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　厳寒の候、ご父母の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃

より父母会活動にご理解とご協力を賜り心より感謝しております。2017年度の父母会の行事も２

月24日（土）の教育講演会と翌日の京都観光、３月21日（水）の委員総会の残り僅かとなりました。

　昨年の10月21日（土）には秋の就職説明会を開催させていただきました。当日は小雨でお足元の

悪い中、290名のご父母の皆様にご参加いただきました。

　講演１では、変わる就職戦線、傾向と対策～子供の就活を見守る上で、知っておきたいこと～」

というテーマで株式会社リクルートキャリア　就職みらい研究所　岡崎仁美所長様にお話しいた

だきました。

　講演２では、「同志社大学の就職状況とキャリア支援」について、同志社大学のキャリアセンター 

柳井望所長様にお話いただきました。

　講演３では、「トークセッション～企業・教員・学生から見た2017年度就職活動～ついて」オリッ

クス株式会社　大阪人事・総務チーム　高木知佳様（採用担当者）、大野隆教授（ゼミ指導教員）、

経済学部４次年生の方々（就活を終えた学生）の３者の視点からの就職活動に対する意見交換や

体験談をお話いただきました。

　今回の３つのご講演をとうして最近の就職活動についての、よりリアルな内容をお伝えできた

かと思います。

　翌日の10月22日（日）の京都観光の≪時代祭≫は大変残念ではありましたが、悪天候のため中止

とさせていただきました。ご参加を予定されていた皆様には大変ご迷惑をおかけしました。

　２月の最後の京都観光は「≪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

りの教会や史跡を巡る旅へ」を予定しておりますのでこちらも是非ご参加ください。

　さて、現在私の娘は経済学部の４年次生です。私の父母会の委員登録は、娘の入学式の時に全

員がしなければならないものと勘違いしたことから始まりました。委員登録が任意であることは

後から知りました。最初は何もわからないまま始まった委員としての活動ですが、多くのすばら

しいご父母の皆様や先生方にお会いすることができました。そして、娘がお世話になります大学

について、大学のある京都についてより深く知ることができました。

　同志社大学の３つの教育理念は、「自由主義」個人を大切にする心、「キリスト教主義」人を敬

い愛する心、「国際主義」広い視野で世界を見つめ理解する心、と父母会の活動をとうして知り

ました。京都の地でこれらの教育理念に支えられた大学に娘が学ぶことができたことは彼女にと

り一生のかけがいのない財産になったと思います。また、勘違いから始まりました私の父母会活

動もすばらしい財産となりました。

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

手伝いを目的として活動を行っております。より多くのご父母の皆様に委員登録をしていただい

て今後の父母会を是非盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

　最後に今年度父母会を開催するにあたりご協力いただいております新関学部長様をはじめ多く

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

げます。

ごあいさつ 経済学部父母会　会長

丹　羽　一　之
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多忙なスケジュールでも視野を狭めず、
自己理解を深めながら活動を。

　株式会社リクルートキャリアの岡崎と申します。本日は
現在の就職活動の傾向と対策についてお話しします。まず
現在の就職活動では、３年生の３月に企業の広報活動がス
タートし、４年生の６月から選考活動が解禁になります。

「選考活動」と聞くと応募書類や適性検査によって選抜さ
れることと思われがちですが、実は面接選考のことで、３
月の「広報活動」の時点で募集要項の公表とともに資料請
求、会社説明会への参加、エントリーシートの提出、筆記
試験などもスタートすることを念頭においておかなければ
なりません。（※【図①】参照）しかもこの流れはあくまで
も目安で、最終的にどのタイミングで広報・選考活動を行
うかは個々の企業に委ねられているため、早いところでは
３年生の３月や２年生の時点で内定を出す企業も出てきて
います。つまり、自身で情報を取得し、どのように動けば
いいのかを計画する必要があるということです。
　実際の動きを見てみると、今年は企業への資料請求や合
同企業説明会・企業の個別説明会への参加がいずれも３月
にピークを迎えています。適性検査や筆記試験についても
３月ですでに３人に２人が受けており、エントリーシート
や応募書類の提出も３月に７割以上が経験しています。面
接選考のピークは５月ですが、３月でも半数以上が経験し
ており、３月時点であらゆることを並行して行う必要に迫
られていることがわかります。
　ここで懸念されるのは、近年の就職活動では学生の視野
が広がりきらない傾向があることです。2014年卒では１
人あたり56社に資料請求をしていましたが、2017年卒は
33社に減少。説明会参加は24社が20社に、書類選考は19

社から15社に、面接受検も12社から10社に減りました。
就職活動期間が短くなったことで、様々な企業や職種があ
るのを知らないままに、有名な企業やすでに採用のステッ
プに進んでいる企業に向けて一直線に就職活動を行ってい
るのだと考えられます。
　実は気になる数字が出ています。公益社団法人 全国求
人情報協会が卒業直前の学生に行ったアンケートで、「も
う一度就職活動をするとしても今の就職予定先と同じ企業
に就職したいですか？」という質問に対し、36.5％の学
生が「あてはまらない」と回答しました。納得できないま
まに就職すると早期離職リスクにもつながります。入社後
の適応を促すためにも、就職活動やキャンパスライフの中
で社会人としての自覚を育み、自己理解を深める活動を大
切にしてほしいと思います。

売り手市場でも業種によっては狭き門。
インターンシップもぜひ活用して。

　次に企業の動向についてですが、現在の求人倍率は1.78
で売り手市場といわれていますが、業種や従業員規模で大
きな差があります。例えば流通業は11.32と高い水準である
一方、金融業界は0.19と狭き門です。また大卒向けの求人の
56％は従業員数300人未満の中小企業によるものであり、従
業員数5,000人以上の超大手企業は希望者の６割しか入れ
ません。つまり、誰もが知っている企業に向けて就職活動を
している場合、決して求人倍率は高くないということです。
　ただ、2019年卒の採用人数については「変えない」と
いう企業が６割と圧倒的に多くなっています。メガバンク
は採用人数を少しずつ落としていますが、他業種は大手も
中小も採用意欲が旺盛です。最近ではインターンシップも

変わる就職戦線、傾向と対策
～子どもの就活を見守る上で、知っておきたいこと～

昨年と同じ就職活動スケジュールであるにもかかわらず、
企業や学生の行動に変化が見られる現在。
どのような点に注意して就職活動に臨めばいいのか、
また保護者に求められる支援はどういったものなのか。
就職みらい研究所の岡崎さんにお話をうかがいました。

株式会社リクルートキャリア
就職みらい研究所
所長  岡崎  仁美  氏

【秋の就職説明会】



3DOSHISHA UNIVERSITY

拡大し、2017年度は新卒を採用する企業の７割が実施。
秋冬に開催する企業も増えています。インターンシップは
内定直結と思われがちですが、実際は業界や仕事への理解
を促す目的のものがほとんどです。特に大手企業はイン
ターンシップの方が狭き門で、応募に外れる学生が出るの
ですが、それは受け入れ枠が小さいだけで、企業はそう
いった学生も採用活動の時はぜひ応募してほしいと思って
います。憧れの企業のインターンシップに落ちたというお
子様がいらっしゃっても、その企業への就職の道が閉ざさ
れるわけではない。あきらめずにチャレンジするようぜひ
すすめてあげてください。

仕事の質が変わりつつある今、
「社会人」になるという意識が大切。

　ところで、2018年卒で前年度に比べて内定率が10％も
高く先行していたのは、企業の採用活動が２トラック制に
なっているためです。３月の時点ですでにインターンシッ
プにより企業や業界を理解し、志望意欲が高まっている学
生に再び一から学ぶ説明会に参加してもらうのは合理的で
はないので、３月スタートの学生とは別のトラックが用意
されているのです。2019年度卒もこの動きは加速し、早
い方は３～４月から面接や面談が行われ、４年生になる頃
にはすでに内定先が決まっている方も少なからず出てくる
と思われます。
　また、社会では大きな構造変化があり、特に第四次産業
革命（AI や IoT の発展）によって仕事が変わるといわれ
ています。今まで新入社員は入社してから仕事を教わり、
その会社で一人前になっていきましたが、今後、定型業務
は機械などに代替され、自分で考えて行動する非定型業務
が中心になっていくと考えられます。つまり、新しい仕事
に対応するために必要な専門知識やリテラシー、基幹能力
をいかに獲得し続けるかが、今の学生には求められている

ということです。「会社人」ではなく「社会人」になると
いうこと。保護者の皆様に求められているのは、そういっ
た価値観のシフトを促す手助けをすることだと思います。

行き詰った時は自分では気づかない
長所を見つけるサポートを。

　次に保護者の皆様にできる支援についてお話しします。
学生にとって最も辛いのは、努力して決めてきた内定先を
否定されることです。昔と今とでは就職先の業種が大きく
異なり、今ではサービス業が圧倒的に多くなってきている
など、ぜひ最新知識のアップデートをお願いしたいと思い
ます。また、就職活動には時間とお金がかかりますので、
交通費や食事、生活の支援はありがたかったという声もよ
く聞かれます。就職活動はアウェイな戦いであり、話を聞
いてほしいことも出てくると思います。そのような時は傾
聴して見守り、説教するのではなく「壁打ち相手」になっ
ていただけたらと思います。
　そして、就職活動では自己理解の促進が大切です。心理
学の手法の一つ、「ジョハリの窓」では「①開放の窓（公
開された自己）」、「②盲点の窓（自分は気づいていないが
他人から見られている自己）」、「③秘密の窓（隠された自
己）」、「④未知の窓（誰も知らない自己）」と自己を４つに
分類します。自己分析は「①開放の窓」を中心に行います
が、うまくいかないと「③秘密の窓」に目を向けることに
なります。しかし、隠しておきたい部分に向き合い過ぎる
と思い詰めることにもなりかねません。前向きな会話をす
るために必要な「②盲点の窓」に目を向けるためには、本
人も覚えていない小さな頃のエピソードを知っていて、お
子様のプラスの特徴を伝えられる保護者の皆様が一番の
コーチとなりえます。就職活動に行き詰まり、お子様が自
信をなくしてしまった時、こうした支援をご家族の方にし
ていただけましたら幸いです。

就
職
説
明
会
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自己分析は自分ひとりで完結させず、
多面的に自身を知ることが大切。

松吉●経済学部４年生の松吉と申します。大野先生のもと
で政治経済を学んでいます。よろしくお願いいたします。
大野●大野と申します。本日はゼミの指導教授としてコメ
ントをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
髙木●オリックス株式会社の髙木です。本日は松吉さんの
就職活動を例に、現在の就職活動の流れをご理解いただ
き、就職活動中のお子さまとの関わり方を考えるきっかけ
にしていただきたいと思っています。よろしくお願いいた
します。
早速ですが、松吉さん、実際のところ就職活動は大変でし
たか？
松吉●大変なこともありましたが、いい経験ができました。
髙木●就職活動はいつ頃から始めたのですか？
松吉●３年生の12月頃からです。学内企業説明会への参
加をきっかけに、自己分析をスタートさせました。
髙木●自己分析はどのように進めたのですか？
松吉●12月に就職活動のマニュアル本を買い、幼い頃ので
きごとを時系列に書き出す作業から始めました。１月に練
習でエントリーシートを書いてみたのですが、当初はうま
く書くことができず、２月から本格的に取り組みました。
髙木●本格的にというと？

松吉●マインドマップを作り、今の自分を形成しているゼ
ミやアルバイト、サークル活動や趣味のピアノについて、
どのように取り組んできたのかを突き詰めて考えました。
髙木●取り組みについて具体的な例があれば教えていただ
けますか？
松吉●塾の講師のアルバイトをしていたのですが、担当す
る生徒の勉強への意識を向上させるために、独自のプリン
トを作成したり、各生徒がどれだけ自習に来ていたかを表
で張り出すという工夫をしました。この工夫は、私が高校
生の時、塾に通っており、その際、オリジナルのプリントを
作成したり、自分なりの自習時間を設定したりしたことで、
成績が向上した経験があったので、担当する生徒にも同じ
ような成功体験を味わってほしいと思い、実践したもので
す。独自のプリントは、意欲的に取り組んでもらえ、自習時
間の張り出しは、生徒同士の競争意識を醸成することがで
き、相乗効果を生んだ結果、生徒一人一人の成績が向上し、
喜んでもらうことができました。この経験を自己分析とし
て振り返ってみると、私は、目標の達成に向かって自分なり
にどうするかを考え、行動に移せる強みがあることと、その
強みを生かして、他者に喜んでもらうための行動も惜しま
ない性格の持ち主であることに気づきました。そして人と
深く関わることが自分のやりがいにつながると感じました。
髙木●松吉さんは人と深く関わることにやりがいを感じ

トークセッション
～企業・教員・学生から見た2017年就職活動～

今年就職活動を終えた４年生の松吉さん、ゼミの指導教員である大野先生、
内定企業の採用担当者である髙木さんをお迎えし、就職活動の概要と内定に至るまでの過程について、

本音を交えてお話しいただきました。

オリックス株式会社 大阪人事・総務チーム

髙木  知佳  氏
ゼミ指導教員

大野  隆  教授

経済学部４年生

松吉  亜香里  さん
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て、それを働く上でも大切にしていきたいと思われたので
すね。ところで、自己分析にはどれくらい時間をかけたの
ですか？
松吉●２月からは毎日１時間くらいかけて、友達と集まっ
てお互いに分析し合うときもありました。この経験から１
～２月で自己分析がしっかりできると、３月からの滑り出
しがうまくいくように感じました。実際、私が１月に書い
たエントリーシートと３月に書いたものとでは、内容の深
さがまったく異なっていました。
髙木●３月は非常に忙しくなるので、それより前にじっく
りと時間をかけて取り組むことが大切なのですね。
大野先生は自己分析についてアドバイスされますか？
大野●就職活動において自己分析は非常に重要で、学生は
だいたい11月頃から始めるのですが、「なんとなくこんな
感じでいいかな」というふうに終わってしまいがちです。
しかし内定が出るまでは、多面的に自分自身について知る
ために、自己分析に取り組み続けるべきです。したがって
ゼミでは２月に他己分析の機会を設けています。学生本人
から見た自分自身と教員から見た学生自身の印象を伝えあ
い、ギャップが発生した場合は両方のつじつまをあわせる
ために一緒に考えていくという感じです。ギャップが発生
した際に、それをどのように解消するのかというアプロー
チ方法についてアドバイスしています。
髙木●大学時代にそういったトレーニングをしておくこと
はとてもいいことだと思います。
松吉さんは大野先生に他己分析をされたときはどのような
感じでしたか？
松吉●自分自身、忍耐力がある方だと思っていたのですが、
先生に「そうでもない」といわれました。先生から見た私
と自分から見た私は全然違うのだと感じて、自分自身を見
つめ直すきっかけになりました。
髙木●大野先生以外に他己分析を受けた方はいますか？
松吉●ゼミの友人や幼稚園から習っていたピアノの先生に
も聞きました。やはり皆それぞれいうことが違い、考え直
す作業が必要でした。
髙木●自分のことがわかっていないと、どのような企業で
どう働きたいのかもわからないと思いますので、保護者の
皆さまもそういったご相談を受けた際は、お子さまがどの
ように見えているのかアドバイスをお願いしたいと思いま
す。

憧れやイメージだけでなく、
B to Bの企業も視野に入れて。

髙木●松吉さんは当初、どのような業界を志望していたの

ですか？
松吉●最初は電気系メーカーや食品メーカー、IT 系のシス
テムエンジニアなどを志望していました。各社の説明会に
参加する中でイメージとの差を感じて、徐々に志望度は下
がりました。
髙木●大野先生は業界研究や企業研究について学生にアド
バイスはされるのですか？
大野●B to C の企業だけでなく、B to B の企業も視野に入
れるよう伝えています。学生は自分の知っている業界から
イメージで選んでしまいがちで、志望先のほとんどが身近
な B to C の企業になってしまいます。ただ世の中の半分
以上は B to B の企業です。B to C は国内の市場を相手にし
ますが、B to B は海外も相手にすることが多くあります。
縮みゆく国内市場を相手にするのか、今後グローバルに発
展していく海外市場を相手にするのか、どちらに将来性が
あるのかを考えると B to B の方だと個人的には思います。
さらに、B to C はマスマーケティングですが、B to B は顧
客と一対一の親密な付き合いができます。このような市場
の可能性や商売の仕方を多面的に知った上で、自分が何を
したいのかをきちんと考えて決めてほしいと思います。
髙木●企業の採用担当者としても同じ考えです。今はイン
ターンシップを開催している企業も多くありますので、自
分に合う・合わない、興味を持てるかどうかを判断できる
機会をぜひ活用してほしいと思います。
松吉さんは説明会には広く参加されたのですか？
松吉●はい。まったく知らなかった業界も知ることができ
たので、参加してよかったと思います。
髙木●その中で金融業界が候補にあがってきたのですか？
松吉●はい。広く説明会に参加する中で、自分のやりたい
ことができそうだと感じるようになりました。
髙木●ちなみに何社くらい参加されましたか？
松吉●50社くらいです。
髙木●結構多いですね。３～４月で50社となると、非常に
忙しかったのではないのかと思います。説明会を受ける中
で、工夫していたことはありますか？
松吉●企業の概要だけでなく、そこで働く人の雰囲気も重
視していました。人事担当者やその他の社員の方の雰囲気
や話し方、「この人と一緒に働きたいな」と思ったことな
どもメモしていました。
髙木●人事担当者や企業の雰囲気などを自分の言葉でまと
めておくと、エントリーシートを書く際も非常に参考にな
ると思います。学内の企業説明会には参加されましたか？
松吉●毎日参加していました。同志社大学には多くの企業
が来てくださり、効率的に話を聞くことができました。
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髙木●その中で当社を知ったのですか？
松吉●いいえ。オリックス生命で働く先輩がゼミに来てく
ださったことがあり、お話しを聞いたことがきっかけでし
た。そこから説明会に参加して、さらに興味がわきました。
髙木●その先輩は大野先生が紹介されたのですか？
大野●はい。オリックス生命に就職した卒ゼミ生に来ても
らい、働き方などを話していただく機会を持ちました。
髙木●ゼミ生に卒ゼミ生を紹介されている先生は多いので
しょうか？
大野●キャリアが長い先生は卒ゼミ生も多いと思いますの
で、何らかの形でつながりはあるのではないでしょうか。
髙木●「卒業生を紹介してください」といわれたときは、ど
うされていますか？
大野●とりあえずネームバリューがあるから紹介してほし
いという学生には厳しいかなと思います。卒業生を紹介し
てもらうためには、普段から積極的にゼミに参加するなど
して、先生と良好な関係を築いておくことが重要です。ま
た、卒業生も仕事があるので、学生が「会いたい」といっ
ても会う機会を持つのが難しい場合もあります。学生には

「会えなければ、要点だけをまとめて電話しなさい」とい
うのですが、学生は知らない相手に電話をするのが非常に
苦手なようで。そういったコミュニケーション能力を磨く
のも、いい就職活動の練習になると思います。
髙木●普段の行動が就職活動にも反映されるということで
すね。

エントリーシートは情報を詰めこまず、
シンプルかつ具体的に書くこと。

髙木●松吉さんは何社くらいにエントリーシートを出しま
したか？
松吉●45社くらい出しました。友達にはもっと出してい
る人もいたので、そんなに多くはないかなと思います。
髙木●就職活動でエントリーシートが一番大変だったと
おっしゃっていましたが、どのような点が大変でしたか？
松吉●企業の情報をパソコンで調べながら、説明会でのメ
モや自己分析も突き合わせて書く必要があったので、１社
につき２時間くらいかかり非常に苦労しました。企業に
よっては想定外の質問があることも多く、その点も悩みま
した。
髙木●大野先生はゼミ生からエントリーシートの添削を依
頼されることはありますか？
大野●はい、あります。ただ、細かい添削をしたところで、
それは私の言葉であり、本番で学生が語れなくなったらい
けませんので、「読みにくい」や「わかりにくい」といっ

たざっくりとしたコメントで返すようにしています。学生
は情報を詰め込みたがりますが、もっとシンプルに書けば
いいし、読み手もその方が読みやすいと思います。書く力
は普段の学期末のテストでも鍛えられますので、日々の努
力の積み重ねだと学生には伝えています。
髙木●普段の学生生活で意識するだけでも違うのかもしれ
ませんね。
松吉さんは大野先生以外の方にエントリーシートを見ても
らったことはありましたか？
松吉●父親にも見てもらいましたが、「わかりにくい」と
何度もいわれました。「同じことを繰り返しいっていて、
最終的に何がいいたいのかわからない。もっとこうした方
がアピールできるんじゃない？」と具体的にアドバイスを
もらい、参考にしながら修正していました。
高木●お父さまは的確なアドバイスをされたのですね。実
際、当社に出していただいた松吉さんのエントリーシート
は、起承転結がしっかりしていて非常にわかりやすかった
です。採用担当者としても、わかりやすい言葉でより具体
的に書いてある方が人物像が想像しやすいので、ぜひその
ような点を心掛けていただきたいと思います。特別な経験
でなくても、その人の人となりがわかるエピソードが盛り
込まれていると伝わりやすいかと思います。
次に面接についてですが、企業によって特徴はありました
か？
松吉●金融とメーカーではまったく異なりました。金融は
自分自身のことについて聞かれることが多かったのです
が、メーカーは想定外の質問が多く、答えづらいこともあ
りました。
髙木●やはり企業によって異なりますよね。面接を受ける
日は、ご家族に話したりしていたのですか？
松吉●話して、いつも「がんばってね」と声をかけてもらっ
ていました。身だしなみについてアドバイスされることも
多かったです。
髙木●そういった点では、一人暮らしの学生さんとご実家
住まいの学生さんとでは、ご家族の関わり方が少し異なる
のかなと思います。

やりたいことが明確でなければ、
福利厚生で選ぶのが賢明。

髙木●ちなみに、当社への志望度合いはどのようにして上
がっていったのですか？
松吉●面談を繰り返すうちに志望度が高まりました。
髙木●どのようなところに惹かれたのですか？
松吉●自分を出しやすかったことと、質問に対して真剣に
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答えてくださる方が多かったことです。どんなふうに部下
に目をかけているのかを話してくださった方もいて、「私
もこのような人のもとで働きたい」と思いました。結婚や
出産をしても働き続けたいと思っていたので、福利厚生が
充実している点もポイントでした。また、アルバイトの経
験から、お客さまと深い関係を築きながら課題を解決して
いくことにやりがいを感じていたので、オリックスではそ
のようなことができると感じました。選択肢の幅が広く、
社員の方々の雰囲気がよかったことも決め手のひとつで
す。
髙木●松吉さんのまわりの学生さんは、どのようなポイン
トで企業を選ばれていますか？
松吉●女性は福利厚生を重視する人が多く、男性は憧れで
決めている人が多かったように思います。
髙木●大野先生から見て学生さんはどんな印象ですか？
大野●男性は志望順位が明確ですので、内定するごとに志
望順位が変わるといった感じです。女性はどちらかという
と内定が全部出揃ったあとに悩む方が多いようです。
髙木●そういうときは、どのようなアドバイスをされるの
ですか？
大野●「やりたいことが明確でないのなら、福利厚生で選
びなさい」といいます。配転リスクもあるので、入った部
署でやりたいことができるわけでもありません。それより
も、女性なら産休や育休が何歳まで取得できるのか、短時
間勤務もいつまで認められるのか、そういったさまざまな
要素を見た上で判断するようにアドバイスしています。な
ぜなら、そういった制度が確立している企業は、その他の
面においても労働者のことを考えている企業だと思うから
です。
髙木●当社も育児休職が三年まで取得可能ですし、短時間
勤務も小学校卒業まで認められています。私にも一歳八カ
月の娘がいて、現在は短時間勤務をしているのですが、そ
ういう先輩方が多いこともあり復職に関する不安はありま
せんでした。企業選びにはそういった制度が整っているこ
とはもちろん、それを利用している人がどれくらいいるの
かもぜひ学生さんには見ていただきたいと思います。

まわりと比較することなく、
お子さま一人一人に沿ったサポートを。

髙木●最後になりますが、就職活動を終えてどのような感
想をお持ちか、また、就職活動を控えるお子さまをお持ち
の保護者の皆さまに一言お願いします。
松吉●就職活動は本当にいろいろなことを並行しなければ
ならず、大変だと思うことが多かったのですが、自分自身

と向き合えたことで納得できる企業と出会えたので、一生
懸命取り組んでよかったと感じています。活動を始める前
は不安で、始まってからは落ち着く間もないほどに忙し
かったのですが、家族と話しをすることでへこたれずに乗
り越えられたことがたくさんありました。保護者の皆さま
には社会人の先輩としてお子さまに寄り添ってほしいと思
います。
髙木●ありがとうございます。いくつかの企業で内定をも
らった場合、最後に相談するのはご両親だという学生さん
は非常に多いです。どうしても名の知れた企業を勧めてし
まいがちだと思いますが、保護者の皆さまの価値観だけで
決めつけるのではなく、お子さまの「やりたい・やってみ
たい」という気持ちを尊重していただきたいと思います。
お子さまの声を聴いて、ぜひ応援してあげてください。お
子さまの就職活動に不安を抱かれるかもしれませんが、

「●●ちゃんは○○に決まったみたいだよ」という言葉や、
「まだ内定がとれないの？」という言葉はお子さまにとっ
て大きなプレッシャーになります。企業や業界によって内
定の出る時期は異なりますので、ぜひ他の人と比べず、お
子さまに沿ったサポートをしてあげてほしいと思います。
就職活動は人生を選択する非常に大切な時間です。ぜひお
子さまに寄り添って、この大切な時間を有意義なものにし
ていただきたいと思います。では、大野先生からも一言お
願いします。
大野●学生は就職活動でかなり大変な思いをするようです
が、内定が出てゼミに戻ってくると、やはり大人びた感じ
になります。そしてその結果、よい卒論を書いてくれる学
生が増えます。卒業論文は大学４年間の学びの集大成で、
こんな風に学びと向かい合う期間はおそらく人生で最後に
なるでしょう。ひとつの論文を書き上げるという経験は、
社会人人生で壁にぶつかったときにも生きてくると思いま
すので、保護者の皆さまもぜひ「卒業論文が読みたい」と
いってプレッシャーをかけるようにしてください。
髙木●ありがとうございます。以上でトークセッションを
終わります。ご清聴ありがとうございました。
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　経済学部４年生の東條と申します。私からはテレビ局の
就職活動と経済学部での学びについてお話ししたいと思い
ます。私は小学６年生の頃からアナウンサーに憧れていて、
高校生の時に経済のニュース番組を見て、「自分自身が理解
した上で伝えられるアナウンサーになりたい」と思い、経
済学部に入学。大学２年生からアナウンススクールに通い
始め、基礎発声、滑舌、リポーター、食レポの練習、最近
の日本情勢などを学びました。３年生の春から自己分析と
他己分析を始めたのですが、他人から見た自分と、自分が
思っている自分が異なることが多かったです。知らない自
分を知るためにもぜひ両方を行うことをおすすめします。
　３年生の夏休みからインターンシップが始まり、滋賀県
のケーブルテレビのリポーターとして実践を踏むととも
に、９月からキー局や準キー局、その後、地方局の採用試
験を受験。全国各地のテレビ局を受験したので、飛行機で
沖縄や鹿児島へ飛んだり、夜行バスで京都から広島へ、次
に岡山・福岡をまわって受けたもののすべて不合格となり、
新幹線の中で涙が止まらなくなったこともありました。全
国で受験したため交通費が高額になり、アルバイト代では
到底まかなえなかったので、経済的な面でも両親には大変
感謝しています。
　面接で苦労したことは、緊張のあまり面接官の質問に的
確に答えられず、一次試験がなかなか通らなかったことで

す。自分ではできていると思った面接でも落ちてしまい、
「どこを直せば面接に受かるのか」を毎日考えていました。
周囲のアドバイスを受けた結果、面接官を採用担当者とは
思わず、近所のおじさんだと思って話すことにしました。
自分のことを知ってください、こんなことを頑張ってきた
んです、入社したらこういうことをやりたいんですと、親
しみを込めて話すようにすると、ありのままの自分を伝え
ることができ、４年生の５月に内定を得ることができまし
た。メンタルも強くなったと思います。
　面接では「学生時代に頑張ったこと」についてよく聞か
れますが、私はゼミ活動について話しました。３年生の
時、「日経 STOCK リーグ」という論文大会に出場し入賞。
その経験をふまえ、岡山の放送局の面接では岡山や香川の
未来を担う企業や新しい取り組みをしている企業、地方創
生に取り組んでいる企業を独自に選定し、全国の人に少し
でもその取り組みを知ってもらいたいという思いを熱く 
伝えました。学生時代に頑張ってきたことは、会社に入っ
てから何がしたいかにもつながってくると思います。そこ
に一貫性があれば、面接官にも自分の内面が伝わると思う
ので、ぜひアドバイスいただければと思います。そして最
後まであきらめない気持ちを忘れずに活動してほしいと 
思います。

【就職活動体験談】

面接では飾らず、経済学部での学びを
熱い思いを交えてアピールし、難関を突破。

■PROFILE
面接では、ゼミでの活動や論文大会での入賞経験をア
ピール。学生時代からアナウンススクールに通って実
践を積み、テレビ局のインターンシップにも積極的に
参加。面接で苦労を重ねながらも見事内定を獲得し、
幼い頃からの夢を実現した。

東條  麻依子  さん
経済学部４年次生
地方テレビ局　内定
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　経済学部４年生の平松と申します。私からはどうやって
納得する就職先を選ぶことができたのかについてお話しし
たいと思います。私は AI 領域のベンチャー企業に内定し
ましたが、就職活動を始めた当初は人材系の企業を志望し
ていました。というのも、キャリアアドバイザーに憧れて
いて、３年生の夏からサマーインターンに参加するなどし
て人材系に絞って活動を開始。100社以上の説明会に参加
し、面接選考は60社以上受けました。２月に１社内定が
出たものの、一方で落選した企業も多く、「自分は一体何
がしたいんだろう」と３～４月は非常に迷いました。人材
系以外の業界も視野に入れる必要を感じ、今まで以上に深
く自己分析を行いました。自分自身を見つめ直すことに長
い時間をかけたところ、５月にようやくめざす方向が明確
になり、「ここで働きたい！」と思える企業に出会えて、
６月に就職活動を終えることができました。
　自身の経験から、就職活動の低迷期から抜け出すには

「過去分析」と「未来分析」が重要だと感じました。私の
場合、進学のために北海道から京都へ出たり、サークル活
動で常に新しいことに挑戦をしていたことなどから、「挑
戦し、成長できる会社がいい」という選社軸が生まれまし
た。反対に未来に関しては、40代でどんな仕事に就いて
いたいか、そのために30代でどのような仕事をするべき
なのか、将来像を決めて逆算。内定先は、新卒で総合職を

採用するのは初めてのまさにスタートアップの会社で、先
輩方とともに会社の制度を作り、盛り上げていくための挑
戦ができることに最大の魅力を感じました。
　就職活動から学んだ教訓は、めざす業界を早期に限定し
ないことと、慣れないうちはスケジュールを詰めすぎない
ことです。早い時期に１日に２社以上の面接を受けたこと
もありましたが、最初でつまずくと動揺してしまい、次の
面接も失敗しやすくなります。一方で、面接を何十社と受
けて慣れてくると、同じような質問も多く、応答も単調に
なりがちで伝えたい想いが伝わりにくくなります。そのた
め面接で伝える内容は常に改善していくことをおすすめし
ます。また、エントリーシートに情報を盛り込みすぎると
面接のハードルも上がっていきますので、エントリーシー
トは興味喚起だけで簡潔にした方がいいようにも感じまし
た。
　就職活動に正解はありません。自身が納得できる答えが
見つかれば、それが正解になるのでしょう。遠回りに思え
るかもしれませんが、就職活動では多くの企業や社会人と
出会い、自分は何をしたいのか、自身の価値観をとことん
突き詰めてください。大変な部分もありましたが、最後は
楽しかったと思えています。後輩の皆さんにも、苦しい時
期でも妥協せずに悩み抜いて、自分自身が納得のいく就職
活動をしていただきたいと願っています。

多くの企業や社会人に出会ったことで、
選社軸が研ぎ澄まされ、納得のいく企業に内定。

■PROFILE
当初、人材系の企業を志望し活動するも「自身のやり
たいこと」に迷い、就職活動は低迷期に。しかし「過
去分析」と「未来分析」で掘り下げた自己分析を行っ
たことで、めざすべき道が明確になり、自身に合った
就職先に出会うことができた。

平松  雅矢  さん
経済学部４年次生
エッジコンサルティング株式会社　内定
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経済学部の就職率は98.4％。
広い視野での企業・業界研究を。

　最初に2017年４月採用の経済学部生の就職状況につい
てお話します。就職希望者805名のうち792名が就職し、
就職率は98.4％でした。文科系学部は金融やメーカーに
強く、経済学部生の金融業界への就職率は３割にのぼりま
す。主な就職先は銀行、生命保険、損害保険、証券会社で
す。過去４年間における大学全体のＵターン率は24.1％
です。現在の求人倍率は1.78倍で一見高いように見えま
すが、業界別に見ると金融業は0.19倍、流通業は11.32倍
と差があり、企業規模によっても大きく異なります。志望
する企業だけでなく同業他社や異業種も比較検討しなが
ら、広い視野を持って挑戦する姿勢が大切です。
　採用時に企業が重視するのは「人柄」です。学生はクラ
ブやアルバイトでの肩書や結果等をアピールしがちです
が、人事担当者が知りたいのは、その経験の中で困難に直
面した時、それをどのように乗り越えどんな力が身につい
たのか、そしてその力を入社後どう発揮してくれるのかと
いう点です。自己分析と企業・業界研究を結びつけ、重な
り合ったところを自身の強みとして企業に伝えてほしいと
思います。

きめ細かな講座、セミナーを開講し、
学年に応じて丁寧にバックアップ。

　次にキャリアセンターの就職支援についてお話ししま
す。就職ガイダンスをはじめ、自己分析セミナーやエント
リーシートセミナー、四季報・業界地図・新聞の読み方、
公務員・教員ガイダンスなど、実にいろいろなことをたく
さん実施しています。また、企業の広報活動が解禁された
2017年３月には、今出川へ708社、京田辺へ486社もの
企業が学内で企業説明会を開催してくださいました。個別
相談も１年生から大学院生まで年間で延べ１万２千件の相
談に丁寧に対応しています。キャリアセンターにはＵター
ン情報も豊富に取り揃えています。キャリア支援システム

「e-career（イーキャリア）」からは、説明会やセミナーの
案内、企業情報、求人情報、先輩の就職体験記、インター
ンシップ情報などを得ることができます。志望する職種や
勤務地等を登録しておけば、企業情報とマッチングした場

合には情報が自動配信されます。留学や授業の都合でセミ
ナー等に出席できなかった学生のために動画配信もしてい
ますので、ぜひ活用していただければと思います。

充実した学生生活が送れるよう
寄り添い、見守り、温かくサポートを。

　次に就職活動中のご子女との接し方についてお話ししま
す。寄り添うこと。見守ること。折に触れて心配、応援し
ていることをお伝えください。話しかけられた時がチャン
スかと思います。メールや手紙で文字にして伝えるのも一
つの方法です。また、就職活動はお金がかかります。「交
通費がないから諦めよう」とならないよう経済的なサポー
トもしてあげていただければと思います。何か相談ごとが
ございましたら、いつでも学部事務室まで連絡してくださ
い。ご父母と教職員、学生の三者が連携を図りながら、本
人にとって最善の道を共に考えて参ります。
　最後に大学人として一言申し上げたいのは、同志社大学
は就職予備校ではないということです。企業のために「人
材を育成」しているのではなく、良心に満ちた「人物を養
成」することが本学の使命です。充実した学生生活を送
り、確固たる人格を形成する、その延長線上に就職がある
という考え方です。面接では「学生時代に打ち込んだこと
は何ですか？」と必ず聞かれます。エントリーシートも必
須の項目です。学生には今興味のあること、好きなことに
熱中してほしいと思います。
　本学の学生については、社会、企業から非常に高い評価
を受けています。その理由の１つは卒業生が高い評価を受
けているからです。もう１つは同志社大学の教育にありま
す。同志社大学設立の旨意に「一国の良心とも謂ふ可き
人々を養成せんと欲す」とあります。これが同志社大学の
教育理念です。このような教育理念や建学の精神に満ちた
キャンパスで学生が毎日の学園生活を送るうちにそれらが
自然と身に付き、染み込んでいくのではないか。そして４
年も経てば人柄となって滲み出てきます。私はこれが本学
の学生が社会や企業から高い評価を受けている最大の理由
ではないかと考えています。
　ご父母の皆様におかれましては、ご子女の学生生活と就
職活動を温かく見守ってあげていただきたいと思います。

同志社大学の
就職状況とキャリア支援

2017年４月の就職状況とキャリアセンター
の各種支援、就職活動中のお子様への接し
方についてお話をうかがいました。

同志社大学キャリアセンター
所長  柳井  望  氏
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抜く力」です。考えた先に何かあるかをさらに突

き詰めて考える力が求められています。三つ目は、

自分一人ではなく、「チームで他の人とうまく協

調しながら大きなことに取り組める力」です。大

学での学びはこれまでのように専門知識だけを身

につけるだけでは足りなくなってきており、学生

には社会に出るまでの間に力を身につけることが

求められるようになっています。社会人基礎力に

ついての詳細は経済産業省のホームページを見て

いだければと思います。

　こうした力を身につけるためには、受け身では

なく、能動的に行動することが求められます。文

科省も中高生から、主体的に考え、能動的に行動

できることを主眼とする「アクティブ・ラーニン

グ」を取り入れた教育に力を入れています。アク

ティブ・ラーニングで重要なことは、知識を教わ

るだけではなく、いろいろなことに自ら取り組む

中でそれが力になっていくことです。自分自身で

考えるだけでなく、チームで意思決定を行い、取

り組む姿勢も大切になります。そうしたことを大

学ではどのようにして身につけることができるの

でしょうか。

　経済学部には50名ほどの教員がおり、それぞれ

専門のテーマが違います。「ゼミ」は教員が設定

したテーマにしたがって開かれる授業です。少人

数クラスで専門的に学ぶことができますが、一人

でやっていくのではなく、みんなで学ぶ点が特徴

です。自分だけの知識や理解だけではなく、他の

人の意見や知識も動員することにより、多面的で、

より深い考察ができるようになるのがゼミの優れ

た点です。経済学部では２年生の秋からゼミが始

まり、３年春・秋、４年生春・秋と続きます。自

　父母会の参与をしております竹廣でございます。

本日は「学生プロジェクト」を中心に、経済学部

におけるアクティブ・ラーニングの取り組みにつ

いて、お話しいたします。パンフレットにもあり

ます通り、同志社大学経済学部ではさまざまな取

り組みを行っています。経済学を専門的に学ぶた

めのさまざまな工夫を行っていることはもちろん

ですが、授業だけでなく授業以外の課外活動につ

いても力を入れていることが特徴で、社会に出て

からも活躍してもらえることを期待しています。

　世代格差があるせいか、今の若者の行動や考え

には我々の世代からすると首をひねることもたく

さんあります。昔に比べると行儀もよくなり、大

人しくなっていますが、遠慮がちなのか、「言わ

れていないことはしません」という感じで指示が

ないとなかなか手をつけてくれません。指示通り

にはできますので、ある意味よくできた学生たち

なのですが、「もっと面白い、想定外のことがで

きてもいいのに」と思うこともあります。社会に

出ても、新入社員のうちはそれでもいいかもしれ

ませんが、誰かが指示してくれるまで待つばかり

ということになると、困ることもあるのではと思

うことがあります。

社会人基礎力

　経済産業省は社会人として備えておくべき力と

して「社会人基礎力」を提唱してきました。「社

会人基礎力」とは「前に踏み出す力」「考え抜く力」

「チームで働く力」の３つに分類された力です。

一つ目は「前に進む力」ではなくて「前に踏み出

す力」です。自ら決断し、責任をもって行動でき

る力です。二つ目は「考える力」ではなく「考え

アクティブ・ラーニングとしての学生プロジェクト

竹廣 良司（経済学部教授）

父
母
会
行
事

の
中
か
ら
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れたものも多く、多様な領域や内容で、多様な方

法によって取り組まれています。

　同志社大学では日本でもかなり早い段階から

PBL（Project-Based Learning）と呼ばれる、プロジェ

クト型の教育に力を注いできました。PBL におい

て同志社大学は先駆的な大学の一つで、「アクティ

ブ・ラーニング」を重要視し、経済学部だけでは

なく同志社全体でも取り組んでいます。学校法人

同志社全体で取り組んでいる「ローム記念館プロ

ジェクト」は15年前に立ち上げられ、それが同志

社の PBL の原点になっています。経済学部の学

生プロジェクトに関しても、学生に取り組ませる

際に私はプロジェクト型の学びを意識させるよう

にしています。

　経済学部の学生プロジェクトは課外活動ですの

で単位は付与されませんし、やらないといけない

活動でもありません。しかしせっかくやるならい

ろいろ経験してもらいたいと思います。「プロジェ

クト」というスタイルは社会では多く取り入れら

れています。たとえば「来期の売上を10％増やす」

という明示的な目標があり、その「ミッション」

を実現するためのプロジェクトが立ち上がります。

それにふさわしいメンバーが集められ、一定期間

内に成果を上げることが求められます。目標、ミッ

ションがあり、期間や使える予算などのリソース

も決まっていて、その中でメンバーが自らの役割

を果たし、チームとして最大限の結果が得られる

よう行動するようなスタイルを「プロジェクト」

と呼びます。ものごとの取り組み方は色々考えら

れますが、「プロジェクト」のスタイルに則って

行動しましょうというのが本来的なプロジェクト

の趣旨であり、「プロジェクト」というスタイル

で進めることの有効性や難しさを体験することに

大きな意義があると考えています。

　ゼミの学生を見る限り、学生プロジェクトにつ

いて「何となく集まって、みんなでワイワイガヤ

ガヤ楽しくやって、結果が出ても出なくても、試

行錯誤してたどり着いたところがゴールであり、

チームというよりも自分自身が頑張ることに意味

がある」と考えていることが少なくないように感

分一人ではなく、いろいろな人たちと一緒に取り

組む中で、他の人の話に耳を傾け、自らの考えを

伝える力が育まれます。

　ゼミが始まるまでには「エコノミクス・ワーク

ショップ」を履修されると良いでしょう。１年生

の春には基礎ゼミナールが設置されていますが、

１年生秋と２年生春はゼミがないため、少人数ク

ラスでディスカッションができる場としてエコノ

ミクス・ワークショップが設置されています。自

分の考えだけではなく、人の話も聞き、一つのこ

とを掘り下げていく中で同じテーマに向かって考

えていく中で多様な力が身につくはずです。

　このような、授業で行われている取り組みだけ

でなく、経済学部では課外の取り組みも積極的に

行われています。「ディベート大会」や「ビジネ

スプラン大会」、「海外インターンシップ」は経済

学部特有の取り組みですが、単位が課されるわけ

ではなく、学生が主体的に取り組むものであり、

受け身の姿勢で取り組めるものではありませんの

で、「アクティブ・ラーニング」を進める取り組

みとしても捉えられます。これらの活動につきま

しては、経済学部のパンプレットで紹介していま

すのでそちらをご覧ください。

経済学部の学生プロジェクト

　本題であります経済学部の「学生プロジェクト」

についてお話しいたします。この取り組みは15年

近く前に始まりました。学生が自分でテーマを決

め、チームを組んで取り組むというものです。ゼ

ミ単位で取り組んでも構いませんし、ゼミが始まっ

ていない１年生が申請しても構いません。１～４

年生の混成チームでも構いません。申請して採択

されますと一つのプロジェクトに最大30万円の予

算が付与されます。毎年30を超える数のプロジェ

クト申請があり、ゼミの活動内容から切り出した

プロジェクトが多いようです。他大学とアカデミッ

クな交流を行うものもありますし、ゼミの学びの

実践、実地研究として調査に赴いたりすることで

ゼミの目標をさらにブラッシュアップさせるもの

もあります。社会や地域との連携などを視野に入
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いかもしれません。家を建てることは、プロジェ

クトだと考えることができます。どんな家を建て

たいのか、いつ完成させないといけないか、予算

はいくらか、それに応じて設計図が作られ、大工

さんなどの必要な人員が確保されます。確保され

た人員はそれぞれに得意分野があり、それをもと

に役割を持っているはずです。屋根をつくったこ

とがない人が一から勉強を始める状態で関わるの

ではいつになったら家が建つかわかりません。

　学生プロジェクトも同じで、「ここは自分が責

任をもって担当する」と決められた役割の中で、

きちんと個々の学生が役割を果たし、成果に繋げ

ていくことが重要です。得意分野だと思っていて

も、実際にやってみるとなかなかうまくいかず、

実は向いていないことがわかることもあります。

学生プロジェクトを通じて学生自身が、自分が何

に向いているかを見つけ、それを伸ばしていくきっ

かけを見出してくれたらと思っています。

　最近の一つの特徴として、学生プロジェクトに

限らず、ゼミでもそうですが、リーダーをやりた

い人がなかなかいません。誰も手を上げてくれま

せん。ゼミ長を決めるのが大変で「うちのゼミに

はリーダーはいません」と１年間、リーダーを決

めないゼミもあると聞きます。その一方で、サブ

リーダーになりたい人は大勢います。就活の面接

の際にサブリーダーの経験を披露し「自分がリー

ダーを支え、育てました」という学生が割といる

という話を聞きました。責任が重くないパートで、

聞こえの良い立場なら担当したいというのが見え

隠れします。学生のチームではともすると多くの

メンバーがリーダーに決定や仕事を任せてしまい、

自分達は何もしないということがあり、みんなそ

れをわかっているのでリーダーになる人がいなく

なるという状況があるようです。本来は、リーダー

はとりまとめ役で、計画が全体的にうまく進んで

いるかとか、メンバーの行動が計画通りか、といっ

たことを大局的に見て指示を与えるようなことを

すべきなのだと思います。メンバーも、指示に従

い自分達の役割を全うしてくれるはずなのですが、

ふたを開けてみるとメンバーの意識が低いことが

じます。こうした方法にも意味がないわけではな

いのですが、少なくともプロジェクト型の取り組

みではありません。「プロジェクト」は一定期間

に一定の目標達成をめざすための、組織的で、効

率を重視する取り組みで、そうしたスタイルで取

り組む中に学びがあります。

　プロジェクトを成功させようとするのであれば、

プロジェクトのスタイルに則って、まずは目標を

きちんと決めないといけません。「やっていく中

で決まるだろう」ということではなく、最初に「こ

れをやろう」と合意形成してとりかからないとい

けません。何が問題かわかっていないと、そもそ

も取りかかれませんから、内容についてある程度

わかって深めていくことが望まれます。学生の場

合、目標設定が甘く明確でないことが多いように

思います。「やっていくうちに何とかなるだろう」

ではなく、具体的な目標を明確にし、計画的に行っ

ていくことが重要ですし、「これだけの期間に、

これだけのことを実施するから、これだけの予算

がいる」と考えていくことが必要になります。

　プロジェクトでは役割意識も重要です。学生の

場合、プロジェクトでの役割分担はあいまいで、

全員が平等に同じことをするのが当然という感覚

があるようです。一般的にはそれで良いこともあ

るのかもしれませんが、プロジェクトというスタ

イルでは、皆が平等に同じことをするのは効率的

ではありません。できない人がいると、その人が

できるまで、みんな待っていると、作業が進まず、

ゴールに中々近づけず、時間切れになることもあ

ります。

　例として家を建てることを考えていただくとよ
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多々あり、リーダーが穴埋めに追われることも少

なくないように見受けられます。「リーダーシップ」

も大事ですが、「メンバーシップ」をきちんと考

えられる人が増えてこないとい大変だなと思いま

す。そういうこともプロジェクト活動の中で理解

してもらえればと思います。

企業について深く考える

　最後に私のゼミで動いている、「現実の企業行

動から企業戦略を学ぶ～体験を通じた実践的学習

～」というプロジェクトについてご紹介します。

企業で行われていることの一部を体験するもので、

どのようなことが社会で動いているか、企業で行

われているかを知りたいということから始まった

プロジェクトです。私のゼミでは「企業について

深く考える」ことがテーマですので、学生は企業

の行動に興味を持っています。実際の企業ではど

のように広報活動が展開されているのか、どうやっ

てブランディングがなされているのかとか、どの

ように研究開発をしているのか、といったことを

考えます。実際に教科書だけではわかりにくいこ

とを、企業に協力いただき、現場へ学生が赴いて、

現場がどうなっているかを知るという取り組みで

す。

　今回は私が懇意にさせていただいていて「学生

がそういう勉強をするなら協力しますよ」といっ

ていただいていた、あるイタリア料理店が協力先

です。イタリア料理店の仕事はどういうものか、

どういうお客さんがくるのか、どういうメニュー

が、もっと売れるのだろうかと学生が考えてみよ

うということからスタートしています。

　最初にシェフには大学まできていただき、学生

の話を聞いていただいて丁寧に駄目出しをしてい

ただき、「まだまだ甘いな」と学生自身が認識で

きるように話をしていただきました。ミーティン

グを重ね、学生が新しいメニューをつくって、ど

うすれば売上が増えるか。どうすれば効果的に広

報できるかを実験させてほしいと希望を述べ、そ

れにしたがい助言をいただきゴールの設定やスケ

ジュールが確認されました。今回は姉妹店も使っ

て実験させていただき、新しいメニューになるか

どうかを今、考えていただいています。顧客のニー

ズを確認するためアンケートを実施し、それをど

う分析すればいいかを学生は考え、これをもとに

シェフとともに新メニューを考えます。ゼミの授

業では広告の有効性についても学んでいるので、

そうした知識も用い、マーケティングのプロの方

にも相談しながら進めています。キャッチコピー

をつくって、協力店に「このお店にはこういうサー

ビスがありますよ」と広めてもらい、どれくらい

効果があるかを測定します。アンケートをもとに

完成した新メニューは「霜降り牛肉のトマトソー

スパスタ」や「鴨ロースと栗の赤ワインリゾット」

など、見るからにおいしそうなものばかりです。

学生は料理のプロではないので、考えることに専

念し、料理をつくるのはシェフの仕事です。学生

が「学んで、面白かった、よかった」と思うと、

モチベーションが高まり、前に進みやすくなるの

ですが、協力いただく方々もそうしたことはよく

ご理解いただいており、いろいろと学生のやる気

を高める工夫いただいているようです。今後は新

メニューをいかに広告するのか、どのように持続

的な売り上げに繋げるのかを実験しながら進め、

最後に一連の取り組みを振りかえり、自分達の行

動と結果の関係を検証していく予定です。

　前にも述べましたように、すべての学生プロジェ

クトが、こういうタイプものではないのですが、「ア

クティブ・ラーニング」の一環として、学生プロ

ジェクトを位置づけることができると思いますし、

そうした観点でご紹介させていだきました。あり

がとうございました。
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系、数学が必要な理論系、統計関係のデータを分

析する科目などを学んだ上で１年秋から２年春に

かけて「基礎科目」を受講します。導入科目で学

んだ知識をベースにさらに経済学の基礎的な考え

方を学んでいきます。そして２年の秋から専門的

な基幹科目が設定されています。つまり１年生の

１学期の「導入科目」から知識や考え方を積み重

ねていくカリキュラム設定になっています。経済

学がわからずに入ってきた学生も、基礎から順に

学んでいける設定となっているわけです。経済学

はそもそも順々にステップアップしながら考え方

を学ぶように体系立てられている学問分野です。

ただ問題もありまして、１年次の１セメスターの

導入科目やそのあとの基礎科目で理解できない学

生には、その後の専門科目の習得が難しくなって

しまうということになりかねない。もちろん２、

３セメスターで土台を積み上げられていなかった

学生にはリカバーできる体制にはなっていますが、

特に１年生のお子様がいらっしゃる親御さんには

２セメスター目に注意をしていただきたいと思い

ます。こちらは十分に注意喚起しているのですが、

１セメスターが終わって結構いい成績で単位もと

れたと安心する学生がいて、２セメスター目に単

位を落とす学生がいます。

　これ以外に専門科目としては「演習、ゼミ」と

いう科目があり、20人くらいのクラスで専門の担

当教員がついてインタラクティブに議論して専門

性を深めるものです。先ほどの「基幹科目」は多

いところは500、600人の大教室の科目でインタラ

クティブにやることが難しいので、どうしても座

学の形で一方通行の授業になりがちになってしま

います。ゼミは２年秋からスタートします。

　皆さん、こんにちは。同志社大学経済学部で本

年度、教務主任をやっております宮本と申します。

父母会の参与も務めさせていただいております。

本日は、お集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。また父母会の役員の皆様にはお世話

になっております。外部講師の先生から後ほど、

お話をいただく内容に被る部分もあるかと思いま

すが、私からは学生の大学での生活や履修に関す

ること、就職に関することについてお話させてい

ただきます。

　まず同志社大学経済学部のパンフレットや大学

のホームページで、経済学部として学生をどのよ

うに育てたいかを掲げております「学びのポイン

ト」として３つ、「学びの特色」として３つ、合

わせて６つのポイントにそって授業等を展開して

おります。特に「問題発見・解決能力を養う」こ

とを中心課題として、「学びのポイント」と「学

びの特色」を達成することを目指しています。学

生たちは専門科目だけでなく、語学、教養科目、

教職免許資格等たくさんの授業を受けていますが、

ここでは経済学部の専門科目のカリキュラム構成

についてご説明します。

経済学部の学業履修

　経済学部ではセメスター制、２学期制となって

おり、１年生の１学期が１セメスター、２学期が

２セメスター、２年生の１学期が３セメスターと、

４年終了で８セメスターとしてカリキュラムが構

成されています。１年生は春学期に「導入科目」

「基礎科目」「基幹科目」を受講します。経済学

を勉強する上での最も基礎的な知識を習得する科

目として「導入科目」が設定されています。歴史

経済学部の学び

宮本 大（経済学部教授）
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ちとディスカッションしてプレゼンテーションを

する風景です。帰ってきた学生の報告を聞くと、

行く前と比べて成長が見てとれます。いい体験が

できているんだと思います。あと、海外インター

ンシップ以外にも「国際交流」、たとえば海外の

大学と学部間交流などもやっています。興味があ

れば事務にお問い合わせいただければと思います。

経済学部独自の課外活動

　次に紹介する経済学部独自の課外活動としては

「ディベート大会」「ビジネスプラン大会」「学生

プロジェクト」があります。ディベート大会は毎

年、お題が出されて賛成の立場、反対の立場から

ディスカッションしてジャッジする人にどっちが

よかったか、説得的だったかを判定します。この

スライドは去年の結果です。ディベート大会に今

年参加したいという方は、これから参加できます

のでぜひお子様にご紹介ください。ビジネスプラ

ン大会はチームになって「こういうビジネスアイ

ディアがある」「うまくビジネスにのせていくた

めには」ということを学生たちでプランを立てて

プレゼンし、実際に仕事をしている社会人の人た

ちの前で話をする。審査員がそのプランを「これ

はなかなかいい、ビジネスになりそうだ」という

観点から評価をしていきます。今年の審査員には

星野リゾートの方にきていただき審査をしていた

だきました。毎年、20～30チームが出て優秀プラ

ンを表彰しています。ディベート大会にしろ、ビ

ジネスプラン大会にしろ、学生自らが考え、問題

点や課題をクリアすることを考える機会となる課

外授業です。これらは「問題発見・解決能力」の

向上のために、こういうイベントを設置していま

す。

　また「学生プロジェクト」は、毎年、学生が「こ

ういうことを調べたい、学びたい」と主体的に立

ち上げるプロジェクトで、このスライドはその一

コマです。海外にある「コンピュータ・ヒスト

リー・ミュージアム」を実際に訪れて、これから

の IT 社会の行方などを探る調査をしてきたプロ

ジェクトであったり、西岡ゼミの「ルーマニアの

　こういうカリキュラム構成で経済学部では「問

題発見・解決能力を養う」ことを意識した授業内

容を提供しています。

　次に学生生活の話も関連する「本学の学び」の

特徴をお話ししたいと思います。まず一つ目はい

まお話しした「積み重ね方式」で組み立てられて

いるカリキュラムです。こうした積み重ね方式で

体系立てられている他の学問分野もないわけでは

ありませんが、経済学は非常にしっかりとした形

で整備されています。

　次に二つ目の特徴として「語学履修」について

です。普通語学といえば第二外国語と英語となり

ますが、経済学部では第二外国語に中国語、スペ

イン語、フランス語などのほかに「情報言語」を

入れており、柔軟な履修が可能となっています。

これだけインターネットも普及し、ビッグデータ

の分析や情報をいかにうまく活用するかが大切な

社会になっていますので第二外国語として「情報

言語」を認める形となっているのです。

　三つ目に「ゼミ活動の充実」が挙げられます。

さきほどの２年秋からの専門ゼミ以外に１年次の

導入教育として基礎演習があり、高校と大学の学

びの違いを指導しています。

　次に学生の日々の生活に関連した特徴のお話を

いたします。経済学部は特色ある課外活動として

「海外インターンシップ」を行っています。イン

ターンシップという言葉はお聞きになられたこと

があると思います。就職活動で３年生が企業のイ

ンターンシップにいって就業体験をするものです。

経済学部は単なる企業での就業体験ではなく、例

えばみずほ銀行のデュッセルドルフ支店などの企

業の海外支店に毎年、１、２名を引き受けていた

だき就業体験をしています。今年は８社ほどです

でに募集は終わっていますが、また来年度も海外

インターンシップを募集します。２、３年次生が

対象となります。面白い内容になっていますので、

ぜひお子様におすすめしていただければと思いま

す。このスライドはインターンシップの一コマで、

みずほデュッセルドルフ支店です。あとは他の企

業で工場に入って仕事をしたり、海外支店の人た
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も可能な科目設置になっています。数学が不安な

学生に対しての万全のサポートをするカリキュラ

ムになっているというのも特徴です。ここまでが

履修や学生が日々どう活動しているかという一コ

マでした。

就職について

　次に「就職関係」についてお話したいと思いま

す。大学卒業後、社会に出ることになりますが、

今社会や企業が若い人に求めているものは何か。

大学生が社会に出ていく時に求められているもの

は何か。いろいろな調査から抜粋していますが、

これは「主体性」「実行力」「課題解決能力」を社

会や企業は求めているんです。ここには経済学の

専門性が出てきません。もちろん経済学的な専門

知識を身につけていることは重要ですが、それに

加えて主体生、実行力、課題解決能力がないと、

いくら高い経済学的知識をもっていても社会に役

に立たない。高い専門性をもつことプラス主体的

に実行できる、課題解決に専門性を使いながらも

のごとを考えられることが大事なのです。これが

社会の要請になっています。

　もう一つ社会は今、大きく変化しています。変

化も相当速いし、激しい。一つは技術革新による

働き方の変化は重要です。未来がどれくらい変化

するかを正確に答えることは難しいかもしれませ

んが、いろいろな研究によると「20年後には今あ

る職種の半分くらいは人工知能、ICT 技術によっ

てなくなるのではないか」といわれています。ま

たアメリカの教育学者の研究によると「20年後、

65％の人は今、存在していない職業に就く」とも

いわれています。今、仕事として成立していない

仕事に半分以上の人がつくという予測です。数字

が正確かどうかはわかりませんが、変化の方向と

しては間違っていないだろうと思います。もう一

つは「グローバル化による社会のボーダレス化」

です。積極的に海外に出ていって仕事をしたい学

生もいれば、日本国内でやっていきたいという学

生もいますが、外に出ていこうと思っている人は

それを意識して自分のスキルを磨くことが必要だ

ブカレスト大学の方との共同のインターゼミ」で

あったり、「女性労働について考えるシンポジウム」

の実施などの写真です。日々、学生が主体的に学

びたいことを勉強する。そしてそれに対して学部

では予算をつけてバックアップするという体制を

とっています。

　このほかの特徴として「学部奨励学生」という

制度があります。優秀な学部生には大学院進学を

サポートしたり、大学院の高いレベルの授業を受

けてもらうなどより高度な専門性を身に着けても

らう体制も整えています。

　経済学部に入ってきて数学が苦手な学生がいま

すが、数学に不安をもつ学生に対してサポートを

しています。いろいろと行っているのですが、一

つは希望者に数学補習講座を実施し、予備校と連

携して座学を実施しています。単位にはなりませ

んが、夏休みに実施して数学を苦手にしている、

高校までやってきた数学を忘れているので、秋か

ら始まる基礎科目の経済数学の勉強の準備のため

などの理由の学生を対象に行っています。座学だ

けでなく、ｅラーニングで経済学部のホームペー

ジ上に数学補習のための動画があり、それを見な

がら勉強することもできます。経済数学という科

目がありますが、それから基本に入り、中級レベ

ルになる他、統計を使った分析の方法、計量経済、

数理経済などレベルに応じた数学に関連する科目

を設置しています。

　経済学で数学が必要になるのは理論系の科目が

多くなるのですが、どうしても数学が苦手という

方には歴史、環境、情報科目を中心に勉強すると

いうことで経済学の考え方をそちらから学ぶこと
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ということはいうまでもありません。でも国内に

留まり、海外のことは視野に入れてない学生も「グ

ローバル化による社会のボーダレス化」と無関係

ではいられない。国内の会社が国内マーケットだ

けでこれまでやれていても、今後、海外に出て事

業展開をしないといけなくなることや、国内でやっ

ているが、海外からお客さんがきて、それに対応

しないといけないとかもある。どういう働き方を

するにせよ、今後はグローバル、海外、外に目を

向けることは必ず必要だということです。

　こうした社会の変化を考えると、会社に入り、

同じ仕事をこの会社で定年まで続けることができ

るかというと、そのようなことはないと思います。

もちろん会社が変わることもあります、同じ会社

で働いていても、やる仕事が入った時とは全く違

うことをやるとかもあると思います。ある分野に

特化した高い専門性が大切といわれることもあり

ますが、それだけでは難しく、変化に適応できる

能力を身につけておく必要があるということです。

「主体的に考える」「専門的な知識をもって課題

を見つけ、解決できる力」がつけられるかどうか

が、これからの学生には大切だと思います。「主

体的に考えて、課題を発見し、解決していく力を

育成する」ことが学問体系になっているのが経済

学のいいところです。経済学を一生懸命勉強して

ください、とぜひおすすめいただければと思いま

す。

　「就職」についてもう少し具体的なお話をしま

す。2017年の卒業生の就職状況です。経済学部の

就職率は男子学生97.9％。女子学生99.6％。合計

で98.4％でした。本学文系学部の就職率と同じく

らいです。昨年度は97.8％で、それほど大きな差

はありません。就職を希望している人が第一希望

に入れたどうかは定かではありませんが、「就職

したい」と思う学生は、ほぼ就職できている状況

です。この数値だけをみると就職状況はいい。た

だ第一希望かどうかというとわかりません。第一

希望に上げられる企業は大手企業が多いので、本

学の内部でも競争はありますし、他大学と競争す

ることになるので第一希望で人気のある企業に入

るのは依然として難しいということは間違いあり

ません。

　この「経済学部生の進路」のスライドは2016年

度卒業の業種内訳です。男子学生と女子学生とも

金融系が多いのがわかります。メーカーと金融で

女子も男子も半分くらいになります。このほかマ

スコミ、サービス、教育など多様な業種に就職し

ています。経済学部で専門的な知識を学習できる

こと＋いろんな業種に汎用できる「問題発見・課

題解決」の力が育成されていることの一つの裏付

けかと思っています。

　次のスライドは、2019年卒対象者の就活のスケ

ジュールについてです。今の３年の就職活動は実

質的にはもう始まっています。２年生は来年、こ

んなスケジュールだということです。１年生は若

干、変わるかもしれません。これをみると３月１

日に会社情報が解禁され、６月１日には内々定が

出る。３月～６月の短期決戦といわれますが、経

団連に属している一部の会社でも、このスケジュー

ルを守っていません。３月１日から６月と考えて

いたら、ほぼ就職が決まらないという状況です。

早いところは３年春学期からインターンシップを

開始し、ある意味、セレクションが行われていま

す。少し前までは、インターンシップは、出ても

出なくてもいいというスタンスでしたが、今は就

職したい会社が決まっているとか業種が決まって

いるならインターンシップに参加することが重要

になっています。そこがセレクションの場として

青田買いが行われているということは知っておい

てください。

　今の就職活動はインターネットを使い、情報を

収集するので膨大に入ってくる情報を整理して精

査することも必要です。その一方で、どの情報が

いいのか判断するのは難しい。では、どうするの

か。ゼミ生と話をしていると「OB、OG 訪問や、

実際に働く先輩に会って話を聞くのが情報を整理

する上で重要だ」といっていました。もちろんネッ

ト上の情報も大切ですが、就職活動は会社に入っ

て、どのような人と仕事をするかが大切です。会

社で働くことが楽しい。仕事が楽しいのは、そこ
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で一緒に働く人がどのような人かということがか

なりの部分を占めます。会ったからといって100％

わかるわけではありませんが、ネット上に流れて

いる情報だけではなく、実際に働く人の話を聞く

のが重要だということです。

親のサポート

　最後に「親御さんは、どうサポートすればいい

か」という話をよく聞きます。基本的には社会の

先輩としてわかる範囲の話をしていただければと

思います。親御さんとの関係を考慮しながら向こ

うから「聞きたい」といってくれば話をする。口

に出さない学生にはそれとなく話しかけてみる。

ご家庭の状況によってサポートの仕方が違うだろ

うと思います。仕事や会社のこと、仕事するとは

どういうことか、お父様、お母様が実体験を通じ

て思っていることを話す。自分の体験の中から話

をしていただくのがいいかと思います。一般的な

話をすると「それ、知ってる」となりかねません

ので「働いてきて自分はこう思っている」という

ことを伝えられるといいと思います。あと「自己

分析」です。学生はネットを使って心理テストを

やったりしていますが、客観的に自分の子どもを

見るのは難しいでしょうが、子どものことを一番

よく知っているのも親御さんなので、できるだけ

客観的に自分の子どもはこういう性格だというこ

とをお話していただくのもいいのではないかと思

います。

　本日はご静聴ありがとうございました。
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　本日は、皆様に経済学部および大学全般におけ

るカリキュラムの新しい動きについて、お話しを

させていただきます。まず、経済学部の科目につ

いてお話しさせていただきます。私が担当してい

る科目に「企業分析」があります。この科目は、

春学期、秋学期に開講され、企業の方々をお招き

して現実の経済の動きをプロフェッショナルな視

点で語っていただく内容となっております。春学

期はアパレル産業を中心とした企業からお越しい

ただいております。秋学期は製造業および金融、

航空産業の方々をお招きして授業を行っています。

例えば、国際協力銀行元総裁を務められた渡辺博

史氏にお越しいただいたり、日本航空マニラ支店

長を経験された方をお招きしたりしております。

この企業分析という科目は、単に理論を学ぶだけ

ではなく、現実の経済社会の最新の動きをお話い

ただいていることもあり、学生の皆さんに大変好

評であります。

良心とは何か

　近年の同志社大学における教学上の変化につい

てお話をさせていただきます。私は現在、同志社

大学良心学研究センターに属しております。良心

学研究センターは神学部の小原克博先生がセンター

長を務めておられ、３年前に開設されたセンター

です。「良心」という言葉は同志社大学にとりま

して重要な言葉であります。新島襄先生が同志社

大学を設立された時に良心教育を強く主張されま

した。この研究センターでは、「良心とは何か」

という問いから研究を始めております。「道徳」

という意味における「良心」のみに研究対象が絞

られているだけではなく、心理・脳科学といった

分野まで含めた学際的な分析を主体として、研究

を進めているところに特徴があります。

　このセンターでは、同志社大学の全学共通教養

教育科目の複合領域科目として「良心学」という

科目を設置しております。その一つの科目を私が

科目代表として担当して開講しておりますが、良

心の実践をテーマにした科目であります。経済学

部からは私と横井教授が参加し、あとは商学部、

GRM（グローバル・リソース・マネジメント）か

ら先生にお越しいただいて講義を行っております。

　この「良心」という言葉が現代社会においてい

かに重要な意味をもってきているかを考えること

が、本講義における大きなテーマであります。私

の授業では経済において「善」と「悪」がどうい

う形で経済活動に影響を与えているかについて議

論しております。数年前に、食品偽装の話が大き

な問題になりました。食品偽装という問題が引き

起こした経済的問題の本質は、経済社会における

効率性の損失であります。食品偽装が問題になる

前は、食材がどこからきたかを詳細に公表する必

要がなかったわけですが、食品偽装の問題が起き

ると、食材情報の公表という仕事が生まれ、シェ

フの負担が大幅に増えたといわれております。な

ぜ食品偽装をするのかという問題を考えることが、

経済において良心を議論する一つの理由となって

おります。

　食品偽装や会計における粉飾決算という行為が、

利益を追求する行動から生まれてきているわけで

すが、それによって経済における効率性が低下し、

信頼が損なわれます。経済活動は信頼形成の上に

成り立っておりますので、信頼が崩れた場合、そ

れによって組織も非効率となり、経済における取

2017. 11. 25　父母会／高崎会場

同志社大学におけるカリキュラムの新しい動き

八木 匡（経済学部教授）
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禅的な教えが含まれているわけであります。

　禅思想と密接に結びついている文化の例として

茶道があります。京都にある大徳寺は、禅寺の代

表的なお寺です。大徳寺においても長い歴史の間、

茶道との関連性が深くあります。こういう歴史的、

伝統的な土壌の上で京都を理解することを同志社

大学の学生のみなさんに教えていく科目が「京都

科目」でございます。

　なぜ来年度開講になったのかですが、文化庁の

京都移転と深く関係しております。文化庁が京都

に移転することにより日本文化の最も本質的な部

分を世界の人々に発信していく、その意味におい

て文化庁が東京から京都に移転する意義は大きい

と日本政府が判断されました。同志社大学は文化

庁と研究面においても協力関係を結び始めており

ます。「京都科目」は、文化庁の移転を契機に開

設され、同志社大学で学ぶ学生たちが京都を本質

的に深く理解していただくことを一つの大きな目

的としております。

　このように近年、同志社大学におきましては新

たな問題意識、新たな時代的な転換を見越し、そ

れに対応すべく新しい科目群を設置する状況にあ

るということを皆様にお伝えさせていただきまし

た。私からのご挨拶はこれにて終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。

引も非効率なものになってしまいます。この意味

において経済において「良心」という問題は極め

て深刻な問題となっているということです。これ

が２年前から新しく開講された良心学講座の一つ

の焦点であります。

京都科目

　さらに来年から新たに開講される科目がありま

す。これも全学共通教養教育センターが開講する

ものですが、「京都科目」と呼ばれるものです。

同志社大学は京都にありまして、京都の文化的、

歴史的土壌のもとで教育を行っています。京都の

もつ歴史的、伝統的な土壌が大きな意味を持って

いることに世界の人々が注目しております。例え

ば、アップル創始者であるスティーブ・ジョブス

は禅という思想を深く学ばれたといわれておりま

す。多くの方が今、使っておられるアップル製品

のデザインは、ある意味で禅の思想であるミニマ

リズムを反映したものとなっているといわれてお

ります。スティーブ・ジョブスは頻繁に京都を訪

れ、京都のお寺をめぐり、禅の教えを学んだとい

われています。この禅思想はもともとインドから

生まれ、中国に渡り、中国から日本に入ってきた

教えでありますが、京都において大きく発展した

といわれております。この禅という考え方から能

という舞台芸術が生まれ、能の芸術性の神髄には
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　石川県庁労働企画課の大方です。先生が先程おっ

しゃった「アクティブ・ラーニング」など同志社

大学の取り組みは非常にいいと思います。企業の

求める人材にもコミットすると思っています。ぜ

ひ「学生プロジェクト」への参加を呼びかけてい

ただければと思います。

　私は、県外学生の就職のフォローアップを担当

させていただいております。石川に戻って「県内

就職をしたい」という県外学生とお話をさせてい

ただきますが、私自身、出身は岐阜県高山市でＩ

ターン組です。大学時代、どこに暮らしの拠点を

おくかと考えていた際に石川県を選ばせていただ

きました。石川県は住みやすいと自負しておりま

す。

　まず申し上げなければならないのは、平成27年

12月、同志社大学と石川県で就職支援協定を締結

したことです。県外に出た学生から、進学先の京

都での合同企業説明会や、京都で石川県の企業に

ついて知る機会が欲しいというニーズがあり、そ

ういう機会がないと帰ってきづらいという意見を

聞きますので、そういうニーズにきめ細かく応え

るために県内出身者に対して県内インターンシッ

プや合同説明会、就職情報をお渡しするために同

志社大学との協定も結ばせていただいております。

石川県のＵターン就職

　石川県のＵターンについての考え方です。石川

県は社会減が600名です。社会減がある都道府県

の中では600名は少ない数であり、石川県は比較

的緩やかに社会減していっていますが、減は減で

あるということで減を０にし、増にしていくこと

を目標にして、同志社大学はじめ県外大学との就

職支援協定を結び、大学と協働する形で石川県へ

の地元就職をフォローアップしております。現状、

県内高校を出た学生の６割が県外大学に進学し、

そのうち６割がＵターンしています。一方、高校

を出た時点での「地元に帰ってきたいか？」とい

うアンケートでは75％の学生が「帰ってきたい」

と答えており、実際の「石川県に帰ってくる」学

生割合と15％の差があります。京都の大学にいっ

て京都が楽しくなり京都に就職するケースや、石

川県に帰ってきたいが、石川県に就職できなかっ

たので近場で就職したという学生もおられると思

いますが、この15％のギャップを埋めるための取

り組みをしております。

　なぜ石川県がＵターン就職に力を入れているか

の理由として、企業側の「人材不足感」「人口が減っ

ていっていること」、この２点が挙げられます。

石川県の新規学卒者の内定状況は29年３月卒で

98.6％。県内の就職内定率で調査開始以来最高で

す。有効求人倍率は2017年５月の速報値で全国は

1.78倍、石川県は５月で1.9倍。全国的な売り手

市場というのは石川県に限らず、地方ほど人材不

足が顕著です。売り手市場というと学生は就職し

やすいのではないかと印象を抱かれがちですが、

そういうわけではなく、会社の規模、業種によっ

て状況は大きく変わります。規模で1,000人未満

の中堅企業の有効求人倍率は平均で3.43。それに

対してここ２年、1,000人以上の企業、学生が名

前を聞いたことがあるような企業に関して求人倍

率は下がっており、競争倍率は高くなっている。

業種別では、たとえば外に出た学生が石川県に帰っ

てきて真っ先に上る業種は公務員か金融ですが、

金融は0.19倍で、５人に一人しか採っておらず、

2017. 8. 26　父母会／金沢会場

石川県の就職事情

大方 駿之介（石川県庁労働企画課）

地
方
父
母
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職
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演
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振り向いてくれない。そもそも国があるかもわか

らない」と悲観的な話で、衝撃を受けて、その時

は何もいい返せませんでした。ただ、よくよく考

えてみると彼らがいう要因は、すべて「周りの環

境による幸せがないから絶望する」ということな

のです。就職でも周りの環境はもちろん大事で、

将来どうなるかわからない社会で「自分が幸せか

どうか」といい切れるのは「自分が納得した選択

をしているか」ということだと思っています。結

局、自分の幸せを決めるのは自分自身なのです。

将来の自分がおかれている「環境」、つまり仕事

内容や自己実現、QOL に自分が納得できるかどう

か。納得は「情報をできる限り自分で集めること」

「自分で考え抜く」「自分で決める」という、そ

の先にある。この３つを行った上で働き、「自分

の環境は自分が選んだ道」ということなら後悔し

ないのではないかと思います。

　この「情報を集める」という点についてですが、

就職は情報戦ですので情報をいかに集めるか、が

重要になります。情報をたくさん集めればいいと

いうことではなく、しっかり質のいい有用な情報

を集める。そういった点でトレンドになっている

のが「インターンシップ」です。今の就活は「イ

ンターンシップ」を除いては語れないと思います。

インターンシップとは「学生が在学中に自らの専

攻、将来のキャリアに関連した職業体験を学ぶこ

と」で、これが経済産業省の定義です。インター

ンシップは３年夏頃から始まるものですが、３年

の夏はまだ就活解禁されていません。今の就職の

スケジュールは３年生の３月に就職が解禁され、

４年生の６月に選考開始ですから就活が開始前の

時期です。しかし、インターンシップ制度が充実

してきたこともあり、実質、インターンシップが

就活の始まりに近いものになっています。石川県

が去年行った就活系イベントの一覧ですが、「イ

ンターンシップマッチング交流会」の参加企業、

参加学生がこの３年間で企業は７倍、学生は12倍

と大幅に増加をしています。大手人材会社の調べ

では就活を終えた学生に「インターンシップに行っ

たか？」というアンケートをとると大多数が、そ

公務員も似たような状況です。それに対して建設

業、流通業、製造業など、B to B の会社はまだ

まだ人が足らないということで規模や業種によっ

て差があります。製造業、流通業は B to B が多

いということもあり、学生が直に企業の名前を見

ることがあまりないため、よく調べずに就活に挑

むと、そういった企業にエントリーを出しません。

準備のない学生はどこにエントリーを出すかとい

うと、名前を知っている金融業や、1,000人以上

の会社となり、競争倍率が高い中で闘わないとい

けないというのが今の就活の状況です。十分な就

活準備をすれば内定はとれるという状態になって

いると思ってください。

　今、日本全国で未曾有の人口減少時代になって

います。下がり幅ですが、今まで日本人や世界が

経験したことがない下がり方となっています。人

が減っていくと経済が小さくなる。労働力が不足

していく。労働環境の話でいいますと人口が増え

ていく中で形成されてきた年功序列、終身雇用と

いう常識が通用しない時代がくる可能性が高いと

いわれています。一方で、技術革新の加速、たと

えば、AI の普及や IoT、ビックデータ、オートメー

ション化などで労働力が余る方向に向かう要素も

あります。「労働力が余る」方向にいくものと「労

働力が足りなくなる」方向が共存している。つま

りは労働を取り巻く環境が確実に変化していくと

いうことです。「未来はどうなるかわからない。

大企業も有名企業も潰れるかもしれない」という

不安を感じる学生も多いです。とはいえ今、存在

しない仕事を見つけて「就職してください」とは

なかなかいえない。これまでの世界の常識が変わ

るということで先行きは不確実な状態になってい

ます。

納得した選択をしているか

　この間、東京生まれで東京の大学に通う学生と

話す機会があり、今の学生たちは何を考えている

か問いかけたのですが、学生の答えは「今は絶望

しかない」というものでした。「自分が年老いた

頃には年金もないかもしれない。政治もそれほど
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とを肌で感じることができます。仕事内容に限ら

ず、通勤時間や職場環境、雰囲気、人間関係が良

好かどうか、女性の場合は育休、産休とかを自分

のライフプランと照らし合わせながら考えること

ができます。２つ目は生の情報がえられる。実際

に企業で働く人たちから聞く良さや課題をホンネ

で聞くことが大事になります。このようにインター

ンシップの重要性が増すことにより、就活スケ

ジュールが３年前、後倒しされたのが、今は逆に

早期化していることをご理解ください。石川県で

は冬のインターンシップをマッチングするイベン

トを12月26日に開きます。東京、関西から無料バ

スが出ます。帰省の際乗っていただき、ぜひ参加

していただければと思います。昨年は73社、学生

500名でしたが、今年は200社、1,500名を見込ん

でいます。

石川県で働く魅力

　QOL（生活の質）に関して、石川県は優れてい

ます。石川県で働く魅力を４点にまとめますと、「若

者がいきいき働く」「女性がいきいき働く」「企業

もいきいき」「暮らしやすい」、この４点です。

　「若者がいきいき働く」とは石川県は「若者の

正社員率と有業率」が全国屈指の高さです。実際

に働く人たちの話を聞きますと「大企業の歯車と

して働くのではなく、自分自身として個性を生か

しながら働ける」という声もあります。25人の石

川で働く若者の話が「ジョブ NAVI 石川」サイト

に載っていますのでぜひともご覧ください。

　「女性がいきいきと働く」についてですが、待

機児童０、延長保育実施が全国で４番目に高く、

共働き率が高くなっています。共働きが多いと自

己実現以外に金銭的にも変わってきます。一馬力

より二馬力の方が金銭的な余裕があり、例えば将

来、お孫さんを大学に出す時の余裕も変わってき

ます。そういった点で、夫婦の共働き世帯の割合

が大きく、女性の就業率が全国一位、中学や高校

で習うＭ字カーブの谷が低いなど、女性が働く環

境が整っており、それだけ女性が働きやすい事は

生活の余裕につながります。田舎は初婚が早いと

の会社や同じような業種の会社のインターンシッ

プに参加しています。インターンシップをエント

リーシートのネタにする学生も少なくありません。

なぜ学生がインターンシップに注目しているか。

学生がインターンシップに参加するメリットは大

きく３つあるといわれています。１つ目として「情

報入手が早く」、かつ「多岐に渡る情報」がえら

れる。「他大学との情報交換のネットワークを構

築することができる」。Ｕターン就職の場合は特

に重要で、京都にいて就活のハウツーを友だちと

交換することは大事ですが、金沢の情勢について

金沢の大学生とコミュニケーションをとることも

大事になる。２つ目は RJP（Realistic Job Preview）、

「仕事情報の事前開示」による早期離職の防止で

す。たとえば「３年以内の離職率」は会社選びの

基準の一つになりますが、早期離職を防止するた

めにも実際に働く業界がどういうものかを知って

いただくことがメリットになります。３つ目は内

面的な話ですが、働くことに対する意識を高める

ことができる。アクティブ・ラーニングのように

実際に働くことにふれないと学生の意識は醸成さ

れないのです。就職することに対して意識を醸成

することができる。この３つのメリットがありま

す。学生のメリットはこの３つですが、これは裏

返すと企業のメリットにもなる。企業からしても

学生と早期に接触をもてる。企業が求める人材像

を学生に提示できる。インターンシップは意義あ

るものになっております。

　「企業が求める人物像」について余談ですが、

学生に「企業が自分に求めているものは何だと思

いますか？」と聞くと「スキル」「過去の功績」

が求められていると答える学生が多い。それも確

かに大事ですが、企業が求めているものは「主体

性」「意欲」「問題発見力」「問題解決力」「コミュ

ニケーション能力」という「人間力」です。先程

「社会人基礎力」の話もありましたが、そこが重

視されています。学生にはそういう視点でのアド

バイスをしていただければと思います。

　学生がインターンシップ参加で得られるものに

ついてですが、１つ目として実際に働いてみるこ
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いうこともありますが、女性の有休のとりやすさ、

産休のとりやすさも関係しているのではないかと

思います。総じて、「ワークライフバランス」が

とれたライフプランを形成しやすい点も石川県の

強みです。平成17年以降、ワークライフバランス

表彰を企業向けに制度化して順番に表彰していっ

ています。企業もワークライフバランスを大事に

しています。

　「日本で、世界で輝く企業」に関しては、石川

県は「ものづくり立県」といわれています。世界

的にも高いシェアを確保している「グローバルニッ

チトップ企業」100社の中に石川県が６社入って

います。東京、大阪、愛知に次いで全国４番目の

多さです。これを全国で見ると公表しているだけ

で57社、公表を希望しないところも含めると80社

以上あります。海外支社をもっている企業も増え

てきています。ただ学生にこの一覧を見せて「知っ

ている企業があるか？」と聞いても学生はなかな

か知らないのです。多くが B to B 企業で知られ

ていない。B to B は B to C に比べ流行り廃りが

なく、安定しているといわれています。きちんと

した技術を提供して安定した経営を続けることが

できるよさがある。石川県はそのような優良企業

が多く、「石川県の企業を知らないともったいない」

と書かせていただきましたが、まずは石川県の企

業を知っていただくことが大事だと思っておりま

す。

　４番目はみなさんも肌に感じておられると思い

ますが、「暮らしやすさ」についてです。通勤時

間で30分未満が石川県では７割、首都圏のサラリー

マンに理想の通勤時間を聞いたところ平均で35分

でした。通勤では時間的な余裕があり、また、金

銭面でも、地価も安く、アパートを借りるにして

も５万円用意しても東京ではワンルームしか借り

られないが、金沢の便利なところで１DK 程度と

いう余裕もある。県の初任給は全国のランキング

で真ん中で平均程度です。大都市圏の東京23区、

大阪、名古屋、横浜は高くなる。しかし収入は高

くなっても支出の面で東京、横浜、名古屋、大阪

では必要経費がかかってきます。金沢は必要経費

が小さくて済む、収入かから支出を引いた可処分

所得は石川県の方が多くなっているという表です。

子ども二人を大学まで育て、老後80歳まで生きた

と仮定して一生で石川と大都市圏ではどれだけ違

うかと申しますと、1,700万円、石川県の方が貯

蓄できると試算されています。それだけ金銭的に

もお得だということです。

　また、治安や災害が少なく、「住みやすさラン

キング」ベスト50の中に県内６市がランク入りし

ており、ベスト10に３市がランクインしています。

皆さんのお子さま方はそれだけいいところに生ま

れ育ち、教育を受けているということです。正社

員比率、自殺率、出生率、持ち家率などを指標と

して導き出された「幸福度」ランキングは石川県

は第５位であり、石川県は幸せな県であるという

ことです。機会があればお子さま方との話題にし

ていただければ、うれしい限りです。

　学生が企業の情報収集をするためのサイト「ジョ

ブ NAVI 石川」は先ほどのインターンシップマッ

チング交流会への申し込みサイトでもあります。

そのほか様々なイベント情報や石川県企業の情報

を記載している石川県の就職のバイブルです。「ジョ

ブ NAVI 石川」に登録しておくと安心ということ

でお子さまに促してあげてください。

　11月23日、石川県地場産業振興センター（会場

は予定）で大学担当者、リクルートキャリアを招

き、就活の動向についての保護者向けの就活準備

セミナーを開き、また大学キャリアセンター担当

者と保護者の意見交換会をもちます。また、12月

９日には、関西すべての大学に通う学生を対象と

した北陸３県の業界説明会を立命館大学で開催し
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ます。就活が早期化している中、就活解禁前の12

月、企業と接触をもてるということで有用な場で

す。「石川就職フェア」、北陸最大の合同企業説明

会も３月10日に産業展示会場であります。それぞ

れぜひ来ていただければと思います。

　就活において学生と保護者で喧嘩が多いと聞き

ます。私も学生時代、親と衝突したことがありま

した。企業に何社もエントリーを出してもいわゆ

るお祈りメールが届き、学生が自信をなくしてい

る時、あれこれいうことは逆効果です。アンケー

トで「就職に際して保護者に何を求めるか。何を

感謝しているか」を聞いたところ「自分のグチや

弱音を延々と聞いてくれた」ことが第一位です。

就活で弱った心を癒していただければと思います。

保護者の方は学生にとって一番近くにいる、働く

大人です。学生にとって最大のメンター、方向指

示者となります。辛い時は寄り添ってあげてアド

バイスや意見を求められた時には、できればやさ

しく、ご自身の経験をもとにお話していただけれ

ばと思います。

　就職先をぜひとも石川県に帰ってきていただけ

ればうれしいですし、同志社大学と協定を結んで

いることもありまして同志社大学の学生であれば、

精一杯フォローアップいたしますので、必要に応

じてお気軽に、石川県庁労働企画課、「ジョブカフェ

石川」にご連絡いただき、使っていただければと

思っております。ご静聴ありがとうございました。

お問い合わせ先　�

　石川県での就活はジョブ NAVI 石川へ！

HP https://jobnavi-i.jp/

・ジョブカフェ石川（Tel：076-235-4535）

・石川県商工労働部労働企画課

　　　　　　　　　（Tel：076-225-1532）
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　岐阜県のＵターン就職についての取組みについ

てお話しさせていただきます。本日、この建物内

では、１階で岐阜新聞主催の「合同企業説明会」、

隣の会場では、就農支援のセミナーが開催されて

います。そして、この会場では大学生のＵターン

就職についてお話しする機会を得ております。こ

のように、地域経済を盛り上げていくために、岐

阜県全体で、県内各地で、多様な取り組みを通じ

て、若い方々の活力に期待している動きが見られ

ます。

　さて、同志社大学と岐阜県は昨年８月に、「就

職支援に関する協定」を締結しています。岐阜県

出身者の多い大学と順次協定締結しており、現在

では、11の大学と締結をしています。同志社大学

は関西地区で初めての締結校です。昨年８月、松

岡学長と知事との間で締結書を交わしております。

県としては、同志社大学で学んだ優秀な学生さん

にぜひとも県内で活躍していただきたいと、さま

ざまな機会を捉えて県内で働くことの魅力を情報

発信しているところです。

県内の雇用情勢

　さっそくですが、まず初めに「県内の雇用情勢」

についてご紹介します。有効求人倍率は雇用情勢

をはかる指標となるものですが、本県でも年々上

昇しており、昨年度平均1.72倍となっております。

全国で３番目に高い数字です。最新の数値では、

７月の有効求人倍率が1.8倍です。有効求人倍率

とは職を求める人一人に対して仕事がどれだけあ

るかという指標です。正社員に限ってみると1.27

倍となっており、平成27年度以降、連続して１倍

を上回っている状況です。これは全国的に見ても

高い水準であり、本県では、選ばなければとにか

く職はあるという状況です。県内の大学生の内定

率も、昨年度末で97.2％と過去８年間で一番高く

なっております。来春の卒業生については、マイ

ナビで全国データが出ていますが、７月末での内々

定率が78.9％。概ね１カ月早い就職活動と言われ

ております。高校生の内定率は、ほぼ100％で、

全国平均を上回っています。雇用、失業情勢が改

善され、その分、企業は人手不足で、採用意欲は

高いといえます。

　このような売り手市場にあって、保護者の皆さ

んに注目していただきたいことは２点です。一つ

は「職種によるミスマッチ」です。業種別に有効

求人倍率を見ると、保安、建設、介護関連の求人

は４倍以上、なかには８倍にもなっております。

一方、事務職は１倍を切っています。求職者のニー

ズと求人のニーズは一致していない。有効求人倍

率が高くても、思ったところに就職できない学生

もいるということです。

　２つ目は「離職率」についてです。新卒で就職

して３年以内の離職率は中卒７割、高卒５割、大

卒３割、「七五三現象」と言われますが、大学を

卒業して新卒採用されても３割程度が３年以内に

離職してしまう状況が続いております。決して離

職、転職を問題視しているわけではなく、十分な

スキル、知識をもたないまま離職、転職を繰り返

すと、キャリアアップしにくい可能性があること

を指摘したいと思います。新卒で、最初の仕事選

びの際に、自分にあった企業選び、キャリアアッ

プやライフプランを見据えた就職先の選択が重要

になるかと思います。

岐阜県へのＵターン就職

森島 恵理子（岐阜県商工労働部産業人材課人材確保係長）
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は名前は知られていないが、国内や世界でトップ

シェアを誇っている、またはグローバルな事業展

開をしている企業も多く見られます。こういう企

業は「B to B 企業」「企業間取引」といわれますが、

名前は知られていなくとも、業界内では有名な企

業という視点も重要になるかと思います。

　もう一つの視点として、100年続く「長寿企業」

があげられます。テレビ番組でも採り上げられた

りしますが、そういう企業にあっては企業の歴史

の中でさまざまな試練を経て確固たる経営理念を

もつ、そういう歴史を経て、地域にとってなくて

はならない存在として発展してきている企業といっ

た点にも注目していただきたいと思います。

活躍しやすい企業を選ぶ

　昨年度、県内企業で働く若手社員にインタビュー

を実施して、「どうしてその企業を選んだのか」

とお尋ねしました。今、充実した社会人生活を送っ

ている方々ばかりでしたが、いくつか紹介します

と、「自分がやりたいと思った仕事ができる」「一

人に課せられる仕事への期待、責任が大きい」「管

理職や経営層との距離が近い」といった点をあげ

ていました。企業の中での働き方、活躍できるか

という視点で、中小企業の良さが際立ってくると

感じました。会社とともに成長できる環境、働き

方が重要かなと思います。知名度、名前にとらわ

れることなく、企業選びをしていただきたいと思

います。

　また、能力を発揮し、活躍しやすい企業を選ぶ

ことは、キャリア形成上、大きなポイントになり

ます。国や県では、客観的な基準に基づいて企業

「隠れ優良企業」と「長寿企業」

　就職先選び、企業選びの参考として、「本県の

産業や企業の特色」についてご紹介したいと思い

ます。県内企業のほとんどは中小企業です。約

75,000社のうち99.9％が中小企業に分類されます。

これは全国的にも同じ状況です。岐阜県の場合は、

大企業は約100社、上場企業は約30社ございます。

中でも、岐阜県を代表する産業は製造業です。県

内総生産、県内の GDP を産業別に表した円グラ

フをご覧いただくと、名目４兆1,000億円のうち、

４分の１は製造業が占めています。従事者数を見

ると、製造業で働く方が４分の１を占めます。

　では、製造業といっても何をつくっているか。「地

区別出荷額ランキング」を見てみます。各地区に

よって特色があることがお判りいただけます。自

動車関連の業種が多いものの、西濃地区ではプラ

スチック製品、東濃地区は窯業関連、飛騨地区は

化学薬品関連というように、主力となる産業の集

積がみられることがわかります。繊維、陶磁器関

連、モザイクタイル、洋食器、刃物などは、地場

産業として根付いていて、全国的なトップシェア

を誇っております。

　われわれは会社、企業というと、名前が知られ

た企業、コマーシャルに出てくる企業、商品名を

知っている企業を思い浮かべますが、県内企業に

は全国的に知られた企業はあまりありません。た

だ、実は優良企業、実績を上げている企業はたく

さんあります。そこで、「隠れ優良企業」を見つ

けるポイントを、キーワードを交えてご紹介した

いと思います。

　まず、「OEM 企業」に注目してみてください。

自社ブランドの製品を製造しているわけではなく、

企業名を公表しない形で、有名ブランドの製品を

生産している企業です。例えば、誰もが知ってい

る大手レジャー施設のお土産をつくっているお菓

子メーカーさん。有名な食器メーカーのコーヒー

カップをつくっている企業。規模は中小企業です

が、仕事は大企業といえるかと思います。

　また、部品・原材料を生産しているので一般に
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　県では特にインターネットを通じた情報発信に

力を入れています。４月に、ポータルサイトを立

ち上げました。岐阜の就職応援サイト「岐阜で働

こう ～GIFU JOB GUIDE～」です。チラシをご覧

ください。イベント情報も掲載しています。県が

主催する合同企業説明会だけでなく、経営者協会、

商工会議所、市町村で実施するもの、マイナビ、

リクナビ、岐阜新聞などが実施する就職支援イベ

ントもできるかぎり網羅する形で、イベント情報

を掲載しています。日程の都合もあるかと思いま

すので、これらの情報で参加できるものに参加し

ていただくといいかと思います。

　実際に働いている人の声を聞くことは大事です

し、その機会として有効なのがインターンシップ

や企業見学会です。インターンシップについては、

インターンシップ推進協議会を設けて、ホームペー

ジでも受け入れ企業の掲載をしています。「岐阜

県の企業でインターンシップをしませんか？」と

いうことでチラシも入れております。

　次にご紹介したいのは、単発イベントです。12

月１、２日、岐阜メモリアセンターで大々的に開

催するイベントです。通常、就職イベントは３年

生対象ですが、１～３年まで幅広く対象としてい

ます。昨年度初めて開催し、1,600人以上お集ま

りいただきました。１、２年生も参加できるイベ

ントがあると喜んでいただきました。約200社が

ブースを設置し、企業の担当者と対面で話ができ

ます。企業によっては学生たちに向けてプレゼン

を実施することもあります。保護者の方も聞いて

いただけるセミナーも開催しています。昨年度も、

保護者の方々にたくさんご参加いただきました。

就職活動についていっしょに話す機会になるかと

思います。ぜひご参加ください。

　３年生の学生さんには、「合同企業ガイダンス」

を開催します。大阪、名古屋でも開催します。就

活解禁の３月１日の直前に開催されるイベントで、

たくさんの学生さんにご参加いただいています。

　最後に、Ｕターン希望者の方へは奨学金もご用

意しています。今年度の募集は締め切っておりま

すが、ホームページ等で情報発信しますので、年

選びの指標となる「認定制度」を設けています。

例えば、「仕事と家庭の両立支援に取り組む企業」

として、「ワークライフバランス推進企業」をご

紹介します。これは、企業が行動計画を作成し、

登録する制度ですが、昨年度末時点で県内に、2,762

社あります。その中でも、特に優れた取り組みを

行う企業については、県から「エクセレント企業」

として認定されています。エクセレント企業は、

69社あります。企業パンフレットをご覧になる際

に、注目していただければと思います。具体的に

は、「事業所内保育所を併設して、職員の勤務形

態にあわせてお子さんを預けることができる」「男

性の育児休業取得を推進し、すでに何名も取得し

ている」「男性が多い業界であるが、女性の活躍

を全面的にバックアップしている」などの取り組

みをしている企業さんがあります。また、国の制

度として、「子育て」「女性の活躍」「若者の育成」

それぞれの視点で認定制度がありますので参考に

してください。

Ｕターン就職を進めるための取り組み

　Ｕターン就職を進めるためにも、県では若者の

就労を支援する拠点「総合人材チャレンジセンター」

を設置しています。専門のキャリアカウンセラー

が相談に応じており、三大都市圏での出張相談も

実施しています。大阪にも月２回ほどシティプラ

ザ大阪にスタッフが出張していますので、よろし

ければ気軽に立ち寄っていただけたらと思います。

資料の中にも出張相談のご案内をしておりますの

で、お子様にご紹介いただけるといいかと思いま

す。

　そして、こういう動きを加速させるために、今

年度４月に新たな事業展開として新しい拠点を立

ち上げました。「中小企業総合人材確保センター」、

通称「ジンサポ！ぎふ」です。ここでは企業向け

の支援を行っています。採用力向上、働きやすい

職場づくり等、企業への支援を強化しています。

県内企業もどんどん変わってきていると実感しま

す。行政と産業界、関係機関が一体となって優秀

な人材を呼び込もうと事業展開しております。
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度末から年度当初に、改めてご検討ください。

　私も県外に進学したのち、Ｕターン就職しまし

たが、県内企業の情報はなかなか手に入れること

ができなかった記憶があります。ただ、県外に出

たからこそ、地元への愛着心が高まり、両親への

感謝の気持ちも生まれました。保護者の皆様にも、

県内の身近な企業のよさ、地域経済を支えている

魅力的な企業、その一員として地元で働くことに

ついて、これを機会にお考えいただき、お子様に

アドバイスいただけるとありがたいです。もちろ

ん、岐阜県内には「ローカルに働き、グローバル

に活躍する人材」もたくさんいます。いろんな活

躍の仕方があるかと思います。不安な点などござ

いましたら、保護者の皆様も相談窓口をお気軽に

ご利用いただけたらと思います。本日は、貴重な

お時間をいただき、ありがとうございました。

お問い合わせ先　�

　岐阜県商工労働部産業人材課

　　電話　058-272-8406（直通）

　　 Fax　058-278-2676

　　ＨＰ①岐阜県のトップページ

　　　　　http://www.pref.gifu.jp/

　　　　②ギフの就職応援サイト

　　　　　「岐阜で働こう～GIFU JOB GUIDE～」

　　　　　https://www.jinzai-gifu.jp/

　　　　③学生の方への相談窓口：ジンチャレ！

　　　　　（ジンサポ！ぎふ就労支援部門：

　　　　　 学生の方）

　　　　　https://www.jinzai-gifu.jp/gakusei
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　株式会社マイナビの相木と申します。副編集長

という立場からマイナビの広報活動をしておりま

す。また広報業務だけでなく就職情報のご提供や

就職活動のサポートなども行わせていただいてお

ります。今日、お話させていただく内容は３点で

す。まず「今の就職環境について」です。就職活

動の全体像をお伝えします。就職活動で求められ

る力は今も昔も似通っていますが、スケジュール

やその間に受ける選考や求人情報の見方など、昔

と異なる部分もあります。次に「就職活動のポイ

ント」です。就職活動の準備において行って欲し

いことをお伝えします。最後に、「ご家族ができ

る望ましい支援」です。逆効果になってしまう事

例にも触れさせていただきます。

今の就職環境について

　日本経済新聞等で新卒の求人倍率が発表されて

います。今年の４年生、修士２年生を対象とした

学生の求人倍率は1.78です。前年が1.74で、その

前が1.73でしたので、ほぼ変化がありません。求

人倍率ですが、1.6を超えると学生に有利な状況、

いわゆる「売り手市場」であるといわれています。

100人の学生に対して178人分の求人があるという

考え方ですので、学生は選り好みさえしなければ

どこかに就職できる程、求人数があります。2000

年卒の求人倍率は0.99でした。「ロストジェネレー

ション」という言葉が出た程で優秀な学生だとし

ても100人いたら１人は就職できない。そのよう

な時代があったことを考えると今は比較的恵まれ

た環境です。準備をしっかり行えば自分の関心の

高い、興味のある、志望度の高い企業を受けるこ

とができる状況です。

　全体の数字は1.78ですが、従業員規模別で見ま

すと1,000人以上の企業は0.71。1,000人未満の企

業は3.43と違いが出てきます。300人未満の企業

の求人倍率は6.45ですが、5,000人以上の企業は

0.39です。1.78というのはあくまで全企業を対象

とした平均値であるということです。5,000人以

上の企業、つまり大手企業を狙うとなるといくら

売り手市場であっても、そう簡単ではありません。

３人に１人ぐらいしか競争に勝つことができない

状況です。誰もが知っている憧れの人気企業になっ

てくると、エントリーした学生総数が10万人に及

ぶような企業もあります。この企業が仮に内定を

100人しか出さないとすると求人倍率は0.001倍と

なります。求人倍率の全体平均は1.78倍ですが、

0.001倍という企業も珍しくないということにな

ります。

　昨今、学生は大手企業を望む傾向が再燃してい

ます。少し前までこのような志向は落ち着いてい

ましたが、売り手市場になるにつれ「せっかくだ

から大手企業、有名企業を狙いたい」と考える学

生が増えるようです。もう１点、傾向が非常に高

まっていると感じるのは安定を望むところです。

大手企業が必ずしも安定しているという時代では

ないのですが、やはり「大企業の方が安定してい

るだろう」という理由で大手企業を狙う学生が増

えています。先ほどもお伝えしましたが大手企業

の求人倍率はそれほど高くなく、競争率も高くなっ

ています。大手企業、中企業、小企業とあります

が中小企業も基本的な選考スケジュールは大手企

業と変わりません。就職活動の最初は大手企業だ

けを受け、ダメだったらその後に中小企業を受け

昨今の就職事情～保護者に期待される役割とは～

相木 良介（マイナビ副編集長）
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　情報源となる求人票は、どこで見ることができ

るか。まずは「大学内で管理されている求人票」

です。そして、我々のような会社が運営する「就

職情報サイトに掲載されている求人票」です。マ

イナビ2018、マイナビ2019がこれにあたります。

この２つに求人票は収束されていると思っていた

だいて結構です。これらを見て学生が応募します。

学校に届く求人票も最近では、「マイナビ2018か

らエントリーしてください」と就職情報サイトに

誘導している企業が増えているので結局は就職情

報サイトを使っていただいています。このエント

リーというのは「受験します」という意味ではな

く「資料請求」という意味です。資料が送られて

くるということはあまりありませんが、「御社に

興味があり、説明会情報や次に進む情報がある場

合は教えてください」と意思表示を企業へ送るこ

とがエントリーにあたります。エントリーの作業

をしておかなければ追加情報はきません。学生か

ら個人情報を送信してもらわないと追加情報を送

ることができませんので、興味があるところには

エントリーをして追加の情報収集をしていくこと

になります。その後、選考試験があります。

　筆記試験より先にエントリーシートが先に行わ

れるケースが多くみられます。エントリーした企

業にエントリーシートを出す割合は半分程で、40

社エントリーを行ってエントリーシートを出すの

は20社くらい。エントリーとエントリーシートは

異なります。エントリーは先ほど説明しましたが

あくまでも意思表示です。その後に提出するエン

トリーシートで選考されます。その後行われる面

接は従来からありましたので、昔と今の就職活動

で異なるものといえば「エントリーシート」だと

思います。20年くらい前は、ごく一部の企業がエ

ントリーシートを導入しているくらいでほとんど

の企業が行っていませんでした。現在は半分くら

いの企業がエントリーシートを導入しています。

特に大手企業は顕著で大半の企業がエントリーシー

トを導入しています。エントリーシートは履歴書

に書かれている質問に加え、企業が独自で設定し

た質問を設けているものだとご認識ください。こ

るという動きをする学生がいます。もちろん求人

自体はあるのですが志望者が多い中小企業はこの

タイミングだとそれほど残っていません。就職活

動の最初の段階から大企業だけでなく中小企業も

視野に入れること、同じスピード、同じ段階で中

小企業に着目して動く必要があることをご認識い

ただければと思います。

　学生から発見しやすい大企業は B to C の企業

に集中しています。対して発見されにくい企業は

B to B の企業です。B to B の企業は大手企業、

優良企業、シェアが高い企業だとしても、消費者

向けにビジネスは行っていないのでテレビコマー

シャル等を行いません。消費者が知りえる機会が

少ないのですが学生はまだまだ消費者目線です。

社会人から見ると良い企業でその業界の人ならば

わかる企業でも、なかなか学生はそこに目を向け

ることができません。いかに B to B 企業に目を

向けることができるか、というのは就職活動にお

いて重要なポイントになります。B to C 企業は

発見されやすいかもしれませんが、果たしてその

企業が優良なのか。社会人の目から見てこの企業

はどうなのか、というアドバイスは学生にとって

大変有効になると思います。

　就職環境についてまとめます。企業の採用意欲

は引き続き高くなっています。東京オリンピック

もあり、あと１年から２年はこのような状況が続

くでしょう。景気変動に少し遅れる形で雇用情勢

が変動します。リーマンショックの時も経済が悪

くなった少し後に、求人倍率が大きく下がりまし

た。次にポイントとなるのは、採用学生数より学

生の質を重視した採用を行っているところです。

採用学生数を重視する企業はほとんどなく、採用

する学生の質をしっかり見極めて採用する企業が

多くなっています。従業員規模によって求人倍率

はずいぶん違いがあり、全体を一括で見てしまい

「売り手市場」と判断してしまうと、間違った解

釈が出ています。

　就職活動の全体像ということで、現在の就職活

動をお話させていただきます。
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トを出さずに待っていて結局６月１日にどこにも

呼ばれずそこから中小企業に切り替えていく、と

いう学生も見られました。最初の段階から大手だ

けではなく、中小企業も含めてエントリー活動や

説明会に参加しておかないと、このように数カ月

後に気付き、就職活動を再スタートすることになっ

てしまいます。

　今年の首都圏大手企業の採用動向を見てみると、

ほとんどの企業が６月の中旬に今年の採用活動を

終了しました。先ほどお伝えした「６月から選考

開始」と指針ではいっておきながら、６月の中旬

には大半の企業が採用を終わらせているという結

果です。選考ですが一昨年は８月スタート、昨年

は６月スタートでしたがどちらの年も企業は学生

をうまく集めることができなかったと認識してい

ます。そのため、４月、５月くらいから６月１日

から２日の間に来てくれるコアな学生を確保する

ために、各企業が施策を行っています。学生も６

月１日に呼ばれた企業に行けば内定をもらうこと

ができます。内定式を10月に行うことは以前から

変わっていないので、６月中旬から就職活動を再

スタートしたとしても、10月の内定式に間に合う

よう就職活動していくことが理想的な流れになり

ます。一方で、12月まで採用活動を継続している

企業も多くあります。年が明けてしまうと継続企

業数は少なくなりますので、再スタートをした学

生も年内までには内定をもらうように動いていく

のが重要なポイントかと思います。

　内々定率はここ数年、高くなっています。今の

４年生のデータでは６月に73.3％、７月に78％、

８月になると82％まで高くなっています。このデー

タを大学の職員の方へお伝えすると「こんなに高

くない」といわれます。マイナビのアンケートは、

就職活動を行いながらアンケートに応えてくれる

学生層のデータになるので、少し高ぶれしてしま

うのが原因でしょう。しかし就職率の高い大学で

は妥当なデータだとお返事いただくことも多くなっ

ています。今の就職活動は一言で「超短期決戦」

です。３月１日からエントリーを開始しますが、

その後企業から来るレスポンスがものすごく早い。

のような選考がありますので、それに対応してい

く準備を行う早期から行っていく必要があります。

　就職活動のスケジュールをお伝えしますと、ま

ずは３月１日に採用情報の掲載がスタートします。

今の４年生で、３月から始まるスケジュールに変

わって３年目になり、今の３年生も３月１日から

始まることがほぼ決まっています。以前のスケ

ジュールは12月１日から掲載スタート、エントリー

開始でした。現在のスケジュールでは３月１日か

ら企業へエントリーを行います。

　経団連の指針において「６月から選考開始」と

設定されています。経団連関連企業は2,000社以

内と聞いています。一方でマイナビの掲載企業は

20,000社程度。もちろん、マイナビに掲載してい

ない企業もたくさんあります。「我々は６月から

選考を開始します」という企業は経団連関連企業

だけと考えてもいいかもしれません。つまり、６

月選考開始という言葉はほとんど関係ないと思っ

てください。この指針の中でもエントリーシート、

筆記試験は WEB の実施であれば６月より以前か

らでも行って良いと設定されています。また面接

に関しても「座談会」と称して、企業の先輩社員

と学生を何人か集めて話をさせてグループディス

カッションのように学生を評価している、といっ

たことが４月頃に行われていました。パフォーマ

ンスがよかった学生には次の連絡がきます。これ

を進んでいった学生の中には「君はもう合格だか

ら６月１日に来てください」と企業から連絡が来

ます。指針上「内定」とはいえませんので「合格」

と学生に伝えます。連絡が来た状態で６月１日に

企業に訪問すると当日に「内定」が出る、という

流れで就職活動を進めることが決して珍しくあり

ません。逆に上記の選考のどこかで落選してしまっ

た学生に対して企業は「落選」の連絡をしません。

連絡をしてしまうと「選考した」といっているこ

とになってしまうからです。勘のいい、もしくは

アンテナをしっかり張ることができている学生で

あれば、連絡がないことの異変に気付くことがで

きると思いますが、「まだダメとはいわれてない

から」と淡い期待を抱いて追加でエントリーシー
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エントリーシートの締切りが３月中の企業も珍し

くありません。３月から採用情報の掲載開始とい

うスケジュールですが３月には選考が行われてい

ます。学生は３月就職活動を開始しますが、開始

後すぐにエントリーシートの選考内で、志望動機

や自己 PR を書かなければいけません。３月から

本当に就職活動をスタートしていてはこのスケ

ジュールに追いつきません。２月末までにしっか

り準備をした状態にしておき、３月１日から一気

にスタートをできるようにしておきましょう。３

月１日に一気に走り出すことができるかどうかが

ポイントです。

　インターンシップが劇的に増加をしています。

３月１日から企業は採用情報を広報開始できます

が、このスケジュールだと選考開始の６月１日ま

でにできる広報量が絶対的に足りないと考える企

業が多くなりました。本来は、インターンシップ

と採用は切り離して行わなければいけません。こ

れは国の方針としてもいわれていることです。し

かし実態は採用とインターンシップを関連づけて

いない企業がほぼいないように思います。採用と

インターンシップを直結させている企業は多くな

いですが、何かしらの形でつながりを持たせてい

ます。例えばインターンシップに参加した学生に

のみ、説明会の案内を少し早めに出す、コンタク

トを追加で取るといったことを行っています。ま

たこれを目的にインターンシップを行っている企

業も少なくありません。インターンシップは採用

活動ではないといわれますが、採用活動の序章と

して使われているのが今の実態です。以前のスケ

ジュールでは、学生のインターンシップ参加率は

２割から３割でした。しかし今ではインターンシッ

プに行く学生の割合が増え、去年のマイナビの調

査では67％と７割近くの学生が参加しました。今

年の参加率ですが、日本経済新聞の記事で夏の段

階で７割を超えていると出ていました。最終的に

は８割くらいの学生がインターンシップに参加す

るのではないかと予想しています。大学で認めて

いるインターンシップは５日間以上ですが、現状

企業が行っているのは１日、２日だけのものが多

くなっています。それをインターンシップと呼ぶ

かどうかという議論もありますが、この短期型の

ものをインターンシップに含めると、ほとんどの

学生がインターンシップに参加しています。イン

ターンシップに参加をして、しっかり準備した状

態で３月１日を迎えられる学生と、インターンシッ

プに参加していない、もしくは参加はしたが、そ

こからほとんど何もしていない学生との間で就職

活動準備の質の二極化が進んでいます。準備がで

きていない学生は、もちろんスタートダッシュに

出遅れます。今の就職活動は短距離走ですので、

スタートに遅れるということは致命傷になりかね

ません。それが尾を引いて内定時期が遅くなり志

望度の低い企業からしか内定がもらえなかった、

ということにもなりかねないのです。

　インターンシップの参加率と内定獲得率は親和

性の高さが強く出ています。６月の調査になりま

すが、文系男子女子、理系男子女子、理系の院と

学部など、全てのカテゴリーでインターンシップ

に参加した学生の方が内定をとっている率が高い

と出ています。これはインターンシップに行った

から内定率が高いという意味ではなく、内定を早

い時期にとれている学生はインターンに参加して

いる、就職活動でしっかり活動ができている学生

はインターンシップに参加している、そして結果

的に内定をもらえているということです。体育会

に所属しているなどの特殊な状況を除き、多くの

学生はインターンシップに行っておかないと出遅

れてしまうと思っていただければと思います。

　ではそのインターンシップ実施時期とこれから

の実施予定時期ですが、インターンシップといえ

ば夏、８月から９月に実施されるイメージがある

かと思います。ただ３月に採用情報の広報開始の

スケジュールになり、直前の２月にインターンシッ

プを実施する企業が大きく増えました。そして学

生もその時期に参加する方が大きく増えました。

企業の実施目的は就職活動スタート直前のタイミ

ングで自分の企業を知ってもらい、３月の説明会

に来てもらいたいわけです。近年の流れでは３月

にエントリーしてもらうために２月にインターン
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シップをやる企業が多くなっています。今年のイ

ンターンシップについてですが、ポイントは経団

連が指針を変更したことです。経団連は大学と同

じように「５日間以上でないとインターンシップ

を実施してはならない」という指針を昨年まで出

していましたが、今年は「５日間に満たないイン

ターンシップも行う」と指針を変更しました。で

は実際指針が変更されてどうなったかというと夏

のインターンシップは、それほど大きな変化はな

く従来の長期インターンシップを行っていました。

これは18卒の採用時期とバッティングしているか

らでしょう。ただ秋冬にかけては、この指針の変

更を活かして細かくインターンシップの実施日程

を設定し、たくさんの学生と会えるようにしてい

こうという動きが出ています。学生の間でも、短

い日程のインターンシップにたくさん参加するの

がトレンドになっているのでないかと思います。

就職活動のポイント

　非常にシンプルな話ですが、１つは「自分を知

る」いわゆる自己理解をすることです。もう１つ

は企業のことや仕事のことをしっかり知る、つま

り「相手を知る」ことです。この２つを軸として

持っていただきたいと思います。どちらか偏って

行っていたり、どちらかだけしかやっていなかっ

たりすると、就職活動をうまく進めていくことが

できません。自己分析の大切さはどの大学でも、

またどんな講座でも伝えられていることです。一

言でいえば「自分の軸をしっかり持つこと」です。

企業のこともしっかりと知っておくことが大切で

す。なんとなく知っているだけでは面接の時にい

ろんな質問をされても受け答えすることはできま

せんし、選考に合格したとしてもその企業とのミ

スマッチを招く要因になります。「自分を知り、

相手も知る」この２つがしっかりできていること

が大事です。あとは企業がもっている社風、その

企業の社員がもっている気質と自分の考え方や振

る舞い方が合っているかどうか。自分の価値観と

企業の社風が合わないとでは、自分の力を発揮し

て活躍することは難しくなります。

　最終面接まではスムーズにいくが、最終面接で

何社も落ちてしまう学生をよく見かけます。最終

面接までは主に能力面を評価されて進んでいくの

ですが、最終面接になると少し確認する視点が変

わります。面接官は経営陣が担当することが多い

ので「うちの社風に合うか」「うちにいる社員に

合うか」といった部分が確認される内容になりま

す。自社と合わないと判断されると、最終面接で

落ちるという可能性が高くなります。ただ、自分

の価値観を捻じ曲げてまで最終面接に受かる必要

はありません。そこで嘘をついて受かったとして

も、自分の価値観を偽った状態で働き続けるのは

大変難しいのです。いかに自分の考えや価値観を

しっかりと表現できるかどうかが重要なところだ

と思います。自己分析と仕事研究に時間をかけて、

ご自身の判断で意思決定すること、そしてその意

思決定を相手に伝わることができなければ選考を

通過することはできません。表現力も併せてしっ

かりと身につける必要があります。饒舌になる必

要はありませんが自分の考えをもち、自分の意見

を自分の言葉で話せるかどうかが大切です。アナ

ウンサーを受験するとなると流暢に話せなければ

無理ですが、企業はそうではありません。自分の

考えをしっかりもっているか、そしてもう一つ大

切なのは「どんな経験をしたか」です。目的意識

をもって学生生活を送っていれば自ずと何か語り

たいことが出てくると思いますが、特に何も考え

ずに学生生活を過ごしていたとすると、就職活動

の時に「何か頑張ったことがありますか？」とい

う質問に対して答えられなくなります。小さなこ

とでもいいですので、自分で目的をもって学生生

活を送ることができたかどうかを思い返して欲し

いと思います。就職活動のために学生生活を送れ

というわけではありませんが、学生生活を充実さ

せるためにも重要なことだと思います。そして、

結果的に就職活動の時に自分の武器になるでしょ

う。働く上でも「自分で考えて動ける人」でなけ

れば仕事で活躍を見込むことはできません。主体

的に自ら考え行動できる人が、社会に求められる

人材像だと思っていただければ幸いです。
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　エントリーシートや面接などでよく聞かれる質

問として、「漢字一文字で自分を表してください」

「自分を動物にたとえるとどうでしょうか？」な

どがあります。こういった質問への準備はある程

度しておいた方が、面接の時に戸惑わずに対応で

きるでしょう。こういった頻出質問へも情報収集

をして準備や対策を行っておいてほしいと思いま

す。準備期間の過ごし方が大変重要です。いま行っ

ている経験を通してしっかり主体性をもって取り

組んだ、意見をいえるようになったなどが伝えら

れるかどうかが大切かと思います。主体性は、企

業が求める能力として非常に重要になってきてお

り積極的に自分から動ける学生を評価する傾向が

年々色濃く出ております。

家族に求める支援

　学生は保護者の影響を大きく受けます。相談相

手に父親、母親をあげている結果が学生対象のア

ンケートでも高く出ています。ではどのような支

援を行っていただきたいか。まずは、「社会人、

人生の先輩としてアドバイス」をしていただきた

いと思います。社会人との接点が少ない学生が多

いようです。社会人、人生の先輩といった視点で

の助言を行っていただけると学生にとって有益な

ものになるかと思います。次に「子どもの意思を

尊重する」ことをお願いしたいと思います。先ほ

ど主体性のある学生が評価されると伝えましたが、

主体性を奪ってしまうような「ああしろ。こうし

ろ。こうじゃなきゃいけない」といった発言をし

てしまうと、いうことを聞くだけの学生になって

しまいます。あまり望ましくないことであるとご

理解ください。過干渉になりすぎてしまう保護者

の方も一部いらっしゃいます。時々見かけるのは、

説明会に参加される保護者の方です。１つの企業

の説明会、個別説明会ではなくたくさんの企業の

説明が聞ける合同企業説明会というものを、東京

ビッグサイトで開催させていただいていますが、

親と子が一緒にくることがあります。年に１組と

か２組程度ですが。もっとひどいケースでは、保

護者の方だけがきていることもあります。また企

業に電話するという方もいらっしゃいます。お子

さん自身の就職活動であることを忘れてはいけま

せん。サポーターとしての距離感を取ってあげて

ください。最後に「経済的なサポート」実はこれ

が１番喜ばれます。現実的にも必要な支援でして、

スーツや鞄など今まで持っていなかったものが必

要になりますし、またお金をかけなくてはいけな

いものも多々あります。靴下がスーツ用でなかっ

たり、ベルトをしていなかったり、ベルトもスー

ツ用でなかったりする方もいます。身だしなみも

当然その場に応じたものを用意しなければいけま

せん。そうなると自分のお小遣いだけではまかな

いきれる学生は少ないわけです。金銭的サポート

は就職活動期間の一時的なものであると思います

ので、必要だと認識していただければと思います。

昨今の就職の実態、就職事情ということでお話を

させていただきました。

　ご参考にしていただければと思います。ありが

とうございました。

お問い合わせ先　�

　株式会社マイナビ

　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

　　　　　フランフロント　大阪タワー　Ａ30Ｆ

　TEL：06-4302-1311　FAX：06-4802-1384

　Ｅメール：s-osaka-1＠mynavi.jp

※お問い合わせ内容が千葉地方の企業情報や就職

活動についてのご質問でも上記お問い合わせ先

へ御連絡ください。担当者から千葉地方専門の

部署へ確認した後ご対応させていただきます。
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　みなさん、こんにちは。徳島県商工労働観光部

労働雇用戦略課の中澤と申します。私、同志社大

学経済学部の卒業生でございます。楽しい大学生

活を過ごして徳島県で仕事をしております。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。

　徳島県では県外の大学生の方々の就職をご支援

し、また優秀な人材に県内企業に就職していただ

くために平成23年度から関西圏の大学と就職支援

協定を締結しております。現在、10大学と締結し

ていますが、同志社大学さまとは平成26年に締結

させていただきました。本日は同志社大学経済学

部に在籍している学生の保護者さまへ地元企業へ

のＵターン就職についてお話をさせていただきた

いと思います。

徳島県の企業と就職

　みなさま、徳島県の企業をご存じでしょうか。

徳島県の産業構造は製造業、サービス業の割合が

高く、全国と比較すると農林水産業、製造業、建

設業、電力・ガス・水道、公務の割合が高くなっ

ています。また機械製品の製造業、家具・仏具な

どの木工業、古くから伝わる阿波和紙などの地場

産業もあります。産業構造的にはこのような状況

の徳島県で、また日本全国と比較すると経済規模

は３％といわれる四国ですが、実はそんな四国に

も独自の技術力や研究開発により特定の分野で日

本一、世界一の高いシェアを有する企業が多数あ

ります。徳島県ではベンチャー投資額が高いなど、

研究・技術開発や新産業の創設を行う企業には特

に適した場所があり、LED 蛍光体の生産などで世

界一の企業や医療で使われる輸液の生産日本一の

企業、洋らんの品種改良や生産販売をしている企

業など優れた競争力をもつ企業が立地しています。

　新卒採用状況について説明させていただきます。

徳島新聞社が県内主要50社を実施した「2018年春

入社予定の新卒採用計画」アンケートによります

と、2017年春の実績と比べて採用者数を増やすと

した企業は23社にのぼり、減らすとした企業は４

社、変わらないとした企業が23社となっています。

2017年春と2016年春の採用実績もあわせて掲載し

ておりますのでご参考ください。また徳島労働局

が本年４月に発表しました2017年春に卒業した県

内の大学生の就職内定率は96.9％で、過去10年間

で最高だった昨年を少し下回っていますが、相変

わらず高い内定率となっております。

　Ｕターン就職について。Ｕターン就職者は地元

にも大都市圏にも精通した人材です。本社配属が

中心となる地方の中堅、准大手企業では特にその

地方出身であることを重視する傾向があります。

Ｕターン就職をするにあたり地元企業の情報を入

手する方法としては、１、大学のキャリアセンター

に相談する。２、地元密着の情報サイトを活用す

る。３、徳島県大阪本部に相談する。４、合同企

業説明会を活用する。５、先輩や友だちに聞いて

みるなどがあり、他に１年～３年生の時、可能な

企業研究として企業見学会やインターンシップを

活用するという方法があります。大学のキャリア

センターでは、地元企業の情報の入手方法や自己

分析、エントリーシートの書き方の相談など、様々

な支援をしていただけます。

　地元密着の情報サイトとしては徳島県の労働雇

用に関するポータルサイト、徳島県「ジョブナビ

とくしま」がありますので活用していただけたら

と思います。また徳島県では県外事務所として東

京、大阪、名古屋に事務所がございます。関西圏

では大阪が近いと思いますのでＵターン就職に関

するご相談は大阪本部までご連絡いただけたらと

思います。

　合同企業説明会の活用。数多くの企業と直接会っ

て話を聞ける合同企業説明会は大きなチャンスで

徳島はみなさんをお待ちしています

中澤 希吏子（徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課）
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と取り組んでいるところですが、やはりご家族の

アドバイスが、重みがあると思います。なんとい

いましてもお子さまの最大の理解者はご家族のみ

なさまです。まずはお子さまの将来のこと、ご家

族の将来のことをぜひ話し合ってください。また

エントリーシートや履歴書など作成する際は、ご

家族からの視点で自己分析のためのアドバイスを

してあげてください。

　最後に「ジョブカフェとくしま」について。ク

レメントプラザの５階、エレベーターを降りたす

ぐ目の前に労働雇用戦略課の分室である「とくし

まジョブステーション」の中に徳島県若年者就職

サポートセンター「ジョブカフェとくしま」があ

ります。職業相談、就職支援、職業適性診断など

就職の支援を行っておりますので、ぜひご活用く

ださい。県といたしましては一人でも多くの若者

に徳島に帰ってきていただき、徳島をもっと元気

にしていきたいと考えております。充実した学生

生活をお送りいただき、徳島をもっと元気にする

若者のＵターンをお待ちしております。以上で私

の説明を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。

○当日配付資料

　（※徳島県労働雇用戦略課でも配布しています。）

・「ジョブナビとくしま」（徳島県就職支援サイ

ト）チラシ

・「ジョブカフェとくしま」（徳島県若年者就職

サポートセンター）チラシ

・「新卒応援ハローワーク」チラシ

・「eedee（エーデーとくしま）」（就職支援冊子）

・「徳島県奨学金返還支援制度」チラシ

・「徳島就職支援ガイダンス」チラシ

お問い合わせ先　�

　徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課

　電話　088-621-2347（直通）

　 Fax　088-621-2852

　ＨＰ　①徳島県のトップページ

　　　　　https://www.pref.tokushima.lg.jp

　　　　②徳島県就職支援情報サイト

　　　　　「ジョブナビとくしま」

　　　　　https://jobnavi-tokushima.jp/

す。学生にとって帰省する時期や回数は限られま

す。学生の帰省期間中に面接や試験を行う企業や、

東京、大阪で面接等を行う企業もあります。この

他、大学や就職情報サイト主催の関西での合同企

業説明会についてもぜひ活用をご検討ください。

また先輩や友人に話を聞くことも大切な情報源に

なると思います。

　企業の情報を入手する有効な手段として企業見

学会やインターンシップがあります。徳島県でも

例年、夏休みに県庁の各所属で１週間程度、イン

ターンシップを実施しています。１年～３年生の

方はぜひ活用をご検討ください。Ｕターン就職に

は交通費のやりくりや授業とのバランスなども重

要な要素となります。費用についてはご家族でよ

く話し合っていただけたらと思います。

Ｕターン就職のメリット

　Ｕターン就職のメリットについて。まずは生ま

れ育った街なので家族や友人が近くにいること、

都会と比べると家賃や食費、レジャーなどの物価

が安いこと。インターネットにより都市圏と地方

の情報格差がないことなどがありますが、最近、

都市圏の企業、特に IT 企業で地方にオフィスを

構えて地方で仕事をするというスタイルが注目さ

れています。徳島県は全国屈指の光ブロードバン

ド環境があり、どこでもインターネットがつなが

ることから主に IT 企業を誘致したサテライトオ

フィスが56社ございます。神山町、三好市を中心

に展開しており、都会にはない豊かな環境の中で

創造的な仕事ができるということで地方で働くこ

とが見直されている傾向にあります。首都圏を除

き、全国的な傾向として地方においては人口減少、

超高齢社会が進んでいます。「地方創生」という

ことで地方に人を呼び込み、人口を増やし、活性

化させようという取組みを各地域で実施していま

す。本県でも同志社大学との就職支援協定による

取組みなど若い方に徳島県に帰ってきていただこ

うと、さまざまな取組みを行っています。

　平成27年度から奨学金返還支援制度という事業

を実施しています。これは奨学金を受けられてい

る方が大学を卒業後、県内に一定期間就職してい

ただくという条件で返還金の一部を県が代わりに

お支払するという制度です。県においてもいろい

ろな方法で若い方に徳島に帰ってきていただこう
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　群馬県若者就職支援センター・ジョブカフェぐ

んまで「Ｇターン全力応援事業」を担当しており

ます。今日は現場での話を中心に群馬県への UIター

ンのお話をさせていただきたいと思います。私は

日ごろ、群馬県内の企業の経営者、人事担当の方

と直接お会いして求人状況、企業の状況について

伺ったり、群馬県外の学校に通う学生の UI ター

ンをどうやって進めていくか、県外の学生に向け

てのイベント、合同企業説明会、群馬県内の企業

と出会う場のイベント運営などを行っています。

ジョブカフェぐんま

　「ジョブカフェぐんま」とは何か。正式名称は

「群馬県若者就職支援センター」で、群馬県が設

置した県の公共支援施設です。高崎駅前、桐生、

沼田の県内３カ所で運営しております。お渡しし

た資料のパンフレットを見ていただくと「ジョブ

カフェぐんまは若者のみなさま、出会いの場、企

業のみなさま」と書いてあります。当センターは

若者の就職支援をする施設です。では若者はどこ

までを指すのか。実は上限が40代前半までですが、

利用される方は学生から30代前半までの年齢層が

多くなっています。また今年度から、ジョブカフェ

ぐんま高崎センターと同じフロア内に、群馬県シ

ニア就業支援センターが開設され、どの年代の方

がこられても就職支援をできるようになっていま

す。Ｇターン全力応援事業は群馬県への UI ター

ンの事業に取り組んでいます。「Ｇ」は群馬の頭

文字をとっています。群馬への UIJ ターンの事業

を促進するということで県で力を入れて取り組ん

でいる事業です。群馬出身で、県外の学校に進学

した学生たちが群馬に戻ってきて就職する、群馬

県で就職したいなど、その部分を促進するイベン

トを行っています。東京銀座、歌舞伎座の目の前

にある「ぐんまちゃん家」という施設があります。

施設の２階がイベントスペースになっていて「ジョ

ブカフェぐんま」ではそこで学生と企業との交流

会、学生向けセミナーなどを行っています。先日

実施したイベントでは、他県出身の学生も参加し

てくれ、自分の地元と東京だけではなく、他県の

企業情報を知るために参加してくれた学生もおり

ます。そのような取り組みをジョブカフェぐんま

ではしております。

　ジョブカフェぐんまでは、キャリアカウンセリ

ングをメインのサービスとして取り組んでいます。

キャリアカウンセリングは何をするのか。平たく

いうと就職相談ですが、就職相談は個別の事情、

育った状況、家庭の事情、将来どうなりたいか、

こんな仕事がしたい、過去にこんな楽しいことが

あって、その経験を生かしてやっていきたいなど、

人によって、仕事や会社を選ぶのはさまざまなの

で、個別にキャリアカウンセリングをしながら就

職相談を進めております。銀座の「ぐんまちゃん

家」で毎週、高崎のジョブカフェぐんまからキャ

リアカウンセラーが行って相談を受けます。なか

なか群馬に来て相談できない人向けにキャリアカ

ウンセリングを実施しています。京都にある同志

社大学の学生は東京にいくのも容易ではありませ

ん。昨年度は UIターン就職相談会のため今出川キャ

ンパスと京田辺キャンパスに行きました。群馬出

身の学生が５、６名きてくれて、そこで直接話を

して「群馬県の企業、こういうところもあるよ」

という情報だけではなく、どうして群馬県に戻っ

て就職したいかという話も聞きながら相談をさせ

群馬県へのＵターン就職について

赤根 正太（群馬県若者就職支援センター・ジョブカフェぐんま）
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学生は大手の就職サイトの情報をメインに就活を

進めているので、群馬の企業の情報が載っていな

いと群馬県で就職する情報が足りないことになり

ます。群馬県は中小企業が圧倒的に多いので、そ

こまで採用活動費を捻出できない、採用活動にコ

ストをかけられないという企業は、就職支援サイ

トを使いづらいということがあります。これが、

群馬の企業情報が足りないと学生達がいう一番の

理由だと感じます。しかし、たくさんの魅力的な

企業があります。今日の資料に URLを並べてあり

ます。これらのサイトに一つずつアクセスしても

らうと「群馬県の企業情報が集まらない」という

ことはありません。

群馬県の企業

　群馬の企業について幾つか紹介します。高崎ター

ミナルビルという会社を知っているという方はい

らっしゃいますか。モントレー、イーサイト、駅

ビルを運営しているのが高崎ターミナルビルです。

身近ですが、知らない。「他にはない」というの

がキーワードです。学生が反応するキーワードが

もう一つあり、「身近だけど知らなかった」。そし

て「業界トップクラス」。この３つのキーワード

のどれかにあてはまると、学生が企業に反応して

情報を集め始めます。群馬の企業情報を紹介する

時、「ここはこんないいところがあるよ」という

言葉を使っていただくと、結構、学生の反応がよ

くなったりすると思います。高崎ターミナルビル

が「他にはない」「身近だけど知らなかった」。モ

ントレー、イーサイトは群馬出身の若い人は誰で

も知っています。それを運営している会社が表立っ

て出てこない。入って何をするか。駅ビルに入っ

ているショップの方たちとどうやったら売上を伸

ばすことができるかを企画して運営する仕事です。

女性社員の比率が高い会社です。人で見ていくと

女性が多くなるというのが最近の企業の傾向のよ

うで優秀な学生をとっていくと、なぜか女性ばか

りになると企業側から聞くことがあります。高崎

ターミナルビルも女性社員の比率が高く、女性の

感性を生かしてイベントの企画をしていく。モン

ていただきました。

　保護者の方々は、お子さんには群馬県に戻って

就職してほしいと思っていらっしゃいますか？

「戻って来て欲しいと思ってる」という空気を感

じたのですがいかがでしょうか？親御さんは「戻っ

てきてほしい」という方もいれば「子どもの自由

だ」と思っている方もおられます。子どもとそこ

まで突っ込んだ話はしづらい、男子学生はなかな

か話してくれない、という話も良く聞きます。ジョ

ブカフェぐんまのイベントで学生から直接話を聞

くと「地元に戻って就職したい」と多くの学生が

いいます。以前、別のイベントで学生向けに調査

をした時、就活中の学生の７割が「群馬県に戻っ

て就職したい」という意見だったという調査結果

があったと聞きました。なぜなのか。「地元だから」

もありますが、群馬出身の学生が東京、大阪に進

学し、そこで生活すると親御さんにかけている負

担がある。地元を離れて就職すると、学生たちは

自分の収入だけで今と同じ生活をしていくのはな

かなか大変だとわかっている。社会人になったと

はいっても親御さんに迷惑をかけてしまうかもし

れないと思って「地元に戻ってきたい」という学

生が、ここ数年で増えてきました。何年か前は「群

馬県には戻りません」と学生も多かったのですが、

最近は、親元に帰って親の近くで働きたい。そこ

には「迷惑をかけたくない」というのもありなが

ら、女子学生であれば、結婚して出産したら自分

の親に子どもをみてほしいというリアルな話もあっ

たりします。いろいろな理由はありますが就活中

の学生からは「地元群馬県に帰って就職したい」

という意見が結構多いのです。

　とはいえ群馬県でＵターンの調査をしています

が、毎年、県外に出ていった学生のうち３割くら

いしか戻って就職していません。就活中の学生は

７割が戻りたいという気持ちがあるが、蓋をあけ

てみると群馬に戻ってきて就職する学生は３割で

す。どうして群馬で就職しないのか？どうしてだ

と思われますか？学生に話を聞くと「群馬の企業

の情報が集まらない」とのことです。なぜ、学生

たちに群馬の企業の情報が集まらないのか。今の
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に入るのがマチダコーポレーションです。前橋の

駒形町に本社をおいている企業ですが、いろいろ

なところで、ここで製造されたコンクリートブロッ

クが使われています。県内で有名なのは群馬県庁

の色のついたきれいなコンクリートブロックです。

東京ディズニーランドにも製品が使用されている。

前橋市内でレンガ調の歩道がありますが、この企

業の製品が使われていることが多いようです。こ

の企業はメーカーなので商品企画から販売戦略、

製品研究、製造も自社でやっています。メーカー

で働きたい、自分で考えたものを世の中に出した

いという学生には向いていると思います。産休育

休もしっかり整えて働きやすい環境に尽力してい

る企業でもあります。マチダコーポレーションは

「ゆるキャラ」を自社でやっている。コンクリー

トブロックがモチーフになっているゆるキャラが

「ゆるキャラグランプリ」に出ています。これを

つくったのは社員の方で、しかも若手の女性社員

です。その人は就活していた時、絵を描いたり、キャ

ラクターをつくったりするのが好きなのでキャラ

クターを打ちだす会社に入りたいと思っていたこ

ともあったようですが、美大出身でデザインを専

攻していた人と真っ向勝負をして勝ち抜いていか

ないと入れないと考えたようで、それは趣味でい

い、仕事は仕事として考えて就活を進めて地元の

この企業に入った。会社の中で「ゆるキャラ」を

つくろうとなった時、趣味でやっていこうと思っ

ていた特技が生かされた。そして自分が生み出し

たキャラクターがゆるキャラグランプリに出てい

る。当初考えていた業界に入っていたら、そこま

で突出してものは生み出せたかとなるとどうだっ

たのか。キャラクターを生み出すのは、この企業

の本業の仕事ではないですが、本業とは別のとこ

ろで特性能力が生かされる可能性があるのも、中

小企業ならではの、いいところかなと思います。

若手で能力がある人はどんどん活躍してもらえる

風土があるのが、この企業のいいところかと思っ

ています。

　他にも群馬県内にはいろんな企業がありますが、

その中でも魅力ある企業の２例です。群馬にどん

トレー、イーサイトは季節によってハロウィン、

クリスマスのデコレーション、イベントを打ちだ

しています。高崎ターミナルビルの社員が企画立

案して実現させて各ショップの売上を上げていき

ます。企画をやりたい学生ですが、東京に比べる

と群馬にはそれほど多く無いですが、高崎駅の目

の前にそのような会社があります。「ジョブカフェ

ぐんま」でバスツアーを年に何回かやっています

が、それに参加していただき、バスツアーに参加

した学生の中から内定が決まっていく状況もあり

ます。大手の就職支援サイトを今まで使っていな

かったということもあり、学生がこの企業を知る

機会がほとんどなかったということもありました。

企業情報が手に入らない、企業もそこまでやらな

くても、年に２、３人しか採用しないからという

こともあって就職支援サイトを使う費用がもった

いないということもあるかもしれない。JR東日本

グループ会社ということもあり、安定している部

分もありつつ、自分の考えたことを世の中に打ち

出して社会に影響を及ぼす仕事をやりたい学生に

は向いている会社ではないかと思います。

　マチダコーポレーション株式会社は、大型化粧

ブロック、インターブロッキングブロックなどの

製造を手がける総合コンクリートメーカーです。「業

界トップクラス」「身近だけど、知らなかった」

という二つのキーワードが学生にはウケがいい。

群馬県はこんにゃくが有名ですが、全国一位の生

産量を誇るのがコンクリートブロックです。学生

にこの話をすると「知らなかった」という人が多

い。コンクリートブロック業界のトップ企業が群

馬県に集中しているのです。その中でも３本の指
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な会社があるか、どう出会っていくかが重要です。

ジョブカフェぐんまでは学生向けのインターンシッ

プをやっております。群馬県内で学生のインター

ンシップを受け入れていいという企業が600社近

くあり、その一部をジョブカフェぐんまのホーム

ページで確認していただけますが、日数的には短

い１day から５日間で、群馬県内の企業の中を見

られるチャンスです。ジョブカフェぐんまでは「Ｇ

ターンシップ」と呼んでいます。ジョブカフェぐ

んまには企業コーディネーター、企業の担当者が

います。企業と日程のやりとりをして全部手配も

して学生に連絡をして調整するので、学生は参加

するだけです。使い勝手のいいインターンシップ

になっています。実際に群馬県の企業の実情を知っ

てもらう。群馬県は製造業が多いといわれていま

すが、製造業だからといって同じことをやってい

るのではなく、同じ業種、同じ職種、同じ製品を

つくっていたとしても、どのような人が働いてい

るか、会社の中の状況はすべて違います。例え同

じものをつくっていても、Ａ社は私には合いそう。

Ｂ社は合わなそうと、その違いを比べることがで

きます。自分の目で見て体験できるのは「インター

ンシップならでは」だと思います。いろいろなと

ころを見て、聞いて、知ることが就職活動をうま

く進めていけるはずです。

ジョブカフェぐんまのホームページ

　ジョブカフェぐんまのホームページで群馬の企

業、約100社の紹介を見ていただけます。学生が

１社ずつ調べると群馬にはどのような業界の会社

があり、どのような職種を募集しているか、100

社分の情報が手に入ります。就職活動に入る前に

情報収集をしていただけたらと思います。実際に

企業に直接いってみることもできますしバスツアー

も実施しています。学生向けのイベント一覧。企

業との交流会を１月からスタートします。１月13、

20日、２月８、15日。３月からは合同企業説明会

が始まり本格的に就活がスタートします。スター

トしてから動きだすのでは遅いといわれています。

スタートする前に企業と交流を図ることで、この

業界、この会社にいきたいかどうかを見ておくこ

とができます。

　銀座のぐんまちゃん家のイベントに関してです、

出ていただく企業は銀座まできていただいて学生

と交流します。時期的には２月だと帰省をしてい

たら足を伸ばして銀座までいっていただくのも一

つかなと思います。

まずはキャリアセンターにいきなさい

　ジョブカフェぐんまではいろいろなイベントを

実施しています。群馬の企業情報が手に入らない

から企業情報が入りやすい他県で就職する。就職

して30歳になって「地元に戻りたいな」と思った

時、経験やキャリアを生かして転職する企業が群

馬県にあればいいのですが、群馬県内にあらゆる

仕事が揃っているわけではない。東京ではできる

けど、群馬ではできない仕事もあります。またそ

の逆もあります。できれば新卒の段階でいろんな

ことを考えておくための材料を手に入れていただ

ければと思います。そのためにはキャリアセンター

のキャリアカウンセリングなど利用しながら就活

の準備を進めていくことが重要です。ぜひお子さ

んには一番身近なアドバイザーとして、スポンサー

として保護者の皆さんから「まずは学校のキャリ

アセンターを必ず利用しなさい」と、これだけは

学生に伝えていただきたいと思います。同志社大

学の学生の就職活動についてもっとも詳しいのは

同志社大学のキャリアセンターです。当たり前で

すが、他の大学のキャリアセンターは同志社大学

の学生の動向については知りません。皆さんのお

子さんの就職活動に一番力をもって手を貸してく

れるのは同志社大学のキャリアセンターですので、

絶対に使わないともったいない。親御さんから学

生に「キャリアセンターにいきなさい」と話をし

ていただきたいと思います。就活の進め方、どん

なスケジュールか、何をやっておけばいいのか、

どういうことに取り組む必要があるのか、自己

PR とかの作戦も相談できます。その上で「群馬県

で就職したい」と考え始めたら今日の資料一式を

渡し「ジョブカフェぐんまを使いなさい」といっ
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てください。今年で10数年目、ジョブカフェ事業

が始まってから一貫して「群馬県で働きたい」と

いう若者、学生の就職支援をやっています。群馬

で就職したいという学生については我々は専門で

すので、「ぐんまちゃん家、ジョブカフェぐんま

を利用しなさい」と伝えていただきたいと思いま

す。一番はその学生、若者たちが納得感をもって

就職することが大事だと思って日々、就職支援さ

せていただいています。各個人の個別の事情にあっ

た、個別の考え方、個別の未来について相談でき

るキャリアカウンセリングを利用していただき、

納得できる就職につなげていただけるといいかな

と思っております。以上で私の話を終わりにさせ

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　�

　群馬県若者就職支援センター

　ジョブカフェぐんま　高崎センター

　所在地：〒370-0052 群馬県高崎市旭町34-5

　　　　　（高崎駅西口旭町ビル３Ｆ）

　ＴＥＬ：027-330-4510

　ＵＲＬ：http://www.wakamono.jp/
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インターンシップから見えた世界
―みずほ銀行デュッセルドルフ支店―

経済学部３年次生　豊崎 有美子

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　2017年８月28日から２週間、みずほ銀行デュッセルドルフ支店のインター

ンシップに参加させていただきました。

　このインターンシップの参加を志望した理由は主に二点あります。

　一点目は金融業界に興味があったからです。現在ゼミ活動でファイナンス

や企業活動を勉強しており、机上で勉強していることを、実際に経験させて

いただける良い機会であると感じました。

　二点目は国際的に活躍できる人材になりたいからです。二年次生の時にセメ

スター留学に参加した経験から、海外で働くことに憧れを抱くようになりました。

　インターンの内容は大きく二つありました。

　まず一つ目は、金融業務理解のための講義の受講とその内容をまとめた日誌の作成です。お客様と直接関わる営業課お

よび Credit & Customer Relations 課、また、オフィス内でそのような課を支えるレーティング課や人事経理課等、支店の

全ての課からレクチャーをしていただきました。日本人とドイツ人から半分ずつ受講し、ドイツ人の際には全て英語での

講義でした。講義形態はマンツーマンであったため、どのような質問にも快く説明してくださり、理解を深めることがで

きました。そして、１日の終わりにはその日の内容をまとめた日誌を作成しました。初めて学ぶ内容ばかりだったため、

アウトプットがおぼつかない時もありましたが、行員の方が何度も添削してくださり、２週間が終了した頃には以前より

も金融知識がついた実感がありました。

　二つ目は、企業分析です。実際にドイツの企業へ訪問をさせていただいた上で、どのような金融サービスを提供できる

のかを調査し、最終日にプレゼンテーションを行いました。銀行内の情報を参照させていただき財務状況を分析したり、

企業訪問では英語でインタビューを行ったり、自分が銀行員であればどのような金融サービスを提案するのか、という実

践的な経験をさせていただきました。

　このインターンシップを通して、当初の志望理由であった金融業務、国際業務の体験に加え、社会で必要な考え方の一

端を学ぶことができたように思います。それは、「何事にも正解はない」ということです。当たり前の考え方かもしませ

んが、社会では何が正解か誰にも分からないことがあ

り、それを正解へ近づける努力が大切であると感じま

した。特にプレゼンテーション準備の際に、内容がま

とまらず行き詰まっていたところ「自分なりの提案を

して欲しい」というアドバイスをいただき、自ら考え

て答えを探求することが重要であると実感しました。

今後もこの考え方を忘れずに過ごしていきたいと思い

ます。

　この経験を糧に、自らの理想に近づき社会に求めら

れる人材へと成長できるよう、日々の勉学に励んでい

きたいと思います。

海
外
で
、
企
業
の

現
場
を
体
験
す
る
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現場に行くことの大切さ
―株式会社マイツ―

経済学部２年次生　河合 歩美

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　８月21日から９月１日までの２週間、上海邁伊茲咨詢有限公司でインター

ンシップをさせていただきました。上海マイツは、会計税務支援や法務支援

をはじめとする、様々なサービスを行っている総合コンサルティング会社で

す。

　海外インターンシップに参加した目的は３つあります。１つ目は、経済が

発展している中国の大都市、上海をこの目で見たかったから。２つ目は、現

地の中国語に触れたかったから。３つ目は、海外で求められる力は何か知り

たかったからです。

　インターンシップでは、中国語資料の日本語訳をしました。大学に入学して１年半の間、中国語を勉強してきたにも関

わらず、３枚の資料を訳し終えるのに１日半かかりました。社内は、日本語と中国語が同時に聞こえるという今まで居た

ことのない環境でした。語学力だけでなく、専門的な知識も必要とされるビジネスを見ることができました。また、就職

活動にも生かすことができるレクチャーを行っていただきました。社会保険や企業のホームページの見方について、実際

に上海マイツで行われた講座の資料をもとに教えていただきました。その他にも、店の売上を伸ばす方法を考えたり、オー

プンウィンドウと呼ばれる目標設定をしたりしました。

　成果は大きく３つあります。１つ目は、海外の文化に触れたことです。日本では当たり前と感じていることが、海外で

は全く異なっている、ということが多々ありました。驚きもありましたが、グローバル化が進む現代において、海外の生

活習慣を知ることは、かなり重要だと思いました。二つ目は、ビジネスの現場における緊張感を感じたことです。初日に

約200人の前で、中国語で挨拶をしました。大勢の前で話をすることに慣れていないこともあり、大変緊張しました。また、

最終日に行われたマナー講座を通して、ビジネスで基本とされていることを、学生のうちに身につけようと思いました。

３つ目は、勉強量の足りなさを痛感したことです。語学力はもちろん、海外についての知識が足りていないと身をもって

感じました。

　今回のインターンシップを通して、日常生活では決して経験することができない、貴重な時間を過ごすことができまし

た。インターンシップに参加する前よりも、海外で仕事をすることに対するイメージが、濃くなりました。同時に、今の

自分には足りていないものが沢山あること、また、力をつけていくための努力も、目標に見合っていないことに気づきま

した。まずは、具体的な目標を立て、今後の学生生活の中で一つ一つ達成していきます。

　後輩の皆さん、特に、海外で働きたい方、あるいは外国語を使う仕事に興味がある方は、ぜひ海外インターンシップに

挑戦することをお勧めします。２年次生の夏に、このような経験をしているのとしていないのでは、今後の学生生活の質

も大きく異なると思いました。チャンスを活用するかどうかは、自分次第です。
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インドネシアと日本を繋ぐ
―株式会社ノーザンライツ―

経済学部２年次生　椹木 風夏

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　今回株式会社ノーザンライツにお世話になったのですが、ノーザランライ

ツが行われている事業の一つである“インドネシアでの人材育成”の仕事を

体験させていただきました。オフィスはインドネシアのバンドンにあり、バ

ンドンは経済も生活も発展していてたくさんの学校があり、日本人の私でも

過ごしやすく、しかしインドネシアらしさも感じられるとてもいい場所でし

た。オフィスの名前は NLEC といって、主にインドネシアに住む人々のため

の日本語塾、日本への留学斡旋、優秀なインドネシア人を日本の企業に紹介

するなどを行っています。

　このインターンシップで与えられた課題は、NLEC をたくさんの学生に知っ

てもらい、興味を持ってもらい、最終的に NLEC の入会に繋げるということ

でした。それに向けて主に行ったことは、インドネシアの中学校、高校、大学への訪問です。そこでは現地の学生との交

流や、自分で作成したパワーポイントの発表をさせていただきました。パワーポイントは、日本の文化や学生生活など現

地の学生に興味を持ってもらえるような内容にしたり、学校に合わせた、例えば中学校であれば中学生に合わせた内容に

しました。そして、現地の学生と交流していく中で、インドネシアで流行っているものの情報を得て、毎回の発表ごとに

改良を重ね、自分なりに工夫して発表していきました。現地の学生はみんな一生懸命に聞いてくれて、日本の学生であれ

ば考えられないくらい純粋で、とても楽しく発表しやすい環境でした。毎回各学校が、私のために約２時間とってくださっ

ていたので、発表だけではなく、日本語を使ったゲームや習字をしたり、大学で行っているよさこいを少しレクチャーし

たり、自由に色々なことをさせていただきました。他にも、インドネシア人向けの日本語を学ぶための動画を撮影して

YouTube にアップしたり、日本人のバンドン留学について調べてまとめることも行いました。

　インドネシアに行った当初はなかなか馴染むことができず、自分から能動的に動くことができませんでした。経済学部

の代表として行かせてもらっているというプレッシャーもあり、毎晩日記をつけながら自己嫌悪に陥っていましたが、少

し変わるきっかけになったことがあります。それは月に一度 NLEC で行われているイベントです。８月のイベントを企画

させていただくことになり、私だからできることとして、日本の伝統文化であるよさこいのイベントをすることにしまし

た。NLEC の先生たちと一緒に企画を練って、先ほど紹介させていただいた学校訪問の際に宣伝を行いました。そして迎

えた当日は、予想よりたくさんの学生がイベントに参加してくださりイベントも盛り上がって、みんなが楽しかったといっ

て喜んでくれました。そこでやっと、NLEC に少しでも貢献できたかもしれないという達成感を得ることができ、毎日手

探りでしていたことが間違っていなかったと思い、本当に嬉しく思いました。このイベントを機に少し自分に自信を持て

るようになり、自分から積極的に NLEC の先生たちに話しかけたり、NLEC に通っている生徒たちともたくさん交流でき

るようになりました。人前に立つことが苦手だったのですが、前ほど緊張することはなくなり、その後のプレゼン活動を

スムーズに行えるようになりました。

　インドネシアに行き、インドネシアの可能性を肌で感じました。インドネシアは人口も多く、好奇心旺盛で、勉強熱心

で、日本のことが大好きな若者が多く、日本で就職したいと思っている人も多かったです。だからこそ、インドネシアで

の人材育成は、日本に興味を持っているインドネシア人にとっても、若者の数が減りつつあり、若者を必要としている日

本にとっても必要なことで、とても素晴らしいことだと感じました。

　インドネシアで本当に充実した日々を送ることができ、毎日一日足りとも同じことをする日はなく、私の人生の中で最

も刺激的で濃い二週間でした。貴重な経験をさせていただき感謝しています。
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グローバルに働くとは～言語の壁を越えた先へ～

―株式会社鶴見製作所―

経済学部３年次生　小村 紗也

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　８月21日から31日の間、TSURUMI（SINGAPORE）PTE. LTD. でインターンシッ

プに参加させていただきました。

　鶴見製作所は水中ポンプを中心に、私たちの生活を支えている企業の一つ

です。ポンプの活躍の場は、工場現場や下水処理場といったインフラからテー

マパークの噴水に至るまで広がっています。ツルミシンガポールは、東南ア

ジアにおけるマーケティングの重要な拠点であり、シンガポール国内だけで

なく周辺国なども担当しています。

　今回海外インターンシップを志望した理由は２つあります。

　１つ目は、海外で働くことを通じて視野を広げ、将来自分がいかに働きた

いかについて深く考えたいと思ったからです。２つ目は、生活基盤を支えるポンプという製品がグローバルマーケットに

おいてどのように展開されているのかを肌で感じたかったからです。

　現地では、ポンプの仕組みなどを学んだ後に、ディーラー訪問や営業に同行させていただきました。営業先は、国が管

理する自然公園からリゾート施設、地下鉄工事を担っているゼネコンや養魚場などシンガポール中の多種多様な現場でし

た。

　例えば、地下鉄工事現場では、実際に地下２階に相当する現場まで降り、将来電車が走っていくであろう線路を歩いて

ポンプの設置場所を確認しながら見学させていただきました。特にシンガポール政府は蚊の発生を防止するため、水たま

りに非常に注意を払っており、水を吸い取るためのツルミポンプが至る所に配置されていました。また、自然公園では、

アクアポニックスという仕組みにツルミポンプが使われていました。アクアポニックスというのは、魚を育てている水槽

の水をポンプで一部くみ上げ、植物を育てるための水として使用し、さらにその水を再び水槽に戻すというように、水を

再利用しながら循環させており、水産養殖と水栽培を組み合わせた仕組みとなっています。この仕組みは自然公園に限ら

ずビルの屋上などでも取り入れられており、ツルミポンプはそうした多くの現場で導入されていました。

　本インターンシップが初めての海外ということもあり、日々の業務において英語がうまく話せないことへの葛藤や悔し

さをたくさん感じました。しかし、多くの営業に同行させていただく中で、言語の壁を越えた先にある海外でのマネジメ

ントの面白さなどを垣間見ることができ、私も早くそこに到達したい、もっと言語の先を感じたいという気持ちで、一生

懸命に全力で２週間を駆け抜けていきました。帰国後、改めて海外インターンシップでの２週間を振り返っても、本当に

濃密な時間だったと感じます。

　日本でもシンガポールでも多くの方々に支えられ一生忘れることのできない経験を得ることができました。本当にあり

がとうございました。
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海外インターンシップを通して見えたキャリア像
―ダイキン工業株式会社―

経済学部４年次生　奥田 佳緒莉

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　今夏2017年８月14日より、ダイキン工業株式会社のマレーシア販売拠点で

ある DMSS社（Daikin Malaysia Sales & Service Sdn. Bhd.）でのインターンシッ

プに参加させていただきました。参加目的は、①異文化の経営体制・事業戦

略・働き方を知ること、②従業員の方のこだわりに触れ、日本の製造業の社

会活躍を見ることでした。そしてインターンシップに参加する決意として、

できるだけ多くの従業員の方と交流し、自らのキャリア像を明確化して帰っ

てくることを目標としていました。現地での業務内容は、様々な部署を２週

間で体験し、全体の企業活動を学べるものでした。HR 部門では採用・社員

評価・社員教育・企業文化の形成・福利厚生の学習。マーケティング部門では、マーケティング戦略・市場調査の学習と

ショートビデオ作成への同行。プロショップ部門では、基本業務の学習とショールームへの同行。プレセールス部門では、

不動産との打ち合わせと B to B 営業への同行。営業部門では、自ら英語での営業。生産・物流部門では、ダイキン工業

株式会社のマレーシア生産拠点である DAMA 社（Daikin Malaysia Sdn. Bhd.）並びにサプライヤーの工場見学といった内容

でした。

　この一連の業務を通して自らのキャリア像を【新興国を豊かにするために海外の第一線で働くこと】、また「モノづく

りの限界」と叫ばれる中【日本の技術力でもう一度世界に大きな影響を与えること】と定義することができました。日本

でエアコンはどの家庭にも存在し、生活を快適にしてくれるものですが、現地では所得の関係で質の悪い製品や製品自体

を持てない状況でした。特に私が訪問したマレーシアのクアラルンプール付近では、ビル街の大都市と平屋に住む貧困層

が混在しており、貧富の差を肌で感じてきました。地球温暖化が進行する中で、私たちと同じ豊かさ・快適さを新興国の

全ての人が獲得できるような製品作りに携わりたいと強く感じました。また、現地の顧客の方が日本ブランドを信用して

くださり、従業員の方も日本の製品に誇りをもって業務を行っている姿を見てきました。加えて製品による快適さだけで

はなく環境に配慮した生産・物流を実行し、新技術・社会的責任・信頼を同時に追求する日本の製造業で、世界に良い影

響を与えることができるという働き方に魅了されました。

　参加される皆さんには、２週間という限られた期間をより有意義なものにするために、自分がなぜ参加し何を学びたい

かという目的設定をし、そのために必要な能力を磨いておくと良いと思います。このインターンシップは圧倒的な実践型

プログラムで、より高い英語力やコミュニケー

ション能力等は、現地で多くの情報を獲得で

きるツールとなります。強い意志を持って是

非チャレンジをしてみてください。

　日本を代表し世界の第一線で働ける人材と

なれるよう、今後も大学生活に精進してまい

ります。
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グローバルに働くということ
―ダイキン工業株式会社―

経済学部３年次生　須東 優花

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　今夏、私はマレーシアセランゴール州にあるダイキンマレーシアサービス

＆セールス（以下 DMSS）において２週間の海外インターンシップに参加さ

せていただきました。このインターンシップに参加を希望した理由は主に２

つあります。

　理由の一つ目は海外で「働く」という経験をしてみたかったからです。短

期ではありますが１か月の語学留学をした際に、生活習慣や文化の違いなど、

実際に現地でしか感じられないことがたくさんありました。そのため、今は

漠然としている海外で働くことに対するイメージを明確にするには、実際に

海外でインターンシップをするしかないと思い、応募しました。

　二つ目は、世界、特に発展めざましい東南アジア、における日本企業のあり方を間近で体感したかったからです。私が

インターンシップに参加させていただいたダイキン工業株式会社様は、日本はもちろんのこと、世界中に生産・販売拠点

をお持ちで、空調機器において世界でもトップの売上高を誇るなど、非常にグローバルに活躍されています。今や私たち

の生活には欠かすことのできない空調機器の販売を通して、日本企業の海外における現状と展望を見たいと考えました。

　DMSS では、ほぼ日替わりで色々な部署に配属していただきました。各部署の業務を理解するだけではなく、実際に業

務をやらせていただいたり、現地の工場を見学させていただいたりと、様々な経験をさせていただきました。特にセール

ス部門では、実際に営業先でプロポーザルの一部を任せていただき、社会人の方の前でビジネス的なプレゼンテーション

をさせていただけたのは、私にとって非常に貴重な経験でした。

　また、現地で働く日本人駐在員の方にお話を聞くことができたことで、自分の将来のグローバルなキャリアを具現化す

ることができたように感じます。このインターンを通して、様々な自分の弱み・強みを認識できましたが、私がこれから

特に伸ばすべき点は、「言語力」と「自信」であると感じました。それらをこれからの学生生活の中でどのように伸ばし

ていくか、どのように将来のキャリアにつなげていくかを考える良い機会になりました。

　参加を検討されている後輩の皆様には、ぜひ勇気をもって応募していただきたく思います。私自身も言語への不安や、

海外での生活への不安から非常に応募を迷いましたが、応募してよかったと自信を持って言えます。実際言語の壁にぶつ

かったこともありましたが、そのおかげでこれからの課題も見えてきましたし、それを乗り越えてこそ得られるものがあ

ると思います。

　２週間は本当にあっという間でしたが、非常に濃い２週間でした。今回学んだことを糧に、今後の学生生活がさらに有

意義なものになるよう努力してまいります。ありがとうございました。
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２つの国でのインターンシップを通して
―シークス株式会社―

経済学部３年次生　森岡 裕登

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　シークスシンガポール、シークスエレクトロニクスインドネシアでの２週

間のインターンシップに参加させていただきました。

　シークス株式会社は、部材調達から、輸出入、物流、EMS（電子機器製造

受託サービス）まで幅広く手掛けており、海外に多くの営業拠点・製造拠点

をもつグローバルな企業です。

　海外インターンシップに参加した目的は、「海外で働くこと」とは、どう

いうことなのか、また、日本企業が世界とどのように関わっているのかを自

分の目で確かめることでした。将来、海外で働きたいという思いはあったも

のの、実際に日本人の方々がどのような環境で、どのような仕事をしておられるのかはイメージが湧きにくいものでした。

このインターンシップを通して、実際に海外で働く方々と同じ空間で就業体験をさせていただくことで、それらが明確に

なるのではないかと考え、参加しました。

　１週目は、シンガポールで貿易業務をさせていただきました。各部門のローカルスタッフの方から、部品の発注や、製

品の在庫管理、輸出入業務の仕組みを教わりました。また、部品供給企業の工場や、貨物取扱企業の倉庫の見学もさせて

いただき、部材調達から出荷までのプロセスを学ぶことができました。

　２週目は、インドネシアのバタム島にある工場で製造業務・生産管理業務について学びました。工場では生産性向上、

そして高い品質を保つための徹底された管理を見ることができました。また、実際に製品の組立や、はんだ付けなどの製

造業務も体験させていただき、モノづくりの現場を肌で感じることができました。

　また、仕事に対して大きな責任と強い熱意を持って活躍しておられる日本人駐在員の方々の姿が印象的でした。海外で

働くうえで、英語の能力はもちろん重要ですが、語学はコミュニケーションのツールにすぎず、製品や業務に対する「熱

意」や「専門知識」を持つことがさらに重要だということを感じました。将来、自分が熱意をもって取り組めることは何

か、自分に足りないものは何かを考えることの重要性を実感しました。

　インターンシップ期間中、現地で働く方々から、海外で働くことのやりがいや責任、そして日常生活のお話まで聞くこ

とができ、海外での仕事・生活について具体的に知ることができました。この経験から将来に向けて、自分の課題も認識

できたので、残りの学生生活を充実させ、成長しなければならないと感じました。

　参加を検討されている皆様には、ぜひ応募していただきたいと思います。学生のうちに、海外の仕事の現場を肌で感じ、

現地で働かれている方々のお話を直接聞くことのできる機会は他にはありません。自分の将来を考えるうえで大変貴重な

経験になると思います。
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海外インターンシップで学んだこと
―科瑪化粧品（蘇州）有限公司―

経済学部３年次生　林 万理恵

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　科瑪化粧品（蘇州）有限公司でのインターンシップに参加させていただきま

した。

　今回、参加を希望するに至った理由は、「日本品質で中国生産」を実現さ

せている商品化のプロセスを学びたいと思ったからです。将来、日本と繋が

りをもちながら海外で働きたいと思っており、日本品質で提供するための日

本との連結方法に興味を持ちました。また、その中で、海外で働くイメージ

を掴みたいとも思っていました。

　インターンシップ内容は、実際に工場見学をしながら各部門の方に業務の

説明をしていただき、化粧品完成までの工程を学びました。また、会議にも出席したり、業務の疑似体験として化粧品の

企画・見積を作成したり、営業部の方をお客様としてその化粧品を提案しました。

　インターンシップでは３つのことについて大きな学びがありました。１つ目は「どのように日本品質を実現しているの

か」です。これは２つのことから実現していると感じました。１つは事前に日本で調べていた通り、日本と同じ工程・原

料・機械などで生産すること。もう１つは異なるベースの人が重なりあっていること。短期・長期の日本人駐在員、中国

で採用になった日本人、日本語が話せる中国人などいろいろな人が一緒に働いていました。そして、あらゆる立場から日

本人が指導したり、中国人とコミュニケーションをとったり、文化も言語も違う人々が働きやすい環境になっていると思

いました。つまり、工程だけではない異なるベースの人が重なり合っていることも、日本品質を中国で実現する上で重要

な点だと思いました。２つ目は文化の違いに関することで、「文化の違い」、そして「文化の違いを感じる中でどのように

働くのか」です。２週間であらゆる場面で文化の違いがあることを知ることができましたが、ある時は中国の考え方に合

わし、ある時は日本の考え方に合わせてもらうこと、予定外のことにも対処できることなど、柔軟に考えて行動していか

ないといけないことを学びました。３つ目は「海外で働くことの難しさ」です。今回は日本の方々に支えていただいたり、

日本語が話すことができる中国の方がたくさんいたため、中国語が話せないのが原因で何もできないということはありま

せんでした。しかし、実際に働いている方が苦労しているということをお聞きしたり、実際に中国に来て、こちらで働い

ている方を見ていると簡単でないことは分かりました。海

外で働くうえで、文化・考え方問題や言語の問題に対処し

なければなりません。願望だけではなく、海外で働きたい

ならそれなりに自分で準備をしておかないといけないと感

じました。

　振り返ると、どの学びもこのインターンシップに参加し

たからこそ分かったことであり、この２週間はとても濃い

ものでした。また、お仕事についてだけでなく、人生の先

輩としても沢山のことを教えていただき、素敵な方々と出

会えたことに本当に嬉しく思います。この度の経験と素敵

な方々との出会いが近い将来または遠い将来に繋がること

を信じ、日々精進いたします。本当にありがとうございま

した。
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アメリカという地での経験
―株式会社石田大成社―

経済学部３年次生　小野内 大祐

海外で、

 企業の現場を

　体験する

　８月20日から９月３日まで、株式会社石田大成社・ダラス支店にて二週間

のインターンシップをさせていただきました。昨年まではロサンゼルスでし

たが、今年から新たな地であるテキサス州ダラス北部のプレイノという地で

研修を行いました。

　今回インターンシップに参加した一番の目的は、海外で働くということを

より明確にすることができると思ったからです。私は将来海外で働きたいと

いう漠然とした憧れを持っていました。しかし、今までそのような経験をさ

せていただける機会がありませんでした。そこで、今回の機会を活かし実際

に海外で働くことの経験を通して、将来海外で働くために必要なスキルを知ることができると考えました。また、石田大

成社は自動車産業であり、本場であるアメリカで日本の主要産業がどのように活躍なさっているかを学べる良い機会だと

思い参加することにしました。

　２週間の中で、ローカライゼーション・TEMA・コミュニケーショングループ・会計・人事など、様々な仕事内容を紹

介していただきました。説明の中では専門用語が多く、なかなか理解をすることが難しい部分もありました。仕事内容の

紹介だけではなく、毎朝のテレビ会議への参加や、実際に顧客であるトヨタ自動車本社を訪れ、見学等をさせていただく

機会もありました。最終日には、取扱説明書に関するアプリの概要についてプレゼンテーションを英語で行いました。２

週間で学んだことを活かした良い発表ができたと思います。これら経験を通して、海外で働くことについて、日本の企業

がアメリカでどのように活躍なさっているのかについてなど、様々なことを学ぶことができたとともに今後の課題も見つ

けることができました。

　今回のインターンシップを通じて一番実感したことは、自分自身が無知であるということです。仕事の説明を受けてい

るときや、現地の方・駐在している方々とのコミュニケーションを通じて、仕事に関することや今まで経験なさってきた

ことなどをうかがうことができました。そして、自分のまだ知らないことがたくさんあることを改めて実感しました。今

までの「学校」という枠の中では知ること

のできない「社会」についてのお話をたく

さん伺うことができ、非常に良い経験がで

きたと感じています。残りの学生生活を充

実させるためにも、今後も積極的に様々な

ことに挑戦し、多くのことを学んでいかな

ければならないと思いました。
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　４年前の４月１日、京田辺での入学式には、本人と一緒に参加しました。

もともと京都が大好きだったので、個人的にはうれしい気持ちもありまし

たが、本人の心中を思うと複雑でした。精一杯努力した入試でしたが、希

望が叶わない場合に選んだ大学だったからです。

　当時の村田前学長は、祝辞で言われました。「ここが君たちのロードス

島だ。ここで翔べない者は、どこに行っても翔べない」イソップの話です

が、不本意な場所にいたとしても、そこで飛躍できない者は、どこに行っ

ても通用しない、と。まさにあてはまる言葉で、聞いている本人のことを

思うと、涙が溢れて止まりませんでした。

　最初の１年は、浪人させてやれなかった申し訳なさとともに、何とか気

持ちを整理して頑張ってほしいと、祈る気持ちでした。一方、父母会の行

事に参加することで、様子もわかり京都にも行けて、楽しみが増えました。

本人も、アルバイトを始めたり学生祭典の活動に参加するなど、大学以外

の場所でも何かを探しているようでした。

　２年を迎える頃、母子ともそれぞれに気持ちの整理がつきました。本人

はもともと経済の勉強がしたかったので、ゼミ選びも熟慮しているようで

した。私も支部会で、次期支部長のお話をいただきました。支部会の司会

くらいならできそうだし、行事のときに目にする役員の方々がいつも楽し

そうだったので、お引き受けすることにしました。

　３年ではゼミが本格的になり、話を聞いていると難しく、専門の勉強を

しているのだなと感じました。後半からは、就職を意識して、調べたり動

いたりしているようでした。支部長の仕事は、先輩方に教えていただき、

父母会の運営や活動について、少しずつ理解していきました。

　４年になると、勉強と就活で大変忙しそうでした。就活はいよいよ結果

を得るべく最終段階で、一社一社のエントリーや選考が真剣勝負だったよ

うです。父母会では、支部長と副会長を兼任させていただくことになりま

した。全体像がわかりましたので、皆様にとってよりよい活動にするため

に、試行錯誤ができるようになりました。

　６月半ばに、本人から「内定をいただいた」と連絡がありました。受験

も就職も、すべて本人が考えて決めました。「どう思うか」と聞かれたら、「私

はこう思う」と答えるだけでした。どちらも目標がとても高く、100 

％自力での達成を目指したので、そのものを手にしたとは言えません。し

かし、「一つ一つ自分で考えて努力したことを誇りに思う」「どちらがよい

かわからないこともあるが、常に逃げない自分でいたい」という本人の言

葉に、立派に成長してくれたという実感が湧き、このロードス島で翔ぶこ

とができたのだと感じました。

　私も、同志社大学にご縁をいただいたことで、得られたことは多大です。

人との出会い、活動の楽しみ、たくさんの情報、非日常の時間と空間での

気分転換…。

　そして最大の発見は、自分が今まで一番大切にしてきたものは「良心」

だったということに気づいたこと。自分が何かを考えるとき、悩むときは

「良心のあり方がどうなのか」ということが核なのだということに、同志

社大学の「良心教育」に触れて気づきました。

　同志社大学の皆様、息子や私に出会ってくださり、たくさんの学びやお

助けをくださって、本当にありがとうございました。私にとっても同志社

大学は、心の母校の一つとなりました。今後ともますますのご発展を願い

ますとともに、卒業される皆様がそれぞれの場所でお力を発揮されて、さ

らに高く翔び立っていかれますように！幸いあれ！
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　思い起こせば４年前、娘と共に京田辺キャンパスの門をくぐり、賑やか

な歓迎ムードのデイヴィス記念館に続く緩やかな坂道に沿って満開の桜と、

同志社カラーのユニフォームに身を包んだチアリーディングのキレのある

パフォーマンスが素晴らしく、しばし足を止め、入学式に臨みました。

　外の喧噪と隔絶された、賛美歌とグリークラブの荘厳な雰囲気の中、村

田晃嗣前学長が語られたロードス島の逸話が思い出されます。ある選手が、

遠征先から帰ってきて自慢話をし、「おれはロードス島では、五輪選手も

及ばないような大跳躍をした。皆がロードス島へ行くことがあれば、その

大跳躍を見た観客が快く証言してくれるだろう」と言ったところ、それを

聞いていたうちの一人が、「そんな証言は要らない。君が大跳躍をしたと

言うなら、ここがロードスだ、ここで跳べ」と言った、という話です。そ

して、ここ（同志社）がロードスだと。いろいろな事情をもって同志社大

学に入学したとしても、この地で頑張るようにとの祝福のメッセージであっ

たと思います。そして４年後の今、ロードス島になったのでしょうか？

　娘は１年次で新しい友達にたくさん恵まれ、大学生活にも慣れた頃、サー

クル活動が始まり、２年次では夏休みが明けるとゼミの選考があり、所属

が決まり、ディベート大会にも参加しました。３年次になると、夏休みか

らインターンシップが始まり、自己分析、企業研究、４年次６月まで就活

が続きました。そしてやっと内定が決まり、今は毎月その企業から与えら

れた課題とプレゼン資料作成に取り組み、入社まで続くことと思われます。

　経済学部父母会主催の年２回の就職説明会に参加してある程度の知識が

あったので、傍らで冷静に見守ることができたと思います。新関学部長か

ら聞いてはいましたが、就活にはかなりお金もかかりました。先走り過ぎ

て、スーツを４着も買ってしまうという失敗もしましたが。バブル世代の

親にゆとり世代の子と、ある講師がいわれていましたが、今のような就活

を経験したことがない私にとって、学生さんは本当によく頑張っていると

思いました。夜中に娘の書き残したエントリーシートをちらりと見ると、

細かくきれいな字で書いているなと感心しつつも、超極細ボールペンの書

きやすさに驚き、直ぐに同じ物を入手し愛用しています。

　秋の就職説明会で発表された学生さんに聞いたのですが、新島襄の足跡

をたどる、函館キャンプに参加すると、より同志社愛が深まり、優秀な学生

さんが多いとか。もっと早く教えてよと思ったのですが、父母会行事に積

極的に参加されることで、より多くの情報を得ることができると思います。

　以下同志社大学キャリアセンター柳井所長が講演の最後に述べられた内

容です。新島の夢は、「良心」と「自由」に満たされた学園と社会の実現

です。彼は、日本が自由で民主的な近代国家になるためには、一人ひとり

の個性と人格が十分に尊重されることが、大事だと考えました。だから、

同志社においても彼は生徒一人ひとりの人格を尊重しました。生徒はかけ

がえのない「同志」でした。新島は「遺言」の中でも、「学生を丁重に対

応すること」を教職員に望みました。この遺訓は、今も本学では大事に守

られています。私はこの言葉でここがロードス島であったと確信しました。

４年間本当にありがとうございました。
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　早いもので、もう師走の頃となりました。街ではクリスマスイルミネーショ

ンが、山村では最後の紅葉が私たちの目を楽しませてくれます。季節の移

り変わりの速さと京都の多様性を感じます。日本の四季はいいものですね。

　私は四国の村落の出身で地元の学校から東京に本社がある企業へと就職

致しました。会社と世間に揉まれながらも少しずつ年齢経験を重ね、現在

は大阪府堺市に居を構え、４人の父親となっています。今思う事は、学生

時代に学んだ事、経験した事は一生涯の思い出となるばかりか、その後の

人生に大きな影響を及ぼすという事です。経済学部には２年生となる娘が

現在在籍中で恵まれた環境の中、勉学に、趣味に、交友に…様々な経験を

積み上げております。まだまだこれからではありますが、良い環境の中、

同校経済学部で過ごす時間と云うものは有意義であると思います。

　さて父母会の事ですが、一昨年前父母会主催の京都観光というものがあ

りました。なかなかの人気の為、当時参加漏れとなり非常に残念な思いで

おりました。その後、少しでも京都の事、同志社大学の事、経済学部父母

会の事を知りたくて父母会への参加を致しました。縁あって現在は副会長

をさせていただいており、会を主催する側におります。父母会の皆様には

大変感謝しております。

　父母会に入りまず感じます事は、京都と云う街は歴史、文化、自然に恵

まれたところである事、同志社大学の校風が自由闊達である事、経済学部

父母会は学生の良き理解者を目指している事などです。

　父母会の活動を一部簡潔に紹介致します。「就職説明会」では卒業生で

現在活躍されている方をはじめ様々な方を招き、他では聞く事ができない

就職の現在をあらゆる角度でいただくことができました。同志社大学であ

るからこそ可能なイベントで非常に貴重な情報源だと思います。「京都観光」

では、一昨年参加漏れとなった「トロッコ列車でゆく保津川の渓谷美」、 

「大政奉還150周年にめぐる幕末歴史ウオーク」などに参加させていただ

きました。京都という街は観光資源が豊富で、歴史も深くその質・量は最

高レベルでした。特に同父母会でいつもお世話になっております「らくた

び」さんという旅行会社のガイドさんは非常に京都に詳しく各種文化講座

の京都学の講師もしておられる為、大変レベルの高い説明をしていただけ

ました。

　一方、話を学生側に向けますと、大学より配付の資料に新島襄の文書が

記されています「我が校の門をくぐりたるものは、政治家になるもよし、

宗教家になるもよし、実業家になるもよし…」何やら硬い文書ですが、自

由闊達に学生時代を過ごし、やがて世の為人の為の人材をという意味が込

められていると思います。大学卒業後には立派な社会人となり現在も活躍

しておられる方が多くおられます。社会は「人」であり、人の行動が社会

を決めます。この教えが現在の生のキャンパスでも息づいていると思うと

非常に誇らしい事と思えます。

　これから会に参加を検討しておられるご父母の方、我々と共に大学キャ

ンパスに足を運び、大学の事、学生の事、そして京都の事、同父母会を通

じて、感じていただければと思います。

　まだまだお伝えできない事も多々ありますが、是非とも経済学部父母会

にご参加いただき同会の良さを感じていただきたいと思います。
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　大寒の厳しい寒さが身にしみる季節となりました。皆様におかれまして

は、お元気でお過ごしのことと思います。

　京田辺での入学式からはや３年、これから就職活動本番の次男をどのよ

うに見守ったらよいのか、期待と不安が入り混じりながら日々過ごしてい

ます。当の本人は、趣味に夢中になっていて、いつ就職活動をしているの

やら。乗り遅れてしまうのではと心配になります。

　当初父母会役員とは、非常に堅苦しく思っておりましたが、役員の皆様

にお会いすると楽しく和気あいあいとした雰囲気で、皆様御子息、御令嬢

の為に一生懸命頑張っておられる様子をみて、様々な親子の愛情を感じ取

ることができます。約２年間充実しながらも楽しく父母活動をさせていた

だいております。

　父母会では、就職活動の講演会、教育講演会など、企業の方のお話だけ

でなく、親の心構えや子供に対する接し方、OB・OG の方々の就職活動や

留学の体験談、ゼミの様子など、父母会行事は、私たちに様々な角度から

アプローチしてくださり、親の方も沢山の内容を知ることができ、時代に

乗り遅れないようにしなくてはと感じる事がよくあります。

　講演会の後、役員の方々の意見交換（堅苦しいものではありません）にも

興味深いものがあり、沢山の御父母の方々から様々な御考えを吸収させて

いただき、自分自身も勉強させられ、気付くことが多々あります。学生生

活と就職活動の内容が少しでも理解でき、子供とのコミュニケーションに

かなり役立っていると思います。どの御父母の皆様も、よく似た課題をお

持ちで、先輩の方々から色々な解決策を教えていただけることも父母会の

役員をさせていただいたお陰ではと感じている次第です。父母会の雰囲気

がとてもよく、居心地の良い場所と感じています。また日頃お話できない

先生方とも近い距離でお話できるのも役員ならではと嬉しく思っています。

　父母会の大きな楽しみの一つは、知る人ぞ知る京都観光です。いつも案

内してくださる株式会社らくたびさんは、京都専門の旅行会社で内容の充

実さはこれ以上の旅行社はないのではないでしょうか。今年度は、春には

人気の嵯峨野散策とトロッコ列車、夏には、実際には見学しなかったです

が、らくたびさんによる祇園祭りの説明、秋には時代祭りについて説明を

聞きながら見学できる予定でありましたが、台風で中止になり残念でした。

２月25日にも「≪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」が予定されています。京都観光

では、役員以外の方々も沢山参加されるので、御父母の方々とお知り合い

になれる機会です。どなたでも参加できますのでご気軽に参加されてはど

うでしょうか。

　最後に、父母会とは何？と聞かれたら、それは「安心感」だと思います。

父母会が無かったら、学生生活の様子や目まぐるしく変わる就職活動に付

いていけず、周りの状況もわからず、どのようにしてよいかわからないの

ではと思うと父母会に大変感謝致します。学部長の先生をはじめ、参与の

先生方、事務長、事務局の皆様、父母会役員・会員の皆様にはたいへんお

世話になりました。同志社大学経済学部父母会の益々のご発展をお祈り申

し上げます。
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