

３年生の方も参考にしていただき、応募いただけ

ればと思っております。それに関する交通費や助

成費もありますと、チラシをお付けしています。

こちらも後で見ていただければと思います。

鳥取・就職支援のすすめ

　それでは「鳥取・就職支援のすすめ」というこ

とで説明させていただければと思います。

　私ども「ふるさと鳥取県定住機構」といたしま

しては IJUターン就職を支援しています。「IJUター

　「ふるさと鳥取県定住機構」から参りました田

中と申します。就職支援をさせていただいており

ます。

　お手元の資料「ふるさと鳥取県定住機構」です

が、８月18日から「就職フェア」がございます。

私たちがどのように支援をさせていただいている

かという冊子が入っております。それ以外に「就

活ナビ」を４月から開始しておりましてホームペー

ジで学生の方をメインにいろいろ支援させていた

だいております。ぜひご登録していただき、「い

ろいろな支援が受けられるよ」とお伝えいただけ

ればと思っております。また、鳥取県では職種が

ある程度、限られていますが、奨学金返還制度を

ご用意しておりますので内容を確認いただいてご

利用いただければと思います。「鳥取企業ガイド」

ではどういった企業があるかをホームページで公

開しております。「地方暮らしの人生収支」は都

会で就職して生活される場合と、またＵターンし

て鳥取に帰ってこられて就職していただく場合と、

どれだけの収支で違いがあるかをわかりやすく説

明している資料です。県内県外のイベント案内で

は特に３年生の方に関しては来年に向けて就職準

備をしていただくためのイベントを開催しており

ます。４年生の方も、まだ就職が決まっていない

ようでしたら県内就職フェア、県外のイベントな

どにご参加いただき、ご支援させていただくこと

をやっております。裏面に就活に関するいろんな

ツールが載っております。こちらも活用いただき

ながら就活支援をさせていただいております。昨

年から取り組んでいますが、「鳥取移住応援メンバー

ズカード」を発行しておりまして県外におられる

方が鳥取に来られた時、県外にお住いの方が鳥取

鳥取・就職支援のすすめ

田中 和彦（（公財）ふるさと鳥取県定住機構）
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書いてありますが、若干、大手、都会の企業と比

べると減るところはあるのですが、その代わり支

出も減るということで結果的に貯蓄がほとんど変

わりませんよ。鳥取で暮らしていただくとプラス

ではないかなとご紹介させていただいております。

　どのような支援があるのか。「鳥取県の未来人

材育成奨学金制度」というのがあり、こちらは職

種が限られてはいるのですが、奨学金が助成され

ることになっております。ご確認いただいて、ぜ

ひご利用いただければと思います。

　「鳥取就活ナビ」についてですが、こういう就

活カードをお入れしているのですが、常に学生に

携帯していただいて就活に関する相談等にいつで

も我々が対応できるように連絡先を載せておりま

すので、こちらもお渡ししたいと思っております。

「新卒向けの求人情報」。先ほどのカードも一緒

ですけども、鳥取県の企業からいただいているも

のを掲載していますので、そちらの方も見ていた

だければと思っております。

　鳥取県にどのような企業があるか。県内のご父

母もご存知ないところもございまして、私どもの

ホームページで「鳥取県企業ナビ」を学生向けに

発行しております。少々分厚いものですが。学生

の方はケータイで私どものネットから企業を検索

いただき、いろいろ調べていただいていることと

思います。あとは私どものマガジンも作成してお

ります。「とりぶ」というものなのですが、月１

回発行させていただき、県内企業を紹介させてい

ただいています。ホームページから検索いただい

て、毎月１社掲載させていただいておりますので

参考にしていただければと思います。Ｕターンさ

れた方を対象に「ターン」という情報誌を作成し

ンって何か」とよく聞かれるんですが、もともと

東京、大阪にお住まいの方が鳥取に来てお仕事し

たいという方を「Ｉターン」と呼んでおります。

Ｊターンは、東京、大阪の方が、元々出身が九州

とか島根とか広島の方が途中の鳥取に寄って「あ、

鳥取はいいところだから、ここで生活してみたい」

と地元に帰る前に鳥取で生活される方のご支援を

しております。「Ｕターン」は、みなさんのお子

様方に鳥取に帰ってきていただき、ご出身の方を

対象に支援させていただいているということでご

ざいます。

　「鳥取県の雇用環境」についてですが、鳥取県

内の大学卒業の内定率は非常に高くなっておりま

す。「新卒採用枠」、県内企業の枠も着実に増えて

おりますので企業の相談等を我々で伺いたいと思っ

ております。就活のスケジュール、各大学によっ

ていろいろ違うところはあるんですが、３月１日

がほぼ開始、就活の解禁ですね。６月１日が選考

開始と求人公開ということで昨年度と今年度、学

生の方にはちょっと可哀想な時期でタイミングが

コロコロと変わった時期もあるんですが、今、やっ

と、この時期に落ち着いているという状況でござ

います。

　よく「新卒Ｕターン就活のメリット」をご父母

の方に聞かれるのですが、「労働条件」、都会との

賃金差がそんなにないですよとご説明させていた

だいているということと「雇用形態」、新卒で入

る場合、学生の正社員採用がありますよというこ

とでお話をさせていただいております。「労働環境」

についても企業の受け入れ態勢が非常に整ってお

りますよと、この３つが県外で就職される場合と、

さほど差がございませんというところを確認させ

ていただいているところです。

　「人生収支」は先ほどの資料で平均30歳の方を

対象につくらせていただいたものです。一旦就職

された方が対象になっているところもあって若干、

金額的に新卒の方の金額とは違いがあるのですが、

鳥取も新卒採用の企業と県外で就職された場合の

賃金差は、さほどございませんとご説明させてい

ただいております。「実はお得な鳥取暮らし」と
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いているのですが、ご家族にしてほしいこととし

ては、やはり一番多いのはお金の支援です。就活

にかかる費用、今は多くの企業にエントリーする

ことは少なくなってきているのですが、それでも

就職イベントに参加するには交通費等の負担がか

かるということです。

　また「ふるさと鳥取県定住機構」では SNS を活

用し、いろんな情報を提供させていただいていま

す。LINE と facebook でイベント案内や会場の状況

をタイムリーに流していますので、ご登録いただ

ければと思います。

　相談窓口をなかなかご存知いただけていないと

いうことがあるのですが、鳥取フコク生命駅前ビ

ル１階に本社があります。倉吉に駐在員が１名、

米子駅前のイオンの中に１名おります。大阪梅田

駅前第三ビルに相談員が２名、鳥取県東京本部に

相談員が１名、駐在しております。そちらの方も

ご利用いただければと思います。

　以上、私ども鳥取県の就職支援に関するご説明

をさせていただきました。どうもありがとうござ

いました。

お問い合わせ先　�

　公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構

　就職・定住推進室

　室長　田中和彦

　〒680-0846

　　鳥取市扇町７　鳥取フコク生命ビル１階

　TEL 0857-24-4740　FAX 0857-24-4736

　E-mail：k-tanaka＠furusato-tori.org

　URL：http://furusato.tori-info.co.jp/

ております。県外から鳥取の企業に就職された方、

大体20代の方を対象に県外で働いていた方と、ど

ういう違いがあったか、県内に帰ってこられて親

元で暮らされるようになってどのようなメリット

があるのか、などを皆さんに紹介していただいて

いるというものです。

鳥取県のイベント

　先ほど紹介したインターンシップですが、鳥取

就活応援交流会を各大学で開かせていただいてい

ます。毎年、同志社大学様には「Ｕターン就職相

談会」を開催いただいています。毎年12月、今出

川キャンパスと京田辺キャンパスで開催させてい

ただいています。我々、相談員が出向いて対応さ

せていただいています。今年は12月４日（月）と

５日（火）で開催が決まっているようです。この

案内をいただく前に今年の４年生の女性の方から

「県内企業に内定した」と連絡が入ったのですが、

金融機関に採用されたということで連絡が入って

おりました。

　鳥取県で参加しておきたいイベントをご紹介し

ます。３年生以下の方が対象ですが、「鳥取企業

の紹介フェア」が12月末に開催されます。今年も

27日に開催される予定です。「鳥取市企業ガイダ

ンス」と、島根県と合同で３月くらいに３年生を

対象に就職相談会のイベントを開催させていただ

きます。西部の方ですと仕事していただくのに米

子、松江が通勤圏内ということで島根県と交流さ

せていただきながら就職イベントを開催させてい

ただくということでございます。

　４年生の方には毎年６月に「IJUターン BIG 相談

会」を開催させていただいています。東京と大阪

で、同志社大学の学生さんには大阪まで出ていた

だかないといけないですが、毎年、２都市で開催

させていただいています。

　「鳥取県内の就職フェア」が５月、８月と２月

の３回で開催しており、会場が鳥取・倉吉・米子

の３会場で開催させていただいています。

　「Ｕターン就職のサポート」については、イベ

ントごとにアンケートをとって確認させていただ
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いう意味を込めて「株式会社らくたび」としました。

12年前、31歳で起業して、現在は京都の歴史や社寺

史跡の魅力を広くお届けすることを専門として、講

演によって全国で京都の歴史や社寺史跡の魅力をお

伝えしたり、旅行企画を行ってガイドや講師が観光

客の皆さんを率いて京都の社寺史跡を巡っています。

さらに、本屋さんに行っていただくと「らくたび文

庫」という本が並んでいますが、このような書籍を

作成して京都の魅力を発信しています。らくたび文

庫シリーズの中には「祇園祭」の本もありまして、

今日は、この講演を聞かずとも、この本をお買い求

めいただければ祇園祭のことはバッチリ！ですので、

よかったら本屋さんで買っていただいて、宵山や山

鉾巡行などを楽しんでいただけましたら、と思いま

す。

　さて、今、法被を着ていますが、ここに「郭巨山

（かっきょやま）」と書いています。現在、四条烏

を中心とした京都の町なかには絢爛豪華な山鉾が立

ち並び、23基（種類）の山鉾を見ることができます。

１週間後、残り10基が組み立てられて、合計33基の

　改めましてみなさん、こんにちは。先ほどの先生

のお話をお聞きしてドキドキが止まらないのは何で

でしょうね…。学生時代を思い出して、あまり成績

がいい方ではなかったので、先生から反省を促され

ているのではないかという思いで聞いていました。

私は、大学は立命館大学でしたが、理工学部機械工

学科で、理系の学部に通っていました。理系であり

ながら、せっかく京都の大学に通うことになったの

で京都でしかできないアルバイトをしようと思い、

大学生が修学旅行をガイド案内する「京都学生ガイ

ドクラブ」に入ったのが、京都の歴史や社寺史跡と

の初めての出会いとなりました。

　現在、「らくたび」という会社を経営していますが、

「らくたび」という会社名を聞いていただくと、「楽

な旅をするんですか？」といわれることが多いんで

すが、昔から京都は「洛」という文字を使って「都」

や「京都」を表していました。例えば、京都の町中

を「洛中」、郊外を「洛外」と呼び、京の都に行く

ことを「上洛」というように、「洛」という文字を使っ

て「都」を表していましたので、「洛を旅よう」と

京の夏祭・祇園祭について
株式会社らくたび 代表取締役／京都学講師　若村 亮講演

京
の
夏
祭
・

祇
園
祭
に
つ
い
て
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基の山鉾の中で唯一、金運が上ります。皆さん、ど

の粽を買ったらいいか、これでおわかりですね。今

日は長刀鉾はスルー、函谷鉾もスルー、月鉾もスルー

して、いよいよ郭巨山が見えてきますから、郭巨山

で粽を買い求めてください。郭巨山の粽を見ると、

小判がついていて金運が上ります。ご利益がある粽

が今日からいよいよ本格的にみなさんに授与されま

す。長刀鉾や函谷鉾は1,000円くらい粽の値段がす

るんですが、うちの郭巨山は大変リーズナブルで

700円です。ということは、買った時点で300円の金

運が上っていますからね。ぜひ、郭巨山でお買い求

めいただけたらと思います。

　そんなことで、祇園祭という祭りが、いよいよハ

イライトを迎えています。ただ、祭り自体は７月１

日から31日まで１カ月かけて行われているのです。

その祭りの中で、今がちょうどハイライト、明日が

宵山の最終日、月曜日に山鉾巡行という絢爛豪華な

山鉾が動きますので、そのあたりの見どころも今日

はたっぷりとお伝えしたいと思います。

　まずは祇園祭の歴史からご案内したいと思います。

今から1100年以上前の貞観11年（869）に全国的に

疫病が流行り、この疫病退散のために始められた祭

りで、当時は病いが流行った年のみ行われていまし

たが、天禄元年（970）からは毎年行って疫病が起

こらないように願ってきたという歴史があります。

皆さんにとって病気というと冬の方がかかりやすい

季節という感覚があると思います。例えば、インフ

ルエンザや風邪をひきやすいのも、体調を崩しやす

いのも、冬という印象がありますが、昔は夏が一番

怖い季節だったのです。なぜかというと、今のよう

に冷蔵庫がある時代ではありませんので食べ物が腐

りやすく、食が細くなって体力落ちている時に腐っ

た悪い食べ物を食べてあたり、体力を削られて死を

迎える機会が一番多かったんですね。夏という一番

怖い季節に病いが流行ると人がバタバタと倒れるわ

けで、祇園祭は疫病退散を願って始められたという

祭りなんです。室町時代になると、京都の町衆は商

工業で大きな力を得ることになり、その町衆の手に

山鉾が登場するのが「祇園祭」なのです。現在の23

基のうちのひとつを「郭巨山」といいまして、宵山

の町なかに行っていただきますと、長刀鉾、函谷鉾、

月鉾など大きな鉾が並ぶ中で、四条通の西に郭巨山

が立っています。この後、四条烏丸界隈に行かれる

方は、大きな鉾を見ながらぜひ、郭巨山まで来てい

ただくと、私も夕方19時から21時頃までこの法被を

着て粽を皆さんに授与しています。

　祇園祭は「疫病退散」といいまして、今から1150

年以上前、京の都で流行った疫病（悪い流行り病い）

を退散させるために、八坂神社の神様・素戔嗚尊（す

さのおのみこと）に疫病退散を願って始まった祭り

です。その祭りの中で、粽という疫病退散のお守り

がみなさんに授与されるんです。授与される粽を玄

関に飾っておくと、外から入ってくる悪い疫病など

が跳ね返される、つまり家の中に病いが入らないと

いうわけです。その粽の授与が、今日から本格的に

始まります。多くの人びとが有名な長刀鉾で粽を買っ

たりするんですが、今年はみなさん、郭巨山だけを

覚えてもらえばいいと思います。どの山鉾で粽を買っ

ても疫病退散のご利益は同じですが、郭巨山は中国

の郭巨という人物にまつわる物語が由来となってい

て、郭巨はあまりにお金がなくてお母さんが養えな

い。しかし、山に行って土を掘ったら、なんと黄金

の釜が見つかり、その黄金の釜によってお母さんに

親孝行できたという物語があるのです。この物語に

由来して、郭巨山は黄金の釜が見つかったというこ

とから金運が上るというご利益があるのですよ。33
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刀は光り輝いて鋭いことから神様が集まりやすい条

件が２つも揃っているのです。刀というのは御神体

といって神様が宿りやすいものになりますが、鋭く

て光輝くものは神様が集まりやすいのです。鏡がよ

く神社にあるのも神様の依り代として御神体になり

やすいのです。

　さらに三つ目は、神様は賑やかなところが好きな

んです。陰気な静かなところって、神様は嫌いなん

です。太鼓を叩いて、鐘を鳴らして踊り、お酒を飲

むんですね。賑やかなところに神様って集まります。

鋭く、光り輝き、賑やかである、この条件が揃えば

依り代となって神様がフワーッと集まってくるんで

す。

　資料に長刀鉾のイラストが入っていますが、一番

てっぺん、まっすぐ天に木が立っていて、そのてっ

ぺんに「鉾頭（ほこがしら）」と呼ばれる金属の「鉾」

がついています。長刀鉾なら長刀がついています。

鋭く、光り輝いていますから神様が集まりやすく、

下にお囃子を奏でる人が乗っていますから、神様が

集まる３条件がすべて揃い、ここにフワーッと疫神

が吸い寄せられます。17日、いよいよ山鉾がぐるり

と巡行しますが、京都の町を浄め祓い、夕方に八坂

神社の神様・素戔嗚尊が神輿に乗って八坂神社を出

てくる「神幸祭」が行われます。この神幸祭を行う

ために、その日の午前中に町を浄めるのが山鉾巡行

ということで、八坂神社の祭りとしては、この神幸

祭という、神輿が出ていくのが本当の祇園祭なんで

す。その前の浄めとして町衆たちが手掛けてきたの

よって祇園祭が運営されるようになると、現在のよ

うな絢爛豪華な山鉾が祭りに登場し始めます。

　「山」と「鉾」について解説すると、現在、祇園

祭は33基の山鉾が都大路を巡行しますが、なぜ「山」

や「鉾」があるかというと、そもそも八坂神社の神

様は疫病を司り、神様が怒りに満ちれば病いが流行

り、逆に祭りを行って神様が喜ぶと怒りがおさまり、

病いも鎮まると考えられているのです。そういう病

いを司る神様である素戔嗚尊（すさのおのみこと）

を祀る神社が八坂神社といいます。神様に祭りを行

うことによって怒りを鎮め、病いを鎮めるわけなの

です。なぜ病いが流行るかというと、悪い病いをも

たらす疫神が天からフワーッと降り注いでくると昔

は考えたんですね。そういう神様に取り憑かれると

人はバタバタと倒れるわけで、町の中のいたるとこ

ろに疫神がいると考えたんです。そこで、その疫神

を祓えば病いにかかる人がいなくなるということで、

疫病を祓うために「山」や「鉾」が登場してくるの

です。

　また、なぜ「山」や「鉾」に疫神が集まってくる

かというと、依り代という神様が現れた時に宿る条

件がそろっていて、山や鉾に神様が集まりやすいの

です。神様はいたるところにいて、山の神様、川の

神様、石の神様、木の神様、いろいろいるのですが、

ある条件が揃うとそこに神様が集まって宿るわけで

す。どんな条件のところに神様が集まるか、という

と、ひとつに、神様は鋭いところが好きなんです。

だから、シャーペンとかボー

ルペンの先端って、神様がフ

ワーッと寄ってくる可能性も

あります。門松も正月に針の

ような松の葉を飾ったり、竹

も斜めに切って鋭い先端を作

り出し、ここに神様が寄せら

れて家の中に入りますから、

歳神さまを迎える目印になる

のです。

　二つ目に、神様は光輝くも

のが好きなのです。例えば、
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が山鉾巡行なのです。

　17日に出てこられ、そこから７日間、神様は街中

に滞在し、神社に帰らないのです。滞在する場所が

高島屋百貨店のすぐ西側にあります「御旅所」で、

そこに神輿を置いて１週間、神様が滞在されます。

神社に戻るのが１週間後の24日になります。神様が

八坂神社に戻る24日にも、もう一度、町を浄めない

といけませんから、残りの10基が24日に巡行して、「還

幸祭」が行われるのです。全部で33基、山鉾があり

ますが、23基が前祭という17日に巡行し、１週間後、

残りの10基が後祭という24日に巡行します。

　かつて応仁の乱で33年間、祭りが中断したり、ま

た明治以降、近代化する中で前祭と後祭が統一して

一度に巡行していたんですが、３年前の平成26年か

らは再び24日の後祭巡行が復活して現在、昔と同じ

ように17日に23基、24日に10基が巡行して全部で33

基が華やかに京の都を巡行することになっています。

　１カ月かけて行われる祭りで、１日からいろいろ

な儀式が行われています。私も裃を着て毎年巡行し

ているのですが、２年前、台風が直撃しまして、17

日の巡行はやるかどうかを山鉾連合会が判断して各

山鉾町に連絡があって、我々にも連絡がくる予定だっ

たのです。やるか、やらないか、もう台風直撃です

ので大雨でしたし、「もしかしたら、これはやらな

いんじゃないかな」と思いながら朝５時くらいに起

きて連絡を待っていましたが、町内の連絡が来るよ

りも先に NHK ニュースで「祇園祭決行」と報道さ

れて「やるねんや！この雨の中でもやるねんや！」

と思って急いで準備をして、朝６時に御山に集合し

て、飾りをして裃を着て巡行しました。昔からは祇
園祭は自然災害で中止になったことはなく、祭り事

はちょっとの雨だったら結構やりますよ、「少雨決行」

で。でも、祇園祭は「少雨決行、大雨強行」なんで

す、どっちみちやるんですね。そんな歴史があるの

が祇園祭なのです。

―　スライド映写　―

　千年の祭り、祇園祭。祭りとしては八坂神社の祭

礼となりまして、素戔嗚尊に疫病退散を願う祭りと

なっています。かつては仏教由来の牛頭天王と呼ば

れ、海の向こう、インドで生まれた存在で祇園精舎

に祀られていたという神様です。祇園精舎といえば

平家物語の冒頭に「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の

響きあり」と出てきます。祇園精舎というのはお釈

迦さまが説法したという寺院の名前であり、仏教に

由来します。牛頭天王が怒りに満ちれば病いが流行

り、怒りがおさまれば病いが鎮まるという性格をもっ

ていたのです。これがインドから中国、朝鮮を経て

海を越えて日本に伝来してきます。仏教由来の牛頭

天王と、日本古来の神道の素戔嗚尊が、どちらも怒

りに満ちれば病いが流行り、怒りがおさまれば病い

が鎮るという、同じ性格を持っていたので、神仏が

習合してひとつの存在（神様）になっていくのです。

ある時は仏教形式に「牛頭天王」と呼び、ある時は

神道形式で「素戔嗚尊」と呼んで同じ存在になって

いき、そこから牛頭天王を祀る神社であることから、

長く「祇園社」と呼ばれてきたのが「八坂神社」で

す。祇園社の祭りだから「祇園祭」といわれ、祇園

社の門前町なので芸舞妓さんの町を「祇園」という

んですが、「祇園」という名前自体が仏教に由来が

ありますので明治以降、神仏分離の中で仏教ゆかり

の名前はあまりよろしくないとしまして「祇園」と

いう名前をやめて、あたり一帯東山の麓で坂が多い

場所で「八坂」という地名でしたので「八坂神社」

と名前を改めてしまったんです。八坂神社は、ここ
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150年だけの名前で、千年来、祇園社と呼ばれてき

た神社なのです。

　こうして平安京の都に病いが流行った時に八坂神

社の神様に疫病退散を願ってきたというわけです。

最初は神泉苑に病いをもたらす疫神を集めて浄め祓

い、疫病退散を願ったのが祇園祭の発祥だといわれ

ています。

　その時に疫神を集めたのが「剣鉾」といいまして、

鋭い先端を持ち、光輝く金属で作られ、鈴の音が鳴

るもので疫神を集めて水で浄め祓い、疫病退散を願っ

たということです。現在、京都でも他の神社の祭り

でこういう剣鉾が巡行します。この巡行によって道

を浄め祓い、後から神様の神輿がやってくるという

ことなのですね。それが大きくなると下に車がつい

て、お囃子を奏でる人が乗るなど、大きな山鉾に変

わっていくということなのですね。今も絢爛豪華な

「動く美術館」と呼ばれる華やかな巡行が行われて

いるのが祇園祭です。室町時代の「洛中洛外図屏風」

などを見ましても、今と変わらない状態で500年前

に大きな長刀鉾が巡行している絵が残っています。

明治の頃になると写真が残っていて、細い道を巡行

している様子がわかります。ちなみにこれは現在、

巡行していない松原通という道で、四条通と五条通

のちょうど間、松原通を東から西へ巡行しています。

松原通は八坂神社の氏子圏と伏見稲荷大社の氏子圏

のちょうど境目です。道の北側は自分たちの祭りで

すから町屋の上に鉾見台があって上から山鉾を見た

り、窓を開けて赤い毛氈を垂らして乗り出すように

祭りを見ているんですが、道の南側の人は伏見稲荷

大社の氏子ですからね、祇園祭は関係ありませんか

ら、祭りを見ていないのです。

　しだいに近代化して電線が張られると、高さが20

ｍを超える鉾なんかは電線が邪魔になって通れなく

なります。あらかじめ電力会社の職員が電柱に登っ

て山鉾が接近すると電線を切り、一旦、辺り一帯が

停電する中を巡行していたんです。そして巡行が終

わったらすぐ復旧作業をしていました。

　祇園祭は１カ月にわたる祭です。７月１日、吉符

入りから始まります。今年の祇園祭の無事を願って

山鉾町内にて祭りの安全を祈願する神事を執り行い

ます。八坂神社から神職の方が来られて各町内では

神棚の飾りをして祭りの無事を祈願します。長刀鉾

では神様の使いとなるお稚児さんが八坂神社を詣で

ます。「お千度」という神事で、長刀鉾の役員総出

で八坂神社を参拝し、本殿の周りを廻って参拝しま

す。３度も多くの人で参拝しますので、千度お参り

したご利益があるということで「お千度」という名

前がついた神事なんです。次に７月２日、これ私の

姿ですが、ちょうど３年前の「くじ取り式」で、17

日や24日の山鉾巡行の順番を決めるくじを取る日の

写真です。各山鉾の代表者が黒紋付きに身を通して

京都市役所に集合します。市役所の議会場に各山鉾

の代表者が全員集まります。長刀鉾が先頭というの

は決まっているのです。これはお稚児さんが乗って

注連縄を切ったり、いろんな役目がありますから巡

行の順番で一番最初は長刀鉾が必ず行くのですね。

２番目はくじ取り式で決めているのです。前の方が

花形で、昔、くじ取り式がなかった頃は前を争って

喧嘩が絶えなかったので、西暦1500年、京都の町中

に六角堂という寺院があります。六角堂で公平にく

じを引いて巡行の順を決め始めたのです。それが「く

じ取り式」といい、長刀鉾の次、一番くじ「山一番」

をどこが引くか、というのが毎年大きな話題になり

ます。５年前と４年前は、なんと私たちの郭巨山が

山一番で、長刀鉾の次を２年連続で巡行させていた

だきました。すごい確率ですが、いよいよ３年連続

「山一番」になるかという大きな話題を背負って、
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私がくじ取り式に行きましてね、なんと一番最後の

くじを引いたんですよ。もう町内には帰れないと思

いました。こういう形で７月２日に「くじ取り式」

をやりまして、17日や24日の山鉾巡行の順番が決ま

るのです。７月５日にはお稚児さんがみなさんに披

露されます。長刀鉾の町家の二階が開いて、お稚児

さんが舞いを披露して今年の祭りの無事を祈願しま

す。各町内ではお囃子のおけいこが始まり、コンチ

キチンの祇園囃子が鳴り響きます。

　さあ、いよいよ山鉾の組み立てです。前の年に巡

行が終わると、すぐに解体されていますが、なぜか

といいますと、山鉾に疫神が集まっていますから、

それをそのまま蔵に入れると再び町の中に悪い疫神

が巣食っていき、病いが入りますから、解体するこ

とによってすべての疫病を祓います。17日、山鉾巡

行が終わって午後になると一斉に解体が始まって、

夕方にはもう跡形もない山も多いです。10日から山

鉾建てが始まり、伝統の縄がらみという、金属など

を使わずに縄だけで組み上げていきます。緩やかに

ギシ、ギシときしみながら巡行していく山鉾が組み

立てられます。真木という、天にそびえる木を、胴

体を横倒しにして地面と水平に入れて、そこから起

こし、車輪を最後に取り付けて完成します。

　一方、八坂神社では神輿の準備が始まります。神

輿が３基あるのは神様が３柱であることに由来し、

それぞれ素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱御子神の神輿

となります。３基の神輿が登場して７月10日、大き

な松明を先導に八坂神社から四条大橋の上まで神輿

を迎えて、鴨川から汲んだ水を用いて神職の方が榊

を水につけてパサッと神輿にかけることによって神

輿を浄めていきます。ちなみに、この時の水しぶき

にかかると１年間、無病息災になるといい、みなさ

ん「かけて！かけて！」って通りがかりで水をかぶっ

ていく方もいらっしゃいます。そして、12日から「曳

初め（ひきぞめ）」というのが始まり、山鉾を試し

引きをするわけです。17日の山鉾巡行は専属の人し

か綱を引くことはできませんが、12日、13日に行わ

れる曳初めは老若男女、誰でも綱を引くことができ

るんです。昔から、曳初めの時に綱を持って引くと

１年間、無病息災になるといわれ、多くの方が集っ

て賑わう行事になります。地元の小学校や幼稚園だ

と、曳初めで綱を引くのが年中行事になっていて、

幼稚園だと先生と一緒に「よいしょ、よいしょ」っ

て引いています。

　現在、ちょうど宵山が始まっていて、鉾の中には

上に登れるものも出てきています。「鉾搭乗」とい

います。さらに13日にはお稚児さんが八坂神社にお

参りする「稚児社参」が午前中に行われます。他の

大きな鉾にも稚児がいますが、ほとんど人形になっ

ています（稚児人形）。生きた子どもが山鉾に乗る「生

き稚児」は、先頭を行く長刀鉾のみになっています。

八坂神社に参拝して神様になり、正五位少将の位を

もらい、大名でいうと十万石くらいの家格をもらい、

神様となります。参拝が終わって社殿から出てきた

時には神様になっていますから、もう穢れた地面を

踏めませんので「強力（ごうりき）さん」という専

属の方が肩に担いで神様が移動されるということに

なります。往復も白馬に乗って地面に足をつけるこ

となく移動するということです。毎年、誰がお稚児

さんをされるかというのがニュースになりますが、

本人よりもお父さん、お母さんがどんな仕事してい

るかというのが話題となり、大体いいところの家柄

が多くなっています。このお稚児さんが神様になっ

た後は、お母さんは我が子とはいえ触ることができ

ませんので、お父さんが基本的には身の回りのお世

話をして、食事も男性の方がつくった食事を食べる

ことになるそうです。子どもにしたら窮屈な数日間

になると思いますけが、神様として扱われます。
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　そして、14日から16日の宵山になると夜、駒形提

灯が灯り、夕方の６時から11時頃まで歩行者天国に

なります。一晩で40万人くらいの人出になります。

すごい賑わいです。多分、今日、明日は暦も良くて

土曜、日曜が重なりますので、信じられない人出に

なると思います。「粽、どうどすかぁ」という女の

子の掛け声も聞こえてきます。各会所では「懸装品」

というお飾りを飾って、皆さんに見ていただきます。

巡行の当日は、これが山鉾に飾られて巡行に出発し

ます。各家では家宝の屏風なども飾ることから、宵

山は別名「屏風祭」ともいわれています。

　いよいよ17日、山鉾巡行です。前祭を担当するの

は23基の山鉾で、先頭の長刀鉾では、お稚児さんが

強力さんに担がれて鉾に乗って、四条麩屋町に張ら

れた注連縄、これを朝９時半くらいに切ります。注

連縄から東側が八坂神社の方角で、神様の領域にな

りますので、神様の領域に入るという合図の注連縄

を切ることができるのは神様の使いであるお稚児さ

んということで、注連縄を切るという大役を果たし

ます。一度で切れるかどうか、固唾をのんで見守る

ところです。四条麩屋町の交差点で行われるのです

が、ここで注連縄切りを見ようと思ったら、朝６時

くらいから陣取らないと良い場所が取れないくらい、

すごい激戦です。「辻回し」では竹を敷いて水を撒

いて大きな車輪を竹の上で滑らせて方向転換をして

いきます。朝９時から始まって午後１時くらいには

終わります。ちなみに、こちらが郭巨山で、当日朝

６時くらいに集合して、お飾りを全部飾り付けます。

その後、各家に帰って裃に着替えをして巡行スター

トになってきます。次々と山鉾が四条通に出てきて、

意外と巡行が始まる前の四条通も賑わっています。

　本当の祭りとしては、いよいよ午後に神輿が出て

きます。神幸祭です。こちらが、神様が１週間、滞

在する「御旅所」で、左の方に高島屋百貨店があり、

四条通に面したところに神輿が７日間、奉安（滞在）

されます。多くの方が御旅所に参拝します。そして

24日、神様が帰る日の午前中、京都の町を再び浄め

祓うために、今度は巡行ルートが逆で、烏丸御池か

ら河原町通を南へ下がって四条通へと巡行します。

４年前までは17日と24日の山鉾巡行は、17日に同時

に行っていたのですが、それがふたつに分かれて昔

ながらの姿を３年前に取り戻したということになり

ます。

　鯉山が、今年の後祭の山一番です。立身出世のご

利益があるという、鯉が御神体として御山に飾られ

て24日に巡行します。とくに後祭、24日の巡行の中

で、最も花形が最後を巡行する「大船鉾」といい大

きな船の形をした鉾で、これが幕末に燃えて150年
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間お休みしていたのですが、３年前の平成26年、後

祭の復興とともに大船鉾が復興して後祭の大きな話

題になっています。24日は、大船鉾を中心に見てい

ただくといいと思います。同じ日に「花傘巡行」と

いう祭りも行われ、花傘が京都の街中を巡行し、夜

にいよいよ神様が八坂神社に戻っていく還幸祭が行

われます。そして７月の最後、「夏越祓」という茅

の輪をくぐって疫病退散を願う神事を行いまして１

カ月に渡る祇園祭が終わっていくということになり

ます。

　これが「粽」といいます。本当は茅（ちがや）と

いうイネ科の植物を輪に編んだもので、「茅の輪」

といい、６月30日の夏越祓において神社にてくぐり

ますが、この茅を輪にしたことから「茅の輪」、ま

たは茅を巻いたもので「茅巻き」といい、これが疫

病退散の「粽」です。観光客の人で買い求めた後に

中を開けてみる人がいま

すが、中には食べ物は

入っていません。あくま

でも疫病退散のお守りの

粽であり、食べ物の粽で

はないのです。これを玄

関に飾っておくと疫病退

散になるのです。郭巨山

は金運が上りますから、

小判付きの粽を700円で授与しています。ぜひ、今

年の粽は郭巨山で買い求めてください。いよいよ祇
園祭はハイライトを迎えます。この後はすぐに四条

烏丸界隈に行って、19時以降は郭巨山に来ていただ

いて粽をお買い求めいただいたら、と思います。そ

れでは今日の講演は終わりたいと思います。ありが

とうございました。
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計というように、まずは経済系の科目を埋めてい

き、それ以外の科目も自分の都合に合わせて入れ

ていったらこのような感じになりました。

　今日来られているお父さま方、お母さま方は何

年生の方が多いのでしょうか。１年生の親御さん。

３年生の方。４年生の方もいらっしゃいますね。

１年生と３年生、２年生もそれなりに多かったの

で、特に１年生のお父さま方、お母さま方としま

しては間もなく入学後初めて試験を迎えると思う

ので、これから履修登録や、具体的な講義の受け

方について、２年間講義を受けてきた経験も踏ま

えて少しの間ですがお伝えさせえいただきたいと

思います。「こうしたらいいよ」というような少

し参考になることがあればと思います。

履修登録と講義について

　最初にお断りしておきたいのですが、今からお

話しするのはあくまで私の一個人的意見です。友

人の中には私と同じような考え方で授業を取って

いる人もいますが、それぞれ皆、自分の好きなよ

うに、自分のやり方に合わせた科目の取り方、時

間割のつくり方をしています。私が何をどう考え

て授業を組んでいるか、時間割をつくっているか、

何を考えて授業を受けているかということを少し

お話できたらと思います。

　１日に科目を詰め込みすぎない。配付資料の左

側に先ほどの時間割のスライドがあると思います

けども、ご覧いただいたらわかる通り、１日に４

コマ以上は入れたことはありません。入れても３

コマ、１日に授業は３つまでと自分の中で決めて

いました。その理由は大学の授業、１回90分と長

いんですね。普通の授業だけなら１日に４コマで

　同志社大学経済学部３年次生の大谷優理子と申

します。「同志社大学での学生生活」と題しまし

て普段、大学で何をしているのか、何を考えなが

ら授業を受けているのかを簡単ではありますが、

お伝えできればと思っています。

　こちらは本日のアウトラインになっております。

まずは自己紹介からですが、現在３年次生でゼミ

は都市経済学を専門とされる小藤先生のゼミに入っ

ております。アルバイトは１年生の時から個別指

導の塾講師を、サークルは京都大学のインカレサー

クルに入ってエレクトーンを演奏しております。

　では中身に入っていきたいと思います。今日父

母会にお越しのお父さま、お母さまは学生の学業

面、成績にご関心がおありの方が多いのかなと思

いましたので、今からお話するのはどちらかとい

うと少し真面目な学業面に関する内容となってお

ります。まず、私の１日の過ごし方からお話させ

ていただきます。ピンク色で書かれている下の部

分、９時から14時のところ、これが１講時から３

講時まで、全ての授業に出席した時の状態です。

私は大阪に住んでおり１時間程度、電車で通って

おりますので、このようになっています。この日

は講義後にバイトがありますが、他の日は遊びに

行くこともあれば勉強に費やすこともあります。

　次に時間割と講義についてで、これは去年、２

年生の時の春学期の時間割です。私自身、少し英

語に力を入れていた時期がありまして週に５コマ

は英語。時間割を見ていただくとお分かりの通り

英語か中国語か経済しかしていないといった感じ

です。経済は初級マクロ経済学や統計が必修に近

いもの、火曜の１講時は統計、水曜の３講時も統

同志社大学での学生生活

大谷 優理子（経済学部３年次生）

同
志
社
大
学
で

の
学
生
生
活

2017. 7. 15　父母会／京都会場
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いのではないかなと思います。現に私も今までこ

のように取ってきて、なんとか単位は収集してお

りますので、この方法で間違いないのではないか

なと思っています。

　次に授業の受け方です。私自身教室の前の方で

受けていることが多いです。ここの教室も結構、

経済学部の授業で使うことが多いのですが、後ろ

の方になるとほとんど顔が見えないんですよね。

実際の授業ではどちらかというと前より後ろの方

が埋まっていることが多いのですが、前の方で受

けていないと先生の目が届かない。講義してくだ

さる先生は学生の様子を見ながら授業を進めてい

くのですが、全体のペースを計る上での指標とな

る学生、この学生が大丈夫そうであれば次へ進ん

でも大丈夫かなと考えられることが多いようです。

もし後ろの方で受けていて先生の目の届かないと

ころにいたら、自分がわかっていようが、わかっ

ていなかろうが、先生は勝手に進めていってしま

うことに陥りかねないので、私は１年生の始めか

ら、ずっと前で授業を受けていました。先生と目

が合う機会も多いですし、授業以外のところでも

先生とコミュニケーションする機会に恵まれるな

ど、メリットがたくさんありますのでお勧めさせ

ていただきます。

　次に、講義後、すぐに質問できるようにしてお

くこと。高校までと違って１週間に１度しか授業

がないので、わからなかったところを「来週また

聞いたらいいや」と思っても来週、忘れているん

ですね。なるべく授業時間内に解決できるところ

は解決して忘れないうちに聞いてしまうのが授業

を理解する上でも重要ではないかなと思っていま

す。

　そして試験範囲に関してですが、いかに早く進

められるかがポイントだと思います。これにより

最後に焦らず、ミスらずできるのではないかなと

思います。

　次に演習科目、ゼミについてですが、新関先生

からゼミに関してご説明があったかと思いますが、

１年生のお父さま、お母さまが多かったのでゼミ

の決め手、どのゼミに入ったらいいのかというこ

も体力さえあれば、どうにかなるかもしれません

が、１日にとっている科目全部が同じ日、試験だっ

た場合、全く追いつけなくなってくるなというこ

とが考えられるのでテストのことも踏まえて無理

をしない。無理せずできる時間割を組もうと心が

けています。

　２つ目は履修登録の際に昨年度の成績評価を気

にする学生さんが多すぎることです。同志社では

履修登録が春秋２回あるのですが、履修登録の段

階で昨年度の成績評価を気にされる学生が多いな

というのが私の感触です。成績評価の存在をご存

知だったという方、どれぐらいおられますか。知っ

ておられる方。４年生の方々は多いですね。１年

生のお父さま方、お母さま方は、あまりご存知な

いのではないかと思うのですが、同志社大学のホー

ムページから在校生からのものになりますが、自

由に誰でも見られるようになっています。これは

あくまで例ですが、去年の登録者数384人のうち、

ＡＢＣＤＦというのがあるのですがＡが成績総合

９割以上の人、Ｂは総合８割以上９割未満の人、

Ｃは７割以上８割未満、Ｄは６割以上７割未満で、

Ｆが６割未満。Ｆというのが不合格で、最低Ｄあ

れば単位が取れるということになっています。去

年同じ科目を履修した方々が最終的にどんな成績

をとられたかを表している分布です。履修登録さ

れる時、締め切り間際になって何をとっていいか

わからないから、とりあえずＦ率が低い科目を選

ぶ学生が多いんですね。履修登録とはいわば今後

半年の計画を一度に決めてしまうようなものなの

で安易に、単に落第する可能性が低いという理由

だけで時間割を組んでしまうと全然自分の興味の

ない講義内容だったり、教えてくださる教授と相

性が合わなかったりと様々な問題が生じかねませ

ん。同じ話、同じ経済を学ぶにしても、人によっ

ては、すんなりと話が入ってくる場合もあれば、

自分の中でどうにも噛み砕けない先生っておられ

ます。講義内容と担当教員、何を勉強したいのか、

その先生が自分にとってきちんと合っている先生

なのかを踏まえた上で、こちらの成績評価はあく

まで参考という感じで取っていただくのが一番い
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シップに応募した時、絶対将来海外で働きたいと

強く希望をしていたわけではなくて、将来何をし

たいのかわからないから自分の強み、弱みなどを

今までとは全然違う環境に身を置いて自分の中で

見つけてみたいと考えていました。海外にあまり

興味がないかもしれないが、自分の中で自分の強

みや弱み、自分自身をきちんと知りたいという方

には非常にお勧めできるプログラムかなと思いま

す。

　実際に現地に行って、向こうで駐在員として働

いている日本人社員の方々や現地スタッフの方々

と２週間を過ごす間に、自分自身を見つめなおす

ことはもちろん、社員の方々の仕事観や会社に対

する率直な思いをお伺いすることができました。

普段、学生生活を送る上では社会人と触れる機会

や、働いている人が何を考えているかということ

にはあまり触れる機会がないので、そういった意

味でも貴重な２週間だったかと思っています。

　このインターンシップは、現在２年生と３年生

を対象として夏休みに実施されています。今年度

はすでに応募は終わっていますが、来年、今の１

年生、２年生の方にはぜひ参加していただければ

と思っています。

　最後に私が経済学部に入ってよかったこと、学

んだことを一言だけお話させていただきます。経

済学部に入ってよかったなと思うことは、物事を

批判的、多角的に見ることができるようになった

ということです。何か情報を与えられた時、それ

を鵜呑みにするのではなくて、一回「本当かな？」

と思って疑ってかかってみる。そして自分の中で

きちんと納得する根拠を見つけた上で受け入れる

ものは受け入れる。違うと思ったら別の答えを自

分で見つけるといった力。これはゼミやインター

ンシップなど、日頃の講義だけでは得られない経

験を経済学部ではたくさんさせていただいている

ことから身についた力なのではないかと思います。

　私からは以上です。ご清聴ありがとうございま

した。

とについて、一応、経験談としてお話させていた

だこうかと思います。今、小藤ゼミに入っている

のですが、小藤先生という存在を始めて知ったの

は１年生の時の授業なんですね。経済学部では１

年生の間に一つの授業15回のうち、先生３人が５

回ずつ授業するというスタイルが多くて、１科目

を通して３人の先生と知り合えるということがあ

り、先生を知るうえで大変恵まれていると思いま

す。その時に講義内容もそうですけれど、先生の

人柄とか、先生がどんなことに興味をもって研究

されているのか、そんなものを自分の中で知識と

して蓄えておくと、ゼミを選ぶ時、自分は何がし

たいのかわからなくても、どの先生だったらつい

ていけるかを基準に選んでいくことができるので

はないかと思っています。私自身、小藤先生の「都

市経済学」に興味はありましたが、最終的な決め

手は授業の時の小藤先生のお話しのされ方や、学

生との接し方、人間的な部分だったので、ゼミで

の２年半の間、自分に合った先生の下で自分の好

きなことを集中して勉強していただけたらと思い

ます。

海外インターンシップについて

　最後に海外インターンシップをご存知ですか。

学生の中でもあまり認知度が高くないのかなとい

うのがこのプログラムなのですが、経済学部およ

び「同経会」という同志社大学経済学部の OB、

OG たちがつくった団体の補助のもと、グローバ

ルに展開しておられる日系企業さんのもとで２週

間インターンシップに参加させていただくもので

す。私は、去年これに参加させていただいてダイ

キン工業さんのアメリカ支社に２週間行ってまい

りました。２週間という長い期間、しかも日本で

はなく外国のオフィス、周りはもちろん外国人の

方が多い環境の中でオフィスの空気、向こうでの

働き方、仕事に対する考え方が日本では味わうこ

とができない貴重な経験をさせていただいたと思っ

ています。海外で働くことを目指しておられる方

にもお勧めなんですけども、私はこのインターン
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2017年11月25日 高崎会場 新島学園短期大学

2018年２月24日 教育講演会 同志社大学今出川校地良心館　103番教室

　　　２月25日 京都観光 ≪同志社≫礼拝堂クラークチャペル特別見学と

≪キリスト教≫ゆかりの教会や史跡をめぐる旅へ

　　　３月21日（水・祝） 委員総会
※ご出席希望の方は経済学部父母会
事務局まで、委員登録をお願いし
ます。詳細は後日委員の方に連絡
します。

からすま京都ホテル

2017年度　行事予定

高崎会場父母会

▼  13：00～　 全 体 会 　 　 学生生活や履修、各地方ならではの就職事情についてお話を伺います

▼ 15：00～　 個人懇談 　 　 ご希望の方は成績表を持参ください（全学年対象）

※個人懇談は先着順で行い終了後解散

京都観光

2018年2月25日（日）

≪同志社≫礼拝堂クラークチャペル特別見学と≪キリスト教≫ゆかりの教会や史跡をめぐる旅へ

準備の都合上、各会場開催日より２週間前までに同封の申込書をFAX（075-251-3136）

または、同志社大学経済学部父母会HPよりお申込みください。

なお、父母会委員へ登録もHPより行うことが可能です。

HP  http://doshisha-keifubo.org/　　  kei-fubo＠mail.doshisha.ac.jp

不明な点は、経済学部父母会事務局までお尋ねください。➡ TEL 075-251-3523

行
事
予
定
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