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　秋麗の候、ご父母の皆様におかれましては益々ご健勝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、ご協力を賜り心より感謝しております。

　またこの数か月、地震、水害、台風と災害が続き大変でしたが、被災された皆様に心よりお見

舞いを申し上げるとともに一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

　父母会では、2018年５月12日、同志社大学今出川校地にて春の就職説明会を開催させていただ

き、多くのご父母の皆様にご出席いただきました。

　今回は、㈱リクルートマネジメントソリューションズの福田隆郎様より、就活における適正検

査 SPI についてのご講演をいただき、その後、同志社大学キャリアセンター所長による、就職

状況とキャリア支援についてのお話、トークセッション等、盛りだくさんな内容で大変参考にな

る講演でした。ご父母の皆様にも今の就職状況を知っていただき、お子様とのお話のきっかけに

していただければと思っております。

　翌日の京都観光は、残念ながらあいにくの雨天でしたが、「らくたび」の若村様によるイヤホン

ガイドでの解説で京都御所の特別見学を行いました。同志社大学のすぐそばにあってもなかなか

訪れる機会がなかったので、詳しい解説を聞きながらの散策は大変素晴らしい機会となりました。

　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くことができ

ました。各支部に応じた就職状況についての講演、学業履修についてのお話、一年次生のご父母

にむけたお話、個人面談等、それぞれの地域に沿った内容となっております。同じ地域のご父母

同士の交流、情報交換の場になればと願っております。

　また、７月14日の京都父母会では、「らくたび」の山村様に「京都の和菓子文化と社寺門前名物」に

ついての講演をしていただき、京都ならではの和菓子のご紹介やお話はとても興味深いものでした。

　父母会の行事は今後、広島、沖縄、高崎の地方父母会、10月20日、21日の就職説明会（前編、

後編）、10月22日の京都観光、年が明けて２月23日の教育講演会、翌日の京都観光と続きます。

父母会ホームページでは、行事のご案内やレポート等、父母会活動の様子が随時アップされてお

りますので、そちらの方もぜひご覧ください。

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

手伝いを目的として活動を行っています。ご父母の皆様には今後とも父母会活動により一層のご

理解、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

　最後に、父母会行事にご協力いただいております谷村学部長をはじめ多くの先生方、沼井事務

長、事務室職員の皆様、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

西　垣　須美子
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学生、企業、大学、
それぞれのリアルボイスから
就職活動を考える。

【春の就職説明会】

求人倍率が1.88倍と高水準となり、学生の売り手市場だと報じられる昨今、

確実に内定を手にするためには

どのような活動が求められているのでしょうか。

本日は経済学部の就職状況および就職支援をご紹介するとともに、

多くの企業の採用試験で求められる SPI の実態と、

内定後の学生・企業・教員の就職活動に対するリアルボイス、

気になる資格についてのアドバイスをお届けします。

■開 催 日　2018年５月12日（土）
■開催場所　同志社大学良心館
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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

キャリアセンター所長
山口  晃司  氏

経済学部の就職率は高水準をキープ。
就職活動スケジュールには注意を。　

　まずは経済学部生の就職状況ですが、2018年３月の卒
業生の就職率は98.5％でした。アンケート調査では文系
男子は92.5％、文系女子は90.9％が就職先に満足と回答。
業種別ではメーカーが24.1％、金融が28.9％を占め、就
職先も銀行、保険、証券等の金融と公務員が上位に入りま
す。従業員が500人以上の大企業に全体の64.1％が就職
し、過去４年間のＵターン就職率は24.1％でした。
　現在の求人倍率は1.88倍で売り手市場といわれていま
すが、業種別では流通業が12.57倍、建設業が9.55倍、製
造業が1.97倍、サービス・情報業が0.45倍、金融業が0.21
倍とばらつきがあります。また従業員の規模別では従業員
数300人未満が9.91倍、300～999人が1.43倍、1,000～
4,999人が1.04倍、5,000人以上は0.37倍ですので、企業
規模や知名度、売り手市場という言葉に惑わされずに、幅
広く見て活動していただきたいと思います。
　企業の採用活動スケジュールは３月に広報活動、６月に
採用・選考活動を開始し、内定は10月からとなっていま
すが、実際はそれ以前から行われていることにもご注意く
ださい。調査会社のレポートでは、本年５月１日の内定率
は42.2％ですが、そのうち85.8％が就職活動継続中となっ
ています。一般的な学生の就職活動は、３年生の３月から
会社説明会に参加、エントリーシートを提出し書類選考を
経て、筆記試験・面接へと進んで内定に至ります。従って
２月までの自己分析、企業・業界研究、筆記試験・面接対
策等の準備が重要になります。自己分析では過去の自分を
振り返りますので、お子様の長所や短所についてはご父母
の皆様にぜひアドバイスをお願いしたいと思います。自己
分析が十分できていれば、企業の具体的な事業内容などを
調べた時に、自身の強みを入社後どう活かせるのかがイ
メージしやすくなります。
　社会人に必要な３つの能力として、「前に踏み出す力＝
アクション」、「考え抜く力＝シンキング」、「チームで働く
力＝チームワーク」があります。これらは４年間の学生生
活の中で、学問はもちろん、サークル活動や留学、ボラン

ティア活動等を通じて総合的に養われるものですので、学
生生活をぜひ有意義に過ごしていただきたいと思います。
　企業は面接で「人柄」、「自社への熱意」、「今後の可能性」
を重視するのに対し、学生は「アルバイト経験」、「人柄」、「所
属クラブ・サークル」をアピールしがちです。学生のあり
のままの姿を見るのが面接ですので飾る必要はありません
が、企業が何を求めているかを理解し、学生時代にどう成
長してきたのかをアピールしていただきたいと思います。

各学年にあわせてきめ細かくサポート。　
本学ならではの就職支援をぜひ活用して。

　本学のキャリア支援は３段階で構成されています。一つ
目は低年次生を対象に、正課科目３科目や正課外の各種セ
ミナー等のプログラムを通じて学生生活の目標を設定し、
社会への認識を深めます。二つ目は３年次生までを対象と
したインターンシップへの取り組みで、国内外の企業で実
際の業務を体験したり、社会の仕組みを知ることで、卒業
後の進路を考えるきっかけを作ります。三つ目は就職準備
期の３年次秋学期から、セミナーや講座を約450回開催、
参加企業は約1,400社にのぼり、学内にいながら全国の様々
な企業の人事担当者の話を聞ける環境を整えています。さ
らに求人件数は約8,500件、１対１の丁寧な個別相談は約
11,500件にのぼります。将来グローバルに活躍したい学
生を対象としたグローバル・キャリア・フェアを開催、18
県と就職支援協定を結びＵターン就職も支援。公務員志望
の学生にはガイダンスや業務説明会を開催、公務員講座も
開講しています。さらにキャリア支援システム e-career で
は、求人情報やセミナー、インターンシップ情報、先輩の
就職体験記などを発信し、セミナー等に出られない学生の
ために動画配信もしていますので、ぜひご活用ください。
　創立者・新島襄の言葉に「人一人は大切なり」とありま
す。我々もこの言葉を胸に、一人ひとりの学生の意思を尊
重しながら、自ら考え行動し決められるようサポートいた
します。ご父母の皆様におかれましては、本学を信頼いた
だき、折に触れてお子様とコミュニケーションをとりなが
ら、就職活動を温かく見守っていただきたいと思います。

就
職
説
明
会
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適性検査SPI ～概要と開発背景～

現在、９割以上の企業の採用で使われている適性検査。
その代表であるSPIがどのような問題で構成され、
どういった対策が有効なのか、
長年、開発に携わっていらっしゃる福田さんに
SPIの実態を語っていただきました。

株式会社リクルート
マネジメントソリューションズ
福田  隆郎  氏

SPIでは、理解力と思考力、
変わりにくい基本的な資質を測定。

　本日は SPI の概要と開発背景についてお話しします。
SPI は「Synthetic Personality Inventory」の略で、測定対
象は「理解力」や「思考力」といった能力と「性格特徴」
であり、具体的な職務や職種に対する適性を診断するもの
ではありません。現在、採用活動を行う企業の94％が何
らかの適性検査を実施しており、それは日本の新卒採用で
は「何ができるか」よりも「どんな人柄で、どんな可能性
を持っているのか」に関心が集まるからだと考えられます。
　SPI の開発背景としては、提供を開始した1960年代に、
多くの企業の採用が指定校制や縁故採用中心から自由応募
に変わってきたために、それまでとは異なる背景を持つ応
募者を見極める必要性が出てきたことがあげられます。学
歴で選別されるのではなく、公平にチャンスが与えられ、
各々の個性が活かされる社会の実現に寄与するため、可能
な限り品質の高いテストの提供をめざして開発が進められ
てきました。
　「企業人の成果創出モデル」といって、成果を生み出す
もとになる要素を図式化したものがあります（【図①】）。
それぞれの要素が複合的に組み合わさって行動が生まれ、
それが成果に結びついているという考え方ですが、SPI は
この図の一番下の比較的変わりにくい基本的な資質を測っ
ています。企業が応募者の「行動」をすぐさま判断できれ
ばいいのですが、新卒採用ではそれが難しいため、入社後
の行動を予測するために SPI を使っているのです。

対策本はあくまで問題に慣れるため。
性格検査は素直に回答するのが賢明。

　SPI の測定領域は「性格特徴」と「知的能力」に大別さ
れますが、どのような仕事を遂行する上でも共通して求め

られる一般知的能力を測るのが能力検査です。その中では
「言語理解力」、「数量処理力」、「論理思考力」を測定しま
す。どのような問題でこれらの能力を測っているかという
と、「言語理解力」は文章を読んで正しい要旨を選択肢か
ら選ぶようなものです。「数量処理力」は、設定を読み四
則演算などによって正答を算出するものです。この領域の
問題では筆算が必要になることがあるので、事前に復習し
ておくとよいでしょう。「論理思考力」は、提示された情
報に基づいて思考し、正しい結論を導き出すものです。ど
れも特別な解き方はなく高度な知識を問うものではないの
で、SPI 対策本にあるような練習問題を一生懸命解く必要
はそれほどありません。対策本は問題形式に慣れるための
程度のものだとお考えください。
　次に性格検査についてですが、これは向き・不向きや人
となりを把握するためのもので、例えば「考える前に行動
する方か」または「行動する前に考える方か」といった選
択肢があり、自分にあてはまる方を選びます。性格はその
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人の持ち味であり、「必ずこうでなければならない」とい
うものではありません。自分をよく見せようと思って嘘を
つくこともできますが、ここで気を付けたいのは、面接で
の印象とテストの結果を照合したり、配属を決める際の参
考にすることもあるということです。印象とテストの結果
がかけ離れていると面接官は違和感を抱きますし、希望と
まったく異なる部署に配属されてお互いに不幸な結果に
なってしまうこともあり得ます。つまりは感じた通り素直
に回答するのが一番だということです。受験で構えてしま
うのは仕方ありませんが、質問一つひとつを見て「こっち
の方が印象がいいかも」と選んでしまうと、かえって不利
になる場合があることを念頭においてほしいと思います。

「能力検査」は面接選考への選抜に。
「性格検査」は面接での補助情報に。

　次に受験方法についてですが、現在は４通りの受験形態
があります。一番受験者数が多いのがテストセンターで、
応募先の企業から受験依頼がきたらテストセンターに予約
し、専用会場に行ってパソコンで受験するものです。次に
多いのがご自宅やキャリアセンターのパソコンから受験す
る WEB テスティング。その次は、冊子とマークシートで
答えるペーパーテスティング。最後は各企業個別の会場に
用意してあるパソコンで受験するインハウス CBT で、応
募者数が多い企業ほどテストセンターを使う傾向がありま
す。ちなみにペーパーテスティング以外はパソコン上で回
答しますが、これらは回答結果に基づいて次の問題をコン
ピュータが自動で出題する適応型方式をとっており、難し
い問題に正答できたらさらに難しい問題が出ますし、誤答
すれば少しやさしい問題が出ますので、同じ会場でも人に
よって解く問題が異なります。応募者数の多い企業は能力
検査で一定以上の得点をとった人から面接に呼ぶといった
優先順位付けに使うことが多く、性格検査は面接の参考資
料としてや、自社の社風や仕事内容に適しているかどうか
を見るため、また入社後のマネジメントに活かす企業も近
年では増えてきているようです。
　SPI を受験するにあたっては、まずは実態を知ることが
大切です。当社でも SPI を学生に理解していただこうと、
リクナビに SPI を体験できるページを設けています。特に
能力検査は問題形式に慣れておくことが有効ですし、パソ
コン上のテストにはページを進めると後に戻れない、問題
ごとに回答の制限時間があるなど、慣れていないと焦って
しまう特徴がありますので、ぜひ事前に体験しておいてく
ださい。性格検査は必要以上に身構えず、素直に答えるの

が適切だと思います。

多様な価値観に触れて「引き出し」を増やし、
学業を通じて「理解力」や「思考力」を高める。

　最後に、重要なのはテスト対策ではないということをお
伝えしたいと思います。もちろん SPI を突破しないことに
は次のステップに進めないという面はありますが、テスト
で高得点を取るために対策本で必死に勉強するのはあまり
本質的な対応とはいえません。というのも、能力検査で見
ようとしている「理解力」や「思考力」は、難しい文献を
読んで理解したり、自分で考えて論文を書いたり、ゼミの
仲間と議論するといったことを通じて高められるものだと
考えるからです。大学の授業やゼミ活動を通して身につい
たそれらの力は、その人の一生の財産になります。
　せっかく時間を使うのですから、勉学に真剣に取り組ん
でいただくのが一番いいのではないかと思います。また、

「年齢や価値観が異なる人との協働」や「未知の環境に身
を置くこと」など、実体験を積むことも大切です。若手社
員について最近多くの企業で「うまくいかなかった時に原
因を自分ではなく他人や環境に求める」、「自分を認めてく
れる人とだけコミュニケーションをとり、苦手な人には心
を開かない」、「自分で考えようとせず短絡的に正解を聞こ
うとする」といった声を耳にします。様々な経験を積むこ
とで、多様な価値観に触れいろいろな事態に対処するため
の「引き出し」を増やすことができます。貴重な学生生活
の中で、早いうちから多彩な人間関係を築くことを心掛け、
本業である勉学に力を入れて能力面を鍛えるとともに、「引
き出し」を増やすべく幅広い経験に時間を使っていただき
たいと切に思います。本日はありがとうございました。
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トークセッション

～企業・教員・学生から見た2018年就職活動～
今年就職活動を終えた４年生の奥田さんとリさん、ゼミの指導教員である新関先生、

企業の採用担当者である山田様をお迎えし、
就職活動で心掛けておくべきことや内定に至るまでの過程について、

それぞれのリアルボイスをお聞きしました。

インターンは目的意識を持って臨んで。
OB・OG訪問も有効な手がかりに。

新関●本日は内定を得た学生、企業の採用担当者、教員の
視点から、今年度の就職活動の実態をご紹介したいと思い
ます。よろしくお願いします。
山田●トヨタコネクティッド株式会社で採用グループのグ
ループマネージャーをしております山田と申します。よろ
しくお願いします。
奥田●トヨタコネクティッド株式会社に内定しました、経
済学部４年生の奥田と申します。よろしくお願いします。
リ●経済学部４年生のリ・キョンスです。外資系コンサル
ティングファームに内定しました。就職活動は主に総合商
社や外資系金融機関が中心でした。よろしくお願いしま
す。
新関●お二人はいつ頃から就職活動を始めましたか？
奥田●２年生の３月から始めました。

リ●３年生の11月くらいから本選考に進み始めましたが、
それまでは合同説明会などに足を運ぶ程度でした。
新関●奥田さんはなぜそんなに早く始めたのですか？ま
た、リ君はそれが一般的なタイミングなのかどうか教えて
ください。
奥田●留学中、海外のジョブフェアに参加した際に、海外
の学生は自分の将来ビジョンや企業を深く理解した上で就
職する姿を見ました。それに比べて日本は大手に受かれば
勝ち組といったいわゆる “ミーハー就活”。「40年近く働く
かもしれない企業をたった４ヵ月間で決めるのは無理だ」
と感じて、なるべく多くの人に会って納得できる就職活動
をしたいと思い、早くに活動を始めました。
リ●日本企業が情報を解禁するのは一般的に３年生の３月
からですが、11月頃から徐々に準備しておけば充分だと
思っていました。外資系企業は３年生の７～９月にすでに
選考が始まっていたので、少し遅かったかもしれません。
新関●お二人はインターンには参加しましたか？
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奥田●春と夏に10社くらい参加しました。その中で一つ
いえるのは、目的を持って行かないと意味がないというこ
とです。相手を知って自分に合うかどうかを探るためのも
のなのに、「とりあえず参加しておけばうまくいくだろ
う」と考えている学生が多く、企業側もそれがわかってい
るから、インターンの時点で落とされる可能性もあるから
です。
リ●参加したのは１、２社程度です。というのも、３年生
の夏に外資系企業のインターンに参加しましたが、事業内
容や企業文化などが表面的にしかわからなかったからで
す。本当にやりたいことを探すためには実際に働いている
人に会うのが一番だと思い、ゼミの OG・OB の方々に３
年生の７～８月に数名お会いし、その経験を通して自身の
将来像や挑戦したい仕事をイメージして企業選びを行いま
した。
新関●インターンの試験が採用に直結しているように思わ
れるのですが、その点はいかがでしょうか？
山田●当社はインターンを夏と冬に実施していますが、そ
こから即採用しようとは考えていません。当社の提供して
いるサービスは一般公開しにくいもので、インターンに来
ていただいて最先端の技術の話や現場の取り組みをお伝え
し、当社の取り組みや目標に共感いただける方を探してい
るという感じです。IT 技術者の採用を目的に実際に開発
を行うといったインターンを実施する企業もありますが、
そういったインターンは、選考が厳しいと思います。
新関●お二人はどういったことを軸にして就職活動を行っ
ていましたか？理由を含めて教えてください。
奥田●留学中に広告代理店のインターンを行っていたので
すが、Uber というシェアリングサービスを提供する企業
で働いている方が「日本は車のハードを作るだけになり、
日本の自動車業界は衰退の一途をたどるだろう」という話
をしていました。また留学先のクラスメイトが「自国のた
めにビジネスを学んで帰る」といっていたのに、日本人で
ある私には全く危機感がなく、悔しい思いをしたこともあ
りました。そこで、「グローバル」と「ダイバーシティ」
がどれくらい実現され、活用されているのか、また日本人
としての危機感がどれくらいあるのかを見ながら企業選び
を行いました。その際は一つの企業につき５～６人 OB 訪
問を行い、実際にどういった思いで働いているのかを聞く
ようにしていました。
リ●「専門性」と「成長できる環境」が軸でした。社会が
目まぐるしく変革する中で自分だけの専門分野を持ちたい
と思ったことと、サッカーの同期がプロチーム等に入団し
ているのを見て、「自分もプロフェッショナルになりた

い」と思ったからです。外資系企業における「成果を出せ
なければ即クビ」というスタンスはプロのスポーツ選手と
似ていて、そういったハイプレッシャーな環境で自分の力
を試したいと思い、外資系を志望。内定先を決めたのは、
企業課題や企業の意思決定に携わる仕事がしたかったから
です。
新関●自己分析はいつ、どのような方法で行いましたか？
奥田●３年生の６月くらいに両親に自分自身のことと両親
の子ども時代や性格、好きなものについて尋ねました。友
達に見せている顔は作っている部分が多いでしょうし、両
親の性格や嗜好は私の性格にも影響があると思ったからで
す。私は昔、引っ込み思案だったのが、何をきっかけに積
極的になったのかを聞いてみて、自身の転換期を探しまし
た。
リ●10年間サッカーノートを書き続けていて、それを見
返すことで自分の弱みや強みを把握しました。同期や先輩
方にも聞いてみて、自分自身を明確化していきました。

企業に合わせて作りすぎはNG。
エントリーシートやSPIの対策は万全に。

新関●最初から活動はうまくいきましたか？内定までに何
社くらい受けたか、失敗した例があれば教えてください。
奥田●インターンへ行った企業の早期選考から２社を受
け、内１社が不合格。理由を自分なりに分析すると、企業
に合わせて自分を作りすぎてしまったことです。「結局あ
なたは何をやりたいの？」と聞かれても、今その会社にあ
るものを発展させていきたいといった話しかできず、本当
にやりたいことが明確ではなかったのです。テクニックに
走ってしまった部分もあると思います。
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リ●当初はエントリーシートの精度が低く、書類落ちする
ことも多々ありました。それを克服するために、先輩や
OB の方々に積極的にコンタクトをとって添削してもらい
改善しました。SPI などの WEB テストもないがしろにす
ると落ちてしまいますので、第一関門を突破するために
も、事前にしっかり計画を立てて準備することが大切だと
思いました。
新関●よく「資格や語学力は必要ですか？」という質問を
受けますが、それに関してはいかがですか？
奥田●SPI は対策次第だと思います。最初はひどいもので
したが、一生懸命勉強し続けたのでかなり点数が上がりま
した。語学力が必須の会社もありますが、入社後身につけ
ればいいという会社もたくさんあります。今もし語学力が
なくても、それまで一生懸命取り組んできた経験が伝われ
ば、入社後の期待につながると思います。
リ●外資系は英語ができて当然というイメージがあります
が、「この人なら入社後に語学も習得できるだろう」と思
わせるポテンシャルを見せることが大切です。入社の段階
で TOEIC のハイスコアが必須なわけではありません。ま
た、専攻がファイナンスと企業分析だと伝えると、面接で
それらの知識を問われるケースがありました。簿記２～３
級を取っていると、面接で話せる内容が増えると思いま
す。
新関●資格がなくても専門について話せれば問題ないとい
うことですね。具体的な流れですが、一社につき何回くら
い面接があるのか。また、どういった業界を受けたのか教
えてください。
奥田●自動車、重工、機械、インフラのメーカーを受けま
した。早い企業では冬のインターンに参加すると12～１
月頃から選考が始まります。WEB テストと書類選考が通
過すればグループディスカッション、次に個人・集団面接

が始まります。多いところで６回面接・面談がありまし
た。集団面接は話すチャンスが少ないので、短時間でいか
にアピールできるかが勝負だと思いました。
リ●内定先と外資系投資銀行についていえば、３年生の３
月までに内定の８割は出ます。書類選考、WEB テスト、
一次面接を経て、ジョブ選考と呼ばれるインターン型の選
考を受験し、４～５日間でグループワークの成績の高い学
生が内定するのが一般的な流れです。総合商社は３月の解
禁後に説明会が数回ありますが、応募者が多いので抽選制
で、そこから６月に３回ほど面接を受けて内定という流れ
です。

不器用でも自分の言葉で話すのが大切。
自身の研究分野を深く極めて。　　　　

新関●教員の視点からお話しすると、一生懸命勉強に取り
組んでいる学生が就職活動でもうまくいっている印象があ
ります。面接ではいかに自分の言葉で自信を持って話せる
かが重要で、インターンや留学に行った学生は面接で話す
内容も豊かになります。自己分析で自身の長所と短所を見
つけ、そこから導き出された軸をもとに就職活動を行うこ
とも大切で、ただ「大手に行きたい」という学生は大抵う
まくいきません。よく、ハキハキ話せたり美人だったりす
ることが有利に働くのではと思われますが、必ずしもそう
ではありません。基本は「目」で、いきいきして自信にあ
ふれている学生は就職活動もうまくいきます。別に特殊な
エピソードがなければならないというわけではなく、まず
は充実した学生生活を送り、ゼミ活動や勉強を一生懸命行
うことが就職活動には必要なのだと思います。企業の採用
担当者としてはいかがですか？
山田●面接において企業は一般的な話は期待しておらず、

ゼミ指導教授
新関  三希代  教授

トヨタコネクティッド株式会社
山田  さおり  氏
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その人がどういった経験を積んできて、そこから何を得て
どう活かしていきたいのかが聞きたいと思っています。当
社は最終面接では特に、大学できちんと勉強してきたかど
うかを問います。「なぜその学部やゼミを選んだのか」、

「そこで何を研究しているのか」、「なぜそのテーマを選ん
だのか」、「これからどう研究していくのか」などを聞きま
す。それに答えられる学生は、おそらく仕事もできると考
えるからです。インターンも目的意識を持って臨み、いい
経験も悪い経験も次に活かすことが大切だと思います。
新関●各業界の特殊性や人を見る共通項はありますか？
山田●あるベースを活かして次につなげるという点は共通
していると思います。ただ、何事にもきちんと取り組むタ
イプの人を求める会社もあるでしょうし、当社のようなイ
ノベーティブな会社は固定概念にとらわれず新しいことに
取り組む人を求めます。外資系企業だと相手に打ち勝って
自分でステイタスを作っていけるような打たれ強い人を求
めるでしょう。同じ業界でも企業によって異なりますの
で、そこは見極めていただきたいと思います。例えばお子
様が興味を持っている企業があった時に、Ａ社は合うけれ
どＢ社やＣ社は合わないという場合があります。一生懸命
Ｃ社に向けて取り組んでいらっしゃったら、「Ａ社も受け
てみた方がいいんじゃないの？」とアドバイスしてあげて
ほしいと思います。私自身、面接の際に「この子、当社だ
けじゃなくてあの企業もチャレンジしてみたらいいのに」
と感じる時もありますので、お子様に合った企業を見つけ
てあげてほしいと思います。また、ハキハキと話すことだ
けが重要ではありませんが、ハキハキと話せなかったらお
そらく思いが伝わりませんので、その点はトレーニングが
必要だと思います。例えば私が小さな声でボソボソと自社
の説明をしたら、当社を受けたいと思いませんよね？それ
と同じで、面接は「お互いに時間をとっているのだから有

意義な時間にしよう」と、相手の質問にきちんと答えよう
とする姿勢でいることが大切です。挨拶をするとかハキハ
キ話すといったことは練習である程度できるようになりま
すので、ぜひ心掛けてください。
奥田●私は「おはようございます」、「ありがとうございま
した」と大きな声で明るくいうことで、「面接が始まる
ぞ！」、「終わったぞ！」と、気持ちを切り替えていまし
た。
リ●面接で「志望度が低い」といわれることが多かったの
ですが、おそらく表情を見ていわれたのだと思います。溌
剌としたテンションで臨むと結果がついてきたこともあり
ましたので、気持ちの持ちようだと思います。
新関●相手に「一緒に働きたい」と思ってもらうために
も、ある程度のマナーは必要です。椅子は座の３分の２ま
でに座る、足はきちんと揃える、相手の目を見て話すな
ど。わざわざ自分のために時間を割いてくださっているの
ですから、そのコストに見合うだけの対応をするのは最低
限必要です。その上で大切なのは、志望動機や自身の経験
が自分の言葉で話せることです。今はエントリーシートの
模範例などが WEB 上にたくさん載っているので、面接で
も「聞いたことあるな」という内容を話す人も多いです
が、それではせっかくの時間がもったいないです。
山田●本当にそうですね。少しくらい不器用でも、自分の
言葉で一生懸命話してくれた方が印象はいいですね。表面
的に話している場合と、本心で話している場合は、伝わっ
てくるものが違いますので。
新関●長く指導してきた中で、どうしても受からない学生
はいます。そういう人は大抵、業種あるいは企業など志望
の方向性を変えた途端、内定が取れるようになったりしま
す。そういった学生に対するアドバイスはありますか？
山田●志望している業界や企業の幅が狭くなっている場合

経済学部４年生
奥田  佳緒莉  さん

経済学部４年生
リ・キョンス  さん
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があります。未来をどう歩むかを考える時に、その方向性
が狭いとよい出会いにつながる確率が下がってしまいます
ので、方向性を広げることが大切だと思います。私自身、
超氷河期の就職活動でかなり苦労しましたが、ある日東京
から名古屋の合同説明会に行って、そこで普段目を向けな
いような業界をまわったことで大きく世界が広がった経験
がありました。皆さんも全く異なる職種を受けてみたり、
交流のなかった先輩に話を聞いてみたりすると、隠れた能
力が見つかるかもしれません。

学生主体で、視野を広く持ち、
“就社”ではなく“就職”活動を。

新関●最後に、ご父母の皆様に協力していただきたいこと
としては、個人的にはお金です。やはり交通費がかかりま
すので、ぜひ援助してあげてください。また、売り手市場
といわれている中で、お子様がいくつか内定を得た際にご
父母の意見で入社先を決めるケースが多いと聞きます。そ
ういった場合、学生は真剣に悩みますので、ぜひお子様の
意見を尊重してあげてください。
奥田●就職活動中は不採用になるとかなり落ち込んで、一
喜一憂が激しくなります。私が両親に感謝しているのは、
普段まったく干渉してこないけれど、辛い時はちょっと話
を聞いてくれたことです。苦しい時、母親に「そんなに頑

張らなくても、あなたの調子でやればいいよ」といわれた
ことで前向きな気持ちになりました。
リ●先輩から「“就社” 活動ではなく “就職” 活動をしろ」
という言葉をよく掛けられていました。「有名企業に入る
のがゴールではなく、そこに入って何がしたいのかを明確
化して企業選定をしろ」という意味です。自分も内定を得
た際に親から「ここに決めたら？」といわれて迷ったこと
がありましたが、そういった場合は本当にやりたいことや
夢が実現できるかどうかで決めた方が気が楽だと思いま
す。学生生活で一つのことに取り組まないと、話すエピ
ソードが限られて就職活動も難しくなるので、お子様が授
業に出ていなかったりしていたら怒ってあげてください。
山田●現在、スカウトのサイトが増えてきています。エン
トリーして、自身の特徴や希望する仕事の方向性を登録し
ておくと、そこから企業が声を掛けてくれる仕組みのもの
で、ぜひ有効に使っていただきたいと思います。当社は
WEB 上での面談や説明会を取り入れていますが、それは
移動時間や交通費をかけずに効率よくマッチング率を上げ
るためです。そういった企業も増えていますので、スカウ
トが来た企業から自分が向いていそうなところを見つける
など、チャンネルを増やしていくのもおすすめです。そし
てやはり「就企業」ではなく「就職」だと思いますので、
長い目で見て、ぜひお子様のチャレンジをサポートしてい
ただきたいと思います。本日はありがとうございました。

就 職に有利になるから資格を取得する人は多いと思いますが、企業は『資格取得』という行為自
体を仕事ができるかどうかの物差しとして見ています。取得するのが難しい資格であればある

ほど『しっかりと計画的に勉強ができる人であるかどうかの証明になる』といえるでしょう。
　資格を取得するきっかけは人それぞれですが、ご自身の進路を考えた時が勉強を始めるタイミング
だとお考えください。いくらまわりから勧められても学生本人が『その気』でなければドロップアウ
トに繋がるからです。
　そのタイミングの一つに就職がありますが、「就職に必要なタイミングから逆算」です。例えば、就
職活動時の武器として宅建を使いたいのであれば、宅建は年に一度10月試験となりますので、２年生
の冬頃から始めるというように『その気』と『タイミング』を大事にしてください。
　今学生に人気の資格及び試験対策としては、簿記、会計士、宅建士、診断士、FP、税理士、公務員
等が挙げられますが、イチ押しは『簿記』です。なぜなら公認会計士や税理士等を目指す際に簿記の
知識が必要であり、簿記からステップアップできる資格が非常に多いからです。先に目指す資格があ
るなら、１～２年生の間に取得しておくことを推奨します。
　そしてその際には我々のような資格学校を上手にお使いください。相談は全て無料で、親身にアド
バイスさせていただきます。時代は情報戦です。質の高い情報を多く仕入れた方が就職でも強みとな
りますので、今後のプラン形成に是非お役立てください。
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ご説明し、「経済学部での学び」についてイメー

ジしていただければと思います。

基礎演習

　１年次は入学して２カ月経ちますが、お子様は

元気に大学に通っておられますか。１年次は成績

表がまだありませんが、「導入科目」である「基

礎演習」では、新入生全員が30クラスのクラスに

振り分けられて経済学部での学びの基礎、大学で

の学びの基礎を習慣づけていただきます。今年は

１学年893名ですが、経済学部は、１学年1,000人

を超える年もある大規模学部ですので、少人数と

いっても１クラス30人を超えてしまいます。とに

かく「基礎演習」では、学びの基礎、大学生活の

基礎を学びます。プレゼンテーションや、教科書、

論文、書籍を読むだけではなく、読んだ上で要約

し、批判する練習をしています。ここ最近、私は

「基礎演習」を担当していませんが、こちらは、

今の３、４年次が１年次だった頃の写真です。私

のクラスではメンバーを４つないし５つのグルー

プに分けて、グループごとに発表すると同時に、

発表を聞く他のグループには、聞くだけではなく

討論をさせるようにしています。こうしてプレゼ

ンテーションの練習をしているのです。ここで経

済学部での学びの基礎を築いてほしいと考えてい

る次第です。最近の学生は高校時代から情報の授

業でパワーポイントを使っていると思います。で

すから比較的上手にプレゼンをこなします。

　さらに論文やレポートの書き方についても学び

ます。自分たちが学んだこと、取り組んだことに

ついてプレゼンテーションをして発表し、さらに

レポート、論文の形にまとめるのです。この写真

　皆さん、こんにちは。父母会参与の横井と申し

ます。本来ですと学部長の谷村がまいりましてご

挨拶するところですが、本日、京都で同経会、経

済学部卒業生の集まりがあり、そちらに参加して

いますので、参与である私がご挨拶をさせていた

だきます。東京近辺という遠くから京都にお子様

を送っていらっしゃるみなさま方に、大学での学

びの状況をイメージしやすいように、写真をもっ

てまいりました。開会までビデオが流れていまし

たが、ビデオに映っているのは竹廣先生のゼミを

はじめ優秀なゼミ生の活躍の様子だったかと思い

ますが、こちらでお見せするのは私のゼミや講義

の様子です。

　お手元に新しい2019年入学生向けの『大学案内』

がございますでしょうか。経済学部のページの57

ページをお開きください。また、経済学部父母会

のクリアファイルの中にある「経済学部卒業要件

チェック表」（2012年度生以降）なども見ながら

聞いていただければと思います。後で事務の方か

ら詳しい話があるかと思いますが、評価等につい

ては『父母会報』16ページ以降から書いてありま

す。２年次以降の御父母には、成績表に基づき、

個人面談が行なわれますので、いろいろお聞きい

ただければと思います。

　それでは、経済学部でお子様がどのような環境

で学んでいるかをご紹介しながらご挨拶に代えた

いと思います。57ページのカリキュラムの表をご

覧ください。経済学部は「導入科目」「基礎科目」

「基幹科目」を専門科目としています。その他に

「演習」等があります。さらに、外国語関連で「言

語・コミュニケーション」、一般教養で「啓発科目」

等が設けられています。今日は専門科目について

父
母
会
行
事

の
中
か
ら

経済学部での学び

横井 和彦（経済学部教授）
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目についての知識を高めるものです。１年次秋学

期、２年次春学期にとることができます。私の専

門は中国経済ですので「新語で読み解く現代中国

経済」というクラスを開講しています。新語、流

行語を通じて中国経済を学ぼうというものです。「エ

コノミクスワークショップ」はさまざまなクラス

がありまして、例えば「里山保全の実践経済学」

は、フィールドワークで里山に行き、田んぼや畑

で農作業をしたりしています。私のクラスには何

人か中国人の留学生がいますので、国内にいなが

ら留学生と交流ができます。「エコノミクスワー

クショップ」のクラスに、同志社大学の日本語・

日本文化教育センター（日文センター）に交換留

学等で来ている外国人留学生の皆さんが、登録し

て履修することができるクラスがいくつかあるの

です。私のクラスも中国からの留学生が５、６人、

登録履修しています。各グループに１人か２人、

中国人留学生が入って、日本人学生と学ぶことが

できます。少人数クラスは、出席すれば単位がと

りやすいと思います。「エコノミクスワークショッ

プ」は「１類科目」、すなわち専門科目に入って

います。「エコノミクスワークショップ」は２単

位です。本来は１年次の秋学期、２年次の春学期

に登録履修してほしいのですが、毎年のようにと

り続ける学生もいます。

　このように少人数クラスを重視しているとはい

え、経済学部の専門科目、とくに「基幹科目」は

大規模教室での講義になります。経済学部の学生

は多い学年では1,000人を超えます。どんなに小

さくても200～300人のクラスで、私のクラスは

600～700人の登録者がいますので、大教室で行っ

のように、私のクラスは寧静館という今出川校地

の古い建物が当てられていますが、他のクラスは

新しい良心館の情報教室（PC 教室）で授業をし

ているようです。実際に論文、レポートを書きな

がら学ぶ、寺子屋のような感じで行っています。

このように情報教室で、グループ内での小発表会

などもしながら、実際にレポートに書く材料をイ

ンターネットで調べたりもしています。

　１年次の春学期では、学びの基礎を築くと同時

に、友人をつくって大学に行くのに戸惑いがない

ようにしていただきたいと思います。「基礎演習」

のクラスで友だちができることが多いと思います。

これは春学期までで、この科目は全員が登録して

いますが、出席をしてきちんと課題を出していれ

ば単位も得られます。もし「基礎演習」が「Ｆ」

になっている２年生以上の学生がいらっしゃると

したら、大学に行っていない可能性が高いと思い

ますので、成績表を一度チェックしてみていただ

きたいと思います。「言語・コミュニケーション

科目」、すなわち外国語、英語その他の言語の科

目の成績が不振ですと、やはり出席をしていない

可能性が大だと思いますので、教育的指導が必要

になってくるかと思います。

エコノミクスワークショップ

　１年次の秋学期、２年次の春学期は少人数のク

ラスがありません。「２年次演習」は２年次の秋

学期から始まります。今年は６月６日からオリエ

ンテーションが始まり、秋学期からの「２年次演

習」の選考が始まります。以前は、１年次秋学期

と２年次春学期には少人数の科目がありませんで

したので、「エコノミクスワークショップ」とい

う科目ができました。少人数クラスがない時期を

解消し、「基礎演習」からの少人数の学びを継続

して行い、経済学部での学びの意欲を継続してい

こうということです。「基礎演習」は学籍番号で

割り振られたクラスですが、「エコノミクスワー

クショップ」はテーマが決まっていますので、自

分で興味のあるテーマにあわせて選ぶことができ

ます。少人数で学ぶことを通じて経済学や関連科
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る学生もいます。うちのゼミ生にはまだ内定がそ

んなに出ていないような気がしていて心配してい

ますが、経団連の方針に従い、就職活動の予定を

組んでいる企業では、これから続々と内定が出て

くるのではないかと思います。就職説明会に企業

の方にきていただいたり、就活の業者に来ていた

だいてお話をしてもらう機会も「卒業研究」の最

初の頃に設けるようにしています。「卒業研究」

はゼミとしての活動は、まだあまりしていなくて、

就職活動に励んでいるゼミ生が大半です。

　経済学部では基幹科目を中心に大規模なクラス

の講義が多いのですが、１年次の「基礎演習」、

１年次秋学期と２年次春学期の「エコノミクスワー

クショップ」、そして「２年次演習」「３年次演習」

「卒業研究」というゼミで、少人数教育の機会を

設け、大規模な学部で希薄になりがちな人間関係

や大学に対する興味関心を失ってしまわないよう

にと努力しているつもりです。１年次、２年次の

お子様には「エコノミクスワークショップで少人

数クラスをたくさん受けたらいい」とお伝え願え

ればと思います。

チャペル・アワー

　さて、私は同志社大学キリスト教文化センター

の所長をしています。キリスト教文化センターで

は、礼拝の時である「チャペル・アワー」を火曜

日、水曜日、金曜日の週３回行っています。これ

は金曜日の「チャペル・アワー」の写真で、同志

社礼拝堂です。火曜日は神学館礼拝堂、水曜日は

クラークチャペルで行っています。同志社大学に

ある重要文化財の建物でも行なっています。お子

様には在学中、一度は「チャペル・アワー」に行っ

ていただき、同志社がキリスト教主義の大学であ

ることを体感してもらいたいと思います。私の授

業では３回「チャペル・アワー」に出て、レポー

トを３枚出すと加点するということを行なってい

ます。きっと神さまも理解してくださると信じて

やっています。ぜひ多くの皆様にキリスト教につ

いても理解してほしいと思っています。

　昨年度、父母会で京都市内のチャペルを回る企

ています。月曜日の１講時ですが、登録者が多く

て２つの教室に分かれて中継授業することになっ

ていますが、そのうちに中継クラスには誰もいな

いことがわかり、「やめてもいいですか？」と事

務の人からいわれてしまいました。同志社は「人

一人は大切なり」といっていますから「中継して

ほしい」といいましたが、中止になってしまいま

した。これは、学生に頼んで撮ってもらった写真

です。学生の目からはこのように見えるというこ

とになります。大きな画面にパワーポイント等で

資料等を映しながらの授業が多いかと思います。

大変広い教室なので、スクリーンが後ろにいくつ

もあります。「基幹科目」は一般的には200～300

人のクラスが中心になるかと思います。私のよう

な大規模クラスだと面白くないとなってしまいか

ねないので、先ほど来申し上げている「エコノミ

クスワークショップ」等の小クラスを設けるよう

にしているのです。

演習

　経済学部の学びの中心になるのは、２年次の秋

学期から始まる「演習」です。まだ写真がありま

せんので、「３年次演習」の写真を使っています。

横井ゼミは人数が多い、今の３年生は45人います。

よくいえば優しいから、悪くいえば優柔不断で、

面接を受けた人を落とすのは忍びないと思って、

なるべくとろうとしたら多くなってしまいました。

「教育上よくない」とお叱りをうけることがあり

ますが、５つのグループに分かれてグループ内で

の討論を中心にするなど、クラス運営に努力して

います。体育会の人が多いゼミでもあり、ラクビー

部、野球部、サッカー部といった体育会の学生が

多いです。「スポーツができる人は頭もいい人だ」

といい聞かせています。「君たちはとてもよくで

きるんだよ」と愛を注いでいるつもりです。これ

も３年次のゼミです。発表するグループと、聞く

グループがあります。聞くグループでは発表グルー

プの発表を踏まえて討論するようにしています。

　４年次は今、就職活動中です。面接解禁が６月

１日からのようですが、それまでに内定が出てい
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画をしましたところ、多くの皆様に来ていただき

ました。またぜひ皆さんも、京都に来られた時に

は同志社内の重要文化財の建物はもちろん、京都

市内には同志社から歩いて行ける範囲で重要文化

財に近い礼拝堂、カトリックの礼拝堂、東方教会、

ロシア教会の礼拝堂、イギリス聖公会の礼拝堂な

どもありますので、それを見るのも京都ならでは

のことではないかと思います。

２年次演習選考

　最後に「２年次演習」の選考についてです。６

月６日（水）にオリエンテーションがあります。

一般的には「２年次演習」「３年次演習」「卒業研

究」と２年半、同じゼミを履修することになりま

す。「２年次演習」から「３年次演習」に移る時

にはクラスの変更ができますが、できれば２、３、

４年次と同じゼミで一貫した学びをしてほしいと

指導しています。第一次の選考申込み受付が６月

25日から始まります。とにかく応募しないとだめ

ですので、６月25日～７月６日の間に、「第一次

選考」の申し込みをしてほしいです。人気のある

ゼミと、そうではないゼミがあります。前学部長

の新関先生のゼミは100人近くの応募者があります。

「２次選考で横井がとってくれるだろう」と思っ

ている学生もいます。７月12日には第一次選考申

込みの変更ができます。申込み変更期間は７月12

日～25日です。８月に「第一次選考」があります。

日程表を見て、必要な書類、募集要項を確認して

８月４日の「第一次選考」を受けるようにお願い

します。人気があるところに応募が殺到しますの

で、第二次募集が行なわれます。９月19日には追

加募集もあります。「２年次演習」で本人が希望

するところ、学びたいところのゼミに入ると経済

学部の学びの楽しみができます。後ほど竹廣ゼミ

の学生が報告してくれると思いますが、ゼミでの

学びが学部生活を豊かにすると思います。ぜひと

も２年次の学生の保護者の方は「６月６日、演習

オリエンテーションがある。６月25日～７月６日、

絶対申込みをしなさいよ」と連絡をしてほしいと

思います。時々、忘れている人もいますが「忘れ

ていました」では通用しません。

　このようにして少人数クラスを生かしながら大

規模な経済学部ではありますが、きめ細かい教育

を目指してがんばっています。皆様には同志社大

学で学生たちが学んでいくことに対して、ご理解

とご支援をいただきたいと思います。これで私か

らのご挨拶に代えて、学生のみなさんの学びの様

子についてのご報告を終わりにしたいと思います。

どうもありがとうございました。
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とる」（29.3％）、「とらない」（9.5％）というの

が現状です。一方、「自宅外」の学生を見ると「毎

日とる」の割合が低下し（45.5％）、「とらない」

学生の比率が増加します（14.9％）。そのこと自

体は特に不思議なことではありません。興味深い

のは、全体として「朝食をとらない学生」の「学

業履修、学園生活に対する満足度」が低いことで

す。例えば、「学生生活は充実していない」と回

答した学生のうち、「とらない」者の割合は14.6％

にのぼります。朝食をとると勉強の効率が上がる

ということなのかどうか、私にはわかりませんが、

私見では「生活リズム」の確立が良好な学園生活

に結びつくという関係がよりいっそう本質的であ

ると考えます。つまり、朝食をとる頻度が学習・

生活習慣の安定を表し、結果として好ましい学園

生活の実現につながっていると考えられます。朝

食行動は日常的で些細なことにすぎませんが、個々

の生活状況をとらえるきっかけになると思います。

ご家庭でも朝食行動について声をかけていただけ

ればと存じます。ちなみに、同志社大学生協では

定期的に「100円朝食」が実施されていますので

ご活用ください（火曜日、於・良心館食堂）。

学生行動の特徴

　では、ここで同上の『調査』によって最近の学

生行動の特徴を見てみましょう。まず、全体とし

て「進学目的」を見ると、「学歴の獲得」、「友人

や人脈の獲得」が学部を問わず最上位を占めます。

これに対して経済学部生の特徴としてあげられる

のは、「自分のしたいことを探すため」という回

答の高さです。これは、同志社大学内における調

査結果とも符合します。こうした傾向に対して経

　本日はご多忙のところ、経済学部父母会九州支

部会にご参集いただき厚く御礼を申し上げます。

また、平素より経済学部の教育・研究に多大のご

支援をいただき、心より感謝申し上げます。ご案

内の通り、本年は経済学部父母会発足65周年との

こと。経済学部父母会は、同志社大学全体のなか

でも長い歴史を有しており、大規模組織にもかか

わらず活動も活発であるところに特徴があります。

本日は、学生諸君の学生生活についてお伝えする

と共に父母会活動の意義や機能について皆様と共

有できれば幸甚です。

　さて、日本の大学における父母会の組織化は、

いくつかの段階に区分することができます。その

ため、組織化の背景となった要因も様々ですが、

そのひとつが「大学教育の大衆化」です。戦後ま

もなく日本の高等教育は「新制大学への移行」と

いう大きな制度変更に直面した後、急速にマスプ

ロ化していきました。それによって、学生の学生

生活・大学とご家庭との間で、地理的・空間的な

距離が拡大しました。要するに、我が子がどのよ

うな学生生活を送っているのか、学業履修は円滑

か等々について、ご家庭が看取・感知することが

困難になりました。そこでご家庭の不安や疑問を

軽減するために、大学とご家庭をつなぐ組織とし

て父母会が設立されていきます。大学－家庭間の

連結と情報交換という父母会の機能は、現在でも

変わることがありません。

　ところで、ご子息・ご息女が、毎朝、朝食をとっ

ているかどうか、ご存知でしょうか？私大連盟の

調査（日本私立大学連盟『第15回学生生活実態調

査』2018年３月）によれば、日本の大学生の全体

的傾向については、「毎日とる」（61.2％）、「時々

経済学部生の特徴と父母会の役割

谷村 智輝（経済学部教授）
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学生行動の特徴を知り経済学部の取り組みに理解

を深めていただければ幸甚です。父母会は、その

ための格好の入り口といえましょう。

　上述のように「学生生活で重視すること」につ

いては、将来の職業生活に関連することが含まれ

ています。学内の他学部と比較した場合、経済学

部生の就職行動に関する特徴のひとつとして、「い

つ進路を考え始めるか」ということがあげられま

す。学内調査によれば、経済学部生の約半数が、

３年生の４～９月に自己の進路を考え始めるとの

ことです。そこで、夏休みがひとつの画期になる

といえるでしょう。というのも、夏期休暇は、時

間的余裕があるうえ、主に３年生を対象として多

数の企業が多様な形態でインターンシップを開催

しており、将来を考える刺激となっています。ち

なみに、本学のキャリアセンターでもインターン

シップに関して豊富な情報を提供していますので

ご活用ください。いずれにせよ、ご家庭にとって

我が子の進路は最大の関心事のひとつであり、親

として子どもに望むこともおありかと存じます。

夏休みは多くの学生が帰省されることから、学生

諸君の進路検討にさいしてご家庭の考えを述べ相

互理解を深めるチャンスです。また、社会人の先

輩として、学生諸君に適切な助言を頂戴できれば

と存じます。しかし、最も重要なことは、学生諸

君の話を「聴く」ことといえるでしょう。「傾聴

すること」は、ときに苦痛や忍耐を伴うに違いあ

りません。

　こうして、学生諸君の進路、あるいは学業履修

状況や健康状態等々、ご家庭には悩みが尽きませ

ん。遠く離れていればなおさらのこと。父母会の

意義は様々あるでしょうが、大学生の親としての

悩みやよろこびをご父母同士が共有されることは、

父母会組織の重要な機能のひとつであり最も自然

なあり方にも思います。ともあれ、今後とも経済

学部の教育と研究にご支援を賜りますよう、どう

ぞ宜しくお願い致します。

済学部では、課外活動を含めてさまざまな学びの

仕掛けを用意しています。例えば、「学生プロジェ

クト」、「ディベート大会」、「ビジネスプラン大会」

といった課外活動の取り組みでは、正課との結び

つきを持ちながら、学生に主体的学びの機会を提

供しています。また「海外インターンシップ」は、

各企業のご協力を得て、単なる「就職活動」の一

コマにとどまらず、海外における比較的長期の職

業体験を通じて自己の学びを深める機会となって

います。学生諸君がそうした活動に積極的に参加

することで、自分自身の将来を考え自己の適格性

を見極める契機を獲得していただければと思いま

す。海外体験との関連でいえば、同志社大学では

様々な留学プログラムが用意されていますので、

是非、ご活用ください。ちなみに、留学に関する

近年の大学生の一傾向として、留学を希望・予定

する学生を見ると、男性28.4％に対して女性37.4 

％と、女子学生の積極的な留学行動が目を引きま

す。ゼミ活動などでも女子学生の貢献が顕著です。

今後の社会を牽引していくのに女性の力は欠かせ

ないと強く思う次第です。

学生生活で重視すること

　次に「学生生活で重視すること」を見てみましょ

う。全体として最も回答が多かったのは、「経験

を豊富にし、見聞を広めること」（34.9％）、次い

で「専門的知識・技術を習得すること」（30.4％）、

「講義・ゼミ・研究会などにきちんと出席するこ

と」（26.2％）です。これらについて経済学部生

の特徴としてあげられるのは、専門的な知識・技

能の習得意欲が相対的に低い（20.2％）一方で、「き

ちんと出席すること」が平均より高い（28.3％）

ことです。また、「人脈づくり」や「良い就職先

を見つけること」にも高い意欲を示しています。

これらの調査結果が示すように、いまの学生は勉

学に対して「真面目」であり、バブル世代（私や

ご父母のような）とは大きく異なります。こうし

たことを一例として、ご父母の皆様には、現代の
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業や単位」、「人間関係」が比重を高めています。

その背景には、近年の比較的良好な就職状況があ

ることは間違いありません。もっとも、就職活動

については、後述のように留意すべき点もありま

す。

　ところで、昨今の学生の生活費はどれくらいで

しょうか？少し古いデータですが大学生協連『2014

年大学生の意識調査』によれば、12万４千円（私

大文系全国平均）とのこと、京都ではもう少し必

要かも知れません。この内６割を「仕送り」に依

存しています。ひと月7.5万円の計算になりますが、

実際、３割のご家庭は毎月10万円以上仕送りされ

ています。これに対して、仕送りゼロのご家庭も

あり、その比率は私の予想より高くて驚きます

（7.1％）。無論、学生自身もアルバイト収入があ

ります。下宿生で７割の学生がアルバイトに従事

し、獲得した収入は、サークル・クラブ活動、友

人との遊興費に充てられています。さて、収入が

あれば貯蓄もあります。皆さんは、ご子息・ご息

女の月々の貯蓄額をご存知ですか？『意識調査』

では、平均的に月々1.4万円貯蓄されているよう

です。貯蓄動機は「将来への備え」。就職活動、

卒業旅行などが具体的使途になります。単純な「倹

約」とは異なり、必要なモノ、どうしても欲しい

ものに対しては少々高価でも支出をする、「選択

的消費」の行動が垣間見えると『意識調査』は指

摘しています。浪費を嫌い無駄を排除しようとす

る意識は、教員として日常的に学生諸君と接する

肌の感覚と一致しています。

「真面目化」と「生徒化」

　こうした学生気質は、大学生協連の指摘をまつ

　名古屋支部のご父母の皆様、こんにちは。本日

は晴天にも恵まれ、多くのご父母の皆様にご出席

をいただき厚く御礼を申し上げます。

　さて、突然で恐縮ですが「214万4,500円」、こ

の金額が何を表しているかおわかりになる方はい

らっしゃるでしょうか？答えは、下宿をしている

私大文系学生が受験から入学までに要した費用（入

学金・受験料、交通費・滞在費、住まい探し、生

活用品購入等々）の全国平均です（全国大学生活

協同組合連合会『2017年度保護者に聞く新入生調

査』）。入学までの教育費はこれより遙かに大きい

のに加えて、入学後も生活費をはじめ多額の費用

が発生することは無論です。それだけに学生諸君

やご家庭の大学に対する期待ならびにご心配は大

きいことと存じます。さしあたり、上述の『新入

生調査』を手がかりに、大学生活に対するご父母

の期待と不安について考えてみたいと思います。

大学教育に対して期待すること

　まず、大学教育に対して期待することは、順に、

①専門知識（59.6％）、②就職支援（51.2％）、③一

般教養（46.7％）、④健全な生活（31.5％）です。

すなわち、大学生を持つご家庭の主要な関心事は、

学業履修状況、将来の進路、心身の健康、という

３つにまとめられるとともにこれらは時代を通じ

て変化がありません。興味深いのは、５年前と比

較した場合、これら３つの要素への期待の中で、

就職支援のポイントが10ポイント以上低下してい

ることです。こうした傾向は「大学生活で心配な

こと」からも看取できます。上述の３要素が「心

配なこと」でも主たる地位を占める一方、「就職

や将来の不安」が相対的に低下し、「健康面」、「授

大学生活に対する学生とご父母の意識と経済学部の課題

谷村 智輝（経済学部教授）
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意欲を持っている者は３割に過ぎません。このよ

うに、グローバル化が進む現実を捉えた上で、自

分が外国に行くことには抑制的である、ある種の

「保守性」が見てとれます。ただし、留学行動に

ついては学生の気質（単位取得に敏感なそれをも

含めて）に加えて、就職活動の慣行、大学の学び

のシステムに起因するところが大きいと考えられ

ます。経済学部の履修システムを見直して留学意

欲に応えられる体制を整えることが必要だと思い

ます。なお、留学に関連して付言すれば、同志社

大学は様々な海外体験のチャネルを用意していま

す。一方、留学には相応の準備が必要です。そこ

で長期的な履修計画のもとで着実に準備すること

が大切です。また、経済学部では学部独自に「海

外インターンシップ」を実施しています。学生諸

君がこれらの制度をさらに積極的に活用してくだ

さればと願います。一方、経済学部としても、こ

の制度のより有効な活用を目指して、工夫をする

必要があると考えます。

内定の「二極化現象」

　最後に、就職に関連して『意識調査』では、実

に半数以上の者が「将来地元で暮らしたい」と思っ

ているという現状が報告されています。ところで、

上述したように近年の就職状況は比較的良好でい

わゆる「売り手市場」の状況にあるといわれてお

り、それを背景にご家庭や学生の就職に対する不

安は相対的に和らいでいるようです。もっとも、

経済学部生の志望度が高い企業群を見ると、採用

数は決して多くなく、楽観視はできません。また、

までもなく、教室の中では「真面目化」として表

れます。これを『意識調査』は「生徒化」と表現

しています。こうした気質に関連して最近の学生

行動で顕著なのは、まず、出席率が高くかつ出席

をとることを積極的に要求することです。次に、

大学生活への満足度が高いことも特徴です。大学

教育の質が変化してきたことも背景にありますが、

学生の「生徒化」の要因も否めません。さらに、

単位を取るということにシビアであるということ

も特徴として指摘できそうです。このような一連

の傾向は、学生が勉学に前向きに取り組んでいる

という面では好ましいことではあります。しかし、

例えば「単位取得に敏感になる」という傾向が、

しばしば「単位にならない勉強はしない」、「単位

化されていない学びの機会にはなかなか手を出さ

ない」、「Ｆ率（不合格者の比率）の高い授業は履

修しない」という行動として表れる場合、換言す

れば選択基準が単位取得そのものでありその容易

さである場合、学生は学びの機会を自ら手放して

いる可能性があることを看過できません。そこで

経済学部では、カリキュラムや履修のあり方を点

検し、学生諸君の実情をふまえて修正したり改善

したりしていく作業に着手しています。自身がど

のような研究をして、いかなる成果をあげていく

のか４年間を通じた学びの展望を描けるようにす

るための制度設計が当面の課題です。そのため、

学部としてどのような学生を育てたいか、われわ

れの目指すところを確認し明確化することから始

めています。

　冒頭で取り上げた『新入生調査』では、我が子

を大学に進学させた理由として、「色々な経験」

が高い回答率を獲得しています。加えて、大学に

対する期待のなかで「グローバル教育」が一定の

地位を獲得しています。そこで、留学に関して『意

識調査』の結果を見ると、７割弱の学生が一定の

留学希望を持っているなかで、そのうちの７割が

実際に短期の留学を経験し、何らかの海外経験を

多少なりとも持っているのが現状のようです。一

方で、留学経験や興味を活かして「将来、海外で

働きたいか」という質問に対しては、海外で働く
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諸君は、自分の可能性を拓くことが肝要に思いま

す。そのためには、「何の役に立つのか」という

考えを少し転換してみることが必要かも知れませ

ん。役に立つかどうかは後で考えれば良い場合も

しばしばあります。また、「役立ち基準」以外の

回答の方向も考えられるでしょう。経済学部は、

経済学の専門教育を中心に学生諸君の自治・自立

に基づく学びの促進を目指して、ひきつづき努力

して参りたいと存じます。今後ともご支援をいた

だきますようどうぞ宜しくお願い致します。

複数の内定を獲得する学生がいる一方で、残念な

がら内定獲得に至らない学生も並存する「二極化

現象」も見られます。就職市場の緊張緩和が強調

されている風潮のもとでは、内定を獲得できない

学生が抱えるストレスはより深刻なものになりか

ねません。現在格闘中の学生諸君にとって何より

も重要なことは、努力を継続することです。また、

周囲と自分を比較するのではなく、過去の自分と

今の自分とを比較してみることが大切です。さら

に、属性や年齢の異なる様々な人に話を聴いて貰

うことも有効でしょう。一方、３年生までの学生



20 父母会行事の中から

講演
Lecture 4 2018. 7. 1　父母会／下関会場

　授業に出席したこともなく、「講義ノート」を

手に入れて安心してしまう学生もいます。それを

もとに自ら勉強するなら意味があるかとも思いま

すが、手に入れただけで合格できるものではあり

ません。勉強のできる友人がいるからと安心して

いる学生もいますが、試験時に隣で教えてくれる

わけでもありませんし、他人の力やモノに頼らず

に自分の頭で考えるトレーニングをしていただく

ことが大切です。

　試験勉強には結構時間もかかります。授業は１

５週×90分、当然内容も多くなりますので、十分

な準備が必要になります。試験の傾向も科目によっ

て違いますので高校の時の試験対策では十分でな

いこともあるかもしれません。わかっていると思っ

ていても実際に受けてみると全然できないことも

あります。入念に準備し、がんばって試験に臨ん

でいただければと思います。

　大学の学期は春学期と秋学期の２学期制で、１

年次は第１、第２セメスター、４年次は第７、第

８セメスターとなります。入学直後の第１セメス

ターが肝心で、ここで大学の学び方を自分の中で

つくれるかどうかが、後につながってきます。き

ちんと取り組んでいただくことが必要になります。

経済学部の学び

　経済学部の学びは順番に積み重ねていくタイプ

です。第１セメスター、つまり１年次春学期は経

済学のイントロダクションである導入科目を学び

ます。秋になると導入科目の上に基礎科目が追加

されます。１年次秋学期の第２セメスター、２年

次春学期の第３セメスターに基礎科目は配置され

ています。語学は１、２年次に英語と他の外国語

　本日は１年次生、２年次生のご父母のみのご参

加ということで、経済学部の学生たちがどのよう

にこの時期を過ごしているかについて、特に１、

２年次生を中心にお話しいたします。今は春学期

中ですが今月（７月）は月末には授業も終わり、

期末試験のある月になります。

　１年次生は４月に入学して３カ月終わったとこ

ろで、そろそろ気持ちの整理がつく時期です。１

年次生の少なくない数の学生から、同志社大学、

あるいは経済学部に入学するはずではなかった、

という声を聞きます。案外、友だちと話をすると、

自分だけではないことがわかってきたりして、気

持ちを切り換え、整理して、取り組みを始めるこ

とができるようになってくる時期と考えています。

そういう学生は友人もできて大学にも馴染み、学

生生活も前向きに楽しめるのですが、気持ちの切

り換えができないと「本当はここに入るはずでは

なかったのに」と一人で悩み続けることにもなり

かねません。もしお子様の様子が気になられるよ

うならばぜひお知らせください。

　７月終わりには期末試験があります。大学の場

合、結構な数の科目があり、中間試験がなく期末

試験だけで評価が決まるものもあり、15回授業を

やっていますので試験範囲も広く、膨大な量にな

り、計画的にうまく準備することが必要です。中

間試験がなかった学生にとって、大きな試験はこ

れが初めてとなります。大学の授業は講義形式が

多いのでノートをとっていても全然わかっていな

いこともあります。しかし、まずはノートをとる

ことが大事で、それを自分の頭で考えて、友だち

といっしょに話をすれば理解が深まるのではない

かと思います。

経済学部生の学び

竹廣 良司（経済学部教授）
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ゼミに応募して、８月はじめの選考を経て決まり

ます。説明会も始まり、今は騒然としている時期

です。２年次生は大学生活の中でも重要な時期で

す。「自分の経験を語れる」ようになるという意

味でも、２年次生のときに取り組んでいる取り組

みをきちんと進めていくことによって、翌年の就

活にもつなげていくことができます。いろいろな

ことにチャレンジしてほしいと思っています。

正課外の取り組み

　正課学習も大切ですがそれ以外の取り組みも重

要です。たとえば、「課外活動」です。大学には

たくさんのサークルがあります。テニスサークル

だけで100以上あるのではないでしょうか。経済

学部でも課外活動に取り組むことができます。本

日配布いたしました経済学部のパンフレットは、

経済学部の学び、学生生活についてご覧いただけ

るものです。学生と教員の対談やゼミの担当者と

学生の対談も載せています。私が担当するゼミの

ページもあります。経済学部はゼミのような正課

の学びについてだけでなく、学生の主体的な活動

を支援したいという思いで課外での学びの機会と

して「学生プロジェクト」「ビジネスプラン大会」

「ディベート大会」「海外インターンシップ」な

ど学生に選んでもらえるメニューを提供していま

す。選ぶのは学生なので、参加したい学生は複数

に参加しますが、残念ながら見向きもしない学生

も中にはおります。こういう取り組みの中で、自

分にとっての強い部分がどこかがわかり、社会性

が身につき、さまざまな人とコミュニケーション

をとることの大切さに気づくこともあります。課

外活動を通じて、就活のためだけではなく、大学

の授業、学びの中でも必要なスキルが身について

いきます。２年次生の時期をさまざまなことに挑

戦しながら過ごしていただくことを学生に期待し

ています。

　ほかには、短期の海外研修に出かける２年次生

もいます。３年次生になるとインターンシップが

始まりますので、２年次生で海外に行くことを考

える学生も増えているのではないでしょうか。本

を学びます。語学の単位は卒業に必要な科目なの

で、落としてしまうと卒業に影響が出てきます。

４年間で修得できればいいとはいうものの長引か

せない方がいいでしょう。万が一落としても３年

次秋学期までには履修し終えることが大切です。

語学の成績はたとえば、就職活動で成績表を企業

が見た時、まじめに出席している学生かどうかが、

このあたりを見ると、ある程度わかります。語学

の成績は出席と関連していますので出席していな

いと、良い成績で合格することはありません。語

学の成績が良ければ、ひとまずはきちんと授業に

出ている学生であると判断できます。

　基礎科目にも必須の単位があります。導入科目

は必ず登録はしてもらいますが、落としても卒業

できないことはありません。基礎科目は選択履修

できるものの一定以上の単位をとらないと卒業で

きない科目です。基礎科目は幅広い科目群で、経

済数学、初級ミクロ経済学、初級マクロ経済学な

ど経済学の基礎になる科目や、歴史系科目、環境

系科目など、複数の科目から何科目かを選んでも

らうのですが、一定の単位数を満たさないと卒業

できないので計画的にとっていただく必要があり

ます。

　第１セメスターには基礎演習もあります。基礎

演習では１年次生全員を30クラスに割り振ってい

ます。担当教員が一人つき、ゼミナール形式で、 

いっしょに課題に取り組む中で、勉強の仕方を学

んだり、図書館のツアーに参加したり、順番に学

生が発表するなど、大教室では味わえない雰囲気

で学びます。差し詰め、「担任制」に代わる科目

といえます。演習とはゼミナール形式の授業を指

しており、経済学部では「ゼミ」と呼んでいます。

本格的なゼミは２年次秋から始まり、３、４年次

と２年半続きます。１年次秋学期と２年次春学期

には演習形式の授業がないため、ゼミに代わるも

のをつくろうということで「エコノミクスワーク

ショップ」と呼ばれる、少人数で議論しなから学

びあう場を提供しています。

　２年次生の今頃は学生生活が充実する時期です。

この時期に２年次生はゼミを選びます。希望する
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ます。知識をつなぎあわせて何かできないかと探

究し、自分に関心のあるゼミを選んで学ぶ、そこ

から先の経済学の学びがさらに深まっていくと思

います。

　主体的にゼミを選び、活動することが大切です。

時々見かけられるのですが、仲の良い友だちがとっ

ているゼミに決めたものの自身の関心のある内容

でなかったためにゼミがつまらなくなり、続かな

くなってしまう学生がいます。自分でしっかりと

テーマを吟味して学びの軸足を定め、学びを深め

る体勢をつくってもらうことが大切です。

　２年次生にとって、今の時期は演習のクラス別

説明会がほぼ終わっています。説明会ではゼミ担

当者が個々のゼミ説明を行うとともに、３年次生

の先輩たちも説明に加わるというケースが多いの

ではないでしょうか。２年次生も大半の学生は熱

心に説明を聞き、きちんとゼミを選んでくれてい

るように感じます。経済学部ではゼミは必須では

ありませんが、学びのペースメーカーになるよう

なものだと思います。ぜひゼミをご活用ください。

就職活動

　本日のご出席は１、２年次生のご父母の皆様ば

かりですが、ご参考までに３、４年次生の今の時

期についてもお話ししておきましょう。３年次生

の今頃は忙しい時期です。サークルに入っている

と幹部や役職者になります。自分が楽しむために

サークルに入ったのに、３年生になると後輩のこ

とやサークル全体のことも考えて活動しないとい

けなくなります。それを通じて社会性が身につき

ますが、本人にとっては辛い時期になることもあ

ります。大学の勉強も大変になり、ダブルパンチ

で忙しくなります。またこの時期は、就活に直面

し始める時期でもあります。数年前まではインター

ンシップにいくと２週間くらいかかりましたが、

経団連の要請で短いものも作られるようになりま

した。中には１日で終わるものもあり、説明会と

区別がつかないようなものもあります。インター

ンシップにいくためにエントリーシートを書かな

いといけない、インターンシップのための選考が

日配布の「同志社大学海外留学ロードマップ

2018」には、長い期間の留学から、夏休み、春休

みに行くものも含め、海外留学についてまとめら

れています。大学が用意したものではなく、私費

で語学研修にいく学生も少なくありません。経済

学部のパンフレットには「海外インターシップ」

が載っています。これは経済学部独自の取り組み

で沼井事務長のご尽力で早い時期に始まり、長く

続いているものです。さまざまな企業に学生を受

け入れていただいていますが、その企業への就職

に結びつけるということが第一目的ではありませ

ん。海外で企業がどのようなことに取り組んでい

るか、海外で働くことについて、学生の関心に応

じて企業にカスタマイズしていただき学ばせてい

ただける日本では体験できない貴重な機会です。

ご協力いただける企業も色々とありますので、経

済学部の海外インターシップもぜひご利用いただ

ければと思います

　「導入科目」「基礎科目」が終わり、第３セメ

スターとなる２年次春学期からは「基幹科目」も

始まります。基礎科目も卒業に必要な単位ですが、

より専門性の高い科目として「基礎科目」も取り

進んでいく必要があります。専門的な学びを深め

ることができ、興味深いことを学べる機会になり

ますが、「基礎科目」がきっちり理解できていな

いと「基幹科目」についていけません。そうした

意味でも１年次秋学期、２年次春学期の「基礎科

目」をきちんと勉強していくことが必要となりま

す。２年次生になると、だんだんと経済学につい

ての知識も整理されてきます。社会や経済が見え

てきて「こういうことについてもう少し深く学ん

でみたい」と学生が考え始める時期でもあります。

テーマを決めて深める。それでも一人で取り組む

のは難しく、ここで有用になるのがゼミです。経

済学部には50名ほどの教員がいてゼミを持ってい

ますが、それぞれにテーマがあります。「これに

ついて研究してみたい」というテーマを見つけて

ゼミに入ることで軸足を定めて学ぶことができま

す。１、２年次生は、講義形式の授業で得た知識

が、実際に使えるかを考えてもらう時期でもあり
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　大学では新聞記事データベースを使うことがで

き、たとえば関心のある企業について検索すれば、

過去の動向も把握できます。もちろん良いことだ

けでなく、不調だったときのことも全部出てきま

す。企業のホームページからだけ情報を得ようと

すると、良いことかしか書いてありません。記事

検索で悪いことを見つけ、面接時にそれを指摘す

ることが目的ではなく、企業も色々な局面に向き

合ってきて、それを乗り越えて今に至っていると

いうことに気づき、たとえば不調からどう立ち直っ

てきたかを知ることができれば、そこにその企業

の魅力を見いだせるかもしれません。誰もが手に

入る情報だけではなく、情報ソースにおいて、他

の就活生と差別化ができることは大切です。

　３年次はつい就活にばかり気をとられがちです

が学習上の問題にも注意が必要な時期です。就活

に時間をとられて必須科目が残っていると、どこ

かでそれをとらないといけなくなります。経済学

部では単位制になっていて、ある科目に合格する

と２単位、４単位を獲得することができます。合

計して124単位を４年間でとらないと卒業できま

せん。１年間で登録できるのは最大48単位までで

す。しかし、３倍すると124を超えるわけですから、

３年次までフル単位で登録し合格しておれば、４

年次で慌てなくても十分卒業できるという余裕の

ある仕組みになっています。３年次春学期で124

単位までとり終える学生もいます。一方、卒業に

必要な単位を落としている学生で再履修もうまく

いかず、雪だるま式になってきて単位の取りこぼ

しがたまっていく学生も出てきます。

　４年次生についてですが、６月に入った途端、

内々定が出始めています。今の時期ですと、「就

活が終わりました」という学生もいますし、今が

山場という学生もいます。就活を早く終える学生

は、いくつか内々定をもらっています。企業うけ

のいい学生は結構多くの内々定をとっていること

もありますが、そのような学生でも就職できるの

は一社のみです。就職を希望しない他の企業は断

らないといけませんがきちんと「終活」ができな

い学生もいます。断られた企業では学生の再募集

一次、二次とあったりするものもあり、もはや選

考ではないかと思われるようなものもあります。

早くにインターンシップを通じて囲い込みをし、

企業の風土に近づける教育をしながら選考につな

げていきたいと考えている企業もあるようです。

　近年、３年次生は早い段階から就活が目先にち

らつくようになっています。夏には多くのインター

ンシップが開催されますが、何も考えず、手当た

り次第にインターンシップに応募すると、それだ

けで夏が終わってしまいます。もちろん「自分が

何をしたいのか」を考える上で、いくつかのイン

ターンシップに参加するのが悪いわけではありま

せん。関心のある企業や産業があれば、いくつか

は参加してもいいと思いますが、手当たり次第に

応募するのは得策ではありません。３年次生の夏

休みは就活前にまとまった時間のとれる最後の時

期でもあり、自分を磨くためにも学生には就活以

外のことでもぜひ有意義に過ごしてほしいと思い

ます。

　就活に入る前に「自分はどういうことに強いか」

に気づいていることは大切です。就活に入るまで

に経験蓄積があると、得意なことが自覚でき自分

の強みを発見しやすいと思います。私が担当して

いる３年次演習でも「自分の強みはこれです」と

いえる学生もいれば「さっぱりわかりません」と

いう学生もいます。自分の得意なことが見つかる

と先に進みやすくなります。中には不得意なこと

でも、さも得意であるように話を「盛る」学生が

います。しかし、できないことを盛って話を膨ら

ませると、一時的に企業は騙せるかもしれません

が、それで入社できたとして、双方にとって良い

ことは何もありません。たいていはそこに至るま

でに見抜かれてしまいますが、いずれにせよ自分

を大きく見せすぎるのはよくありません。自己分

析とともに、就職したい企業の研究を怠らないこ

とも大切です。「営業をやりたい」「金融にいきた

い」だけでなく、「どういうこと」を「なぜ」や

りたいのか、「（他の企業ではなく）その企業」に、

「なぜ」就職したいのかを十分に説明できる必要

があります。
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年次生には卒論を書いてもらいたいと考えていま

す。２年次演習からゼミに入ると、３年次演習を

経て、その先に４年次では卒業研究があり、卒業

論文を書くことになっています。多くの学生は将

来研究者になるわけではなく、論文を書くのは人

生最初で最後の機会になるかもしれませんが、ど

こに軸足を置き、どういうことを勉強してきたの

か、自分自身の大学での学びや研究の集大成とい

う意味でも大切な取り組みになります。しっかり

と成果を残してくれることを期待しています。

　４年次にあたる第７、８セメスターには「応用

展開科目」を設置しています。大学院の学びと接

続している科目でレベルも高いですが、より進ん

だ経済学を学べる機会でもあります。単位的に余

裕があれば、こういう科目をとって最後まで経済

学を勉強してもらえればと思います。

　各学年の春学期はこういう状況です。今後に向

けて学生にこのように考え、取り組んでいただけ

ればということをご紹介させていただきました。

どの学年の学生も今の時期、がんばっていますが、

もしご心配なことがありましたら、ご相談くださ

い。私の話は以上とさせていただきます。

をする必要が生じる場合もありますから、自分の

ゼミの学生などには、就職先を決めたら他企業は

迷惑がかからないようできるだけ早く断るように、

と指導しています。

　４年次で無事就活も終え、就職先も決まった、

でも「卒業できません」というケースが稀にです

があります。明らかな単位不足はまだしも、中に

は学生が単位不足に自覚していないケースもあり

ます。本人は卒業できるつもりでいたのに、たと

えば語学が１単位足らないことに気づかなかった

ケースなどです。たとえ計算間違いで１単位足ら

なくても絶対に卒業できません。そうなると内定

を断るしかありません。計算違いのないように常

日頃から注意しておくことが大切です。

　なかなか就活が終わらない学生もいます。一人

が抱え込まないよう、ゼミの教員にも相談しても

らえればと思いますが、大学のキャリアセンター

（昔でいえば就職部です）もぜひご利用ください。

学生たちは「何々ナビ」に登録してそこから就職

情報を得ていますが、キャリアセンターも多くの

情報を持っていますし、相談にも乗ってくれます。

　４年次生は学業面でも最後の年になります。４
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　今日は「経済学部の学び・留学について」とい

うテーマで、具体的には経済学部での学びの様子、

学年別に今の時期に大切なこと、正課以外の課外

活動、そして同志社大学の留学制度についてお話

しいたします。私は、学部では１年生が受講する

「経済数学」という科目を担当しています。「経

済数学」は学生 I D によって３クラスに分かれて

いますが、その中の「クラス１」の担当です。ま

た、基幹科目の１つで３年生からとることができ

る「産業組織」という科目を教えています。

経済学部での学びの様子

　以下、数多くある科目のほんの一部ですが、ス

ライドを見て授業やゼミなどの雰囲気を感じ取っ

ていただければと思います。これは、１年生の導

入科目、「基礎演習」の様子です。文献検索実習、チー

ムビルディング、課題についてのプレゼンテーショ

ンなどをしているところです。次は、２年生から

受講できる比較的小規模な授業、「エコノミクス・

ワークショップ」の風景です。そして３年生から

の講義科目で基幹科目の１つ「中国経済」の写真、

もう１枚は３類啓発科目の「科学と技術」ですが、

今年度のテーマは「企業のグローバル展開」です。

　経済学部では２年次から演習、いわゆるゼミが

あります。教員ごとにテーマが異なりますので、

色々なテーマに分かれてゼミ活動をしています。

以下は一部のゼミの写真です。これは、学部長の

谷村先生のところのゼミで、２年生初回のゼミの

様子です。次に、和田ゼミ２年次演習、図書館ツ

アーに参加した時のもの、そしてゼミ合宿で発電

所見学の時の写真です。３年次角井ゼミのグルー

プワーク、竹廣ゼミの３年次演習、I T 系の高井

ゼミでのグループ発表の風景です。次の写真は私

のゼミで、少人数でビジネスプランコンテストの

プレゼンテーション練習をしています。ゼミによっ

ては他大学と交流が盛んです。新関ゼミはその一

つですが、お揃いのＴシャツを着て他大学との討

論会に臨んでいる写真です。新関ゼミは外部の大

会である日経 STOCKリーグにも参加されていて、

これはその時の表彰式の様子です。岸先生のゼミ

の里山フィールドワーク、新関ゼミの合宿、谷村

ゼミの合宿、竹廣ゼミの合宿、「日本経済史」を

教えておられる西村先生のゼミの写真です。４年

次卒業研究では主に卒業論文作成に励みますが、

スライドは横井ゼミ、小林ゼミ卒業研究の様子で

す。私のゼミでは、情報処理教室でこのような形

で学生は卒業研究に取り組んでいます。

学年別：今の時期に大切なこと

　次に、学年別に今の時期に大事なことについて

お話しします。１年生はこれから初めての期末試

験を受ける時期となります。期末試験できちんと

単位をとっていけるかが大切、この時点で躓く学

生もいますので、ここをクリアしていくことは重

要です。大学生活順調なスタートが切れたか、大

学において居場所づくりができたか。学校に居場

所がないと学校にこなくなり、授業にも出なくな

るため学業にも悪影響が及んできます。もう１つ

大事だと思うのは、英語などの資格取得計画、留

学希望の場合にはその計画です。留学を考えてい

る場合には早くからの準備が必要で、例えば派遣

留学などに出願する際には語学の試験のスコアが

経済学部の学び・留学について

小林 千春（経済学部教授）
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項目が決まっているゼミもあります。

　３年生もこれから期末試験の時期ですが。専門

的な科目が多くなっています、また、３年次はゼ

ミ活動が本格的になる時期です。夏休みの計画は

自分でサークル活動、海外旅行、留学などの中で

優先順位をつけてたてると思いますが、最近は３

年次夏休みのインターンシップ参加が増えていま

す。インターンシップは１day、３日、５日、１

カ月以上と色々な長さのものがあります。夏のイ

ンターンシップに参加しない学生もいますが、12、

１、２月あたりの冬のインターンシップには３年

生のかなりの学生が参加しているように思います。

　４年生はこの時期には内定がかなり出ています。

ただ、キャリアセンターに聞いてみたところ、今

の時点で内定がない場合も、夏、秋採用、企業の

２次募集が実施されるので、これから内定のチャ

ンスはあるとのことです。４年生について、就職

活動とともに大切なのは卒業に必要な単位がとれ

ているかどうかです。就職活動の時期は忙しいの

で、３年生の終わりまでにさぼらずちゃんと単位

取得しておくことが大事です。例えば、就職活動

をしながら出席が重視される語学の授業に出るの

はかなり大変です。実際、内定をとっているにも

かかわらず、単位が足りず卒業できない学生がい

ます。単位が足りなくても最後に何とかなるので

はないかは、大学では通用しません。

　ここで、就職活動に関連して企業の面接でよく

聞かれた質問について小林ゼミの学生に聞いたこ

必要となるため語学を勉強してスコアを高めてお

くことをおすすめします。

　２年生も期末試験の時期を迎えますので、しっ

かり単位取得することが肝要です。また、２年生

はゼミを選ぶ時期です。７月に申込み、８月に選

考となりますが、ゼミ選考では志望理由書が必要

なゼミもあります。経済学部のホームページに２

年次演習の選考日程が載っていますが、１次選考

が８月４日、８月８日が第２次選考となります。

ここまでにゼミが決まらないと９月の追加募集と

なります。演習の選考方法は経済学部のホームペー

ジに出ていますが、面接＋書類、面接だけ、書類

だけなど様々です。書類は志望理由書が多いです

が、内容はゼミによって異なります。自由に書い

てよいゼミもありますが、例えば、「このゼミで

研究したいテーマについて」、「ゼミ活動に貢献で

きること」、「これまでがんばってきたこと」など
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わる話し方などを身につけるためにディベート大

会を開催しています。去年のテーマは「日本は企

業に対する正社員の解雇規制を緩和すべきである。

是か非か。」で、約130名の学生が参加しました。

大会は、今年度も秋学期に開催予定です。ディベー

トは論題に対して肯定するか、否定するかで、ス

ライドのように肯定側と否定側に分かれて議論を

して審判が勝敗を決めます。以下、ディベート大

会当日のスライドです。相手の主張を懸命に聞い

て書きとっている様子、質疑応答、反論、優勝が

決まった瞬間の写真です。ディベート大会で勝ち

残るために、学生たちはクエストルーム、ラーニ

ング・コモンズなどで長い時間、準備をしていま

す。それがあったからこそのこの弾けるような笑

顔なのだと思います。

　ビジネスプラン大会では、今年は株式会社ミキ

ハウスのご協力のもと、与えられたテーマに対し

てビジネスプランを作成しました。１次審査では

ポスターと補足資料を提出し、応募した25チーム

から選ばれた11チームが７月８日の最終審査で自

分たちのプランについてのプレゼンテーションを

しました。最終審査の結果、総合優勝と準優勝を

したのは３年生ですが、ミキハウスベストアイデ

ア賞は１年生、HONK I 賞は２年生が獲得しました。

是非、こういったものに１年生の段階から積極的

に参加する学生が増えてほしいと思っています。

　ビジネスプラン大会では、何もないところから

自分たちでアイディアを出してプランを作るのが

一番苦労するところだと学生たちはいいます。以

とをお話しします。よく聞かれたこととして、「自

己紹介」、「自己 PR」、「学生時代にがんばったこと、

力を入れたこと」、「結果に至るまでの困難、課題

に対しての対応策」、「志望動機」、「他社の選考状

況」、「逆質問（何か質問ありませんか？）」など

がありました。自己紹介の際に、短い決められた

時間にうまく話ができず意外と苦労している人も

いたとのことです。ここで、注目してほしいこと

は「学生時代にがんばったこと」、「結果に至るま

での課題、困難に対してどうやってきたか」とい

う質問です。小手先のスキルより学生時代に充実

した学生生活を送ることが肝要で、ちゃんと取り

組んでいることがないと何も話せないことになり

ます。その他、企業から聞かれた質問について挙

げておきますと、「尊敬する人とその理由」、「会

社を選ぶ上で譲れないポイントは何か」、「あなた

は周りからどのような人だといわれるか」、「あな

たのことを一言で表すと」などがありました。ご

参考までに。

課外活動の様子

　それでは、経済学部の課外活動の様子をご紹介

します。経済学部では正課の授業以外の場として

課外活動の場を設けており、アクティブラーニン

グの場として学生に利用してほしいと思っていま

す。まず、お手元の経済学部パンフレットにも載っ

ている「ディベート大会」です。経済学部では論

理的な思考能力、資料収集し読み込む力、人に伝

◆ビジネスプラン大会

表彰式
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下のスライドは、今年最終審査に残ったグループ

がプレゼンテーションをしている様子、次は表彰

式の写真です。ディベート大会にしろ、ビジネス

プラン大会にしろ、表彰式ではこのような学生た

ちのうれしそうな笑顔が見られます。この表彰式

の集合写真のように大勢の学生が最終審査に参加

しています。

　学生プロジェクトは、学生がチームを組んで設

定した課題に自主的に取り組みますが、ゼミが主

体のプロジェクトもあります。昨年度は32プロジェ

クトですが、中には先生引率のもと、海外フィー

ルドワークに出かけたものもあります。スライド

は、シンガポールにおける日系企業ヒアリングの

フィールドワーク、そして海外 I T 企業の視察を

しているプロジェクトの写真です。以上、様々な

課外活動についてでした。

同志社大学の留学制度

　近年留学についてのお問合せをよくいただきま

すので、同志社大学の留学制度についてご説明い

たします。留学制度についてはお手元の『同志社

大学海外留学ロードマップ』に詳細が載っていま

す。学生には『海外留学マニュアル』というもの

が配布されていますが、これらは PDF ファイル

を大学ホームページからダウンロードできます。

　今日は、大学が提供する３つのプログラムにつ

いて簡単にご説明いたしますが、詳しくは『同志

社大学海外留学ロードマップ』、『海外留学マニュ

アル』をご参照ください。まず「派遣留学制度」

ですが、同志社大学では世界145大学（2018年２

月現在）と学生交換協定を結び、おおよそ半年～

１年間留学できます。特徴は現地の学生と同じ授

業を受ける、学部レベルの専門分野を学べるとい

うことですが、同じ授業を受けるということから

語学要件は厳しくなっています。派遣留学の出願

要件として、語学能力に加えて GPA があり、派

遣留学の出願要件は GPAが最低2.00以上です。『海

外留学ロードマップ2018』26頁～29頁で過去２年

間の各大学別の出願要件を確認できますが、例え

ばアメリカの大学は GPA と語学条件が高いとこ

ろが多く、中には GPA3.50以上必要な大学もあ

ります。お手元の父母会報の18頁に経済学部２、３、

４年生の GPA が出ています。２年生の成績分布

を見ると、GPA2.00という要件は58.94、真ん中

くらいにいればクリアできます。GPA3.00にな

るとハードルが高く、14.76％、つまり大体上位

10％にいないと出願要件が満たせないことを意味

します。こういった大学に応募したい場合は

GPAを上げておかないといけないわけです。

　次に「派遣留学制度」とは異なり、科目として

留学するプログラムがあります。「セメスタープ

ログラム」ですが、派遣留学より出願要件のハー

ドルが下がります。秋学期１セメスターのうち４

カ月留学しますが、現地の学生と学部レベルの授

業を受けるのではなく、現地大学付属の語学学校

で英語の授業を受けます。語学力を向上させたい、

まとまった期間留学したいという場合、おすすめ

です。
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　より参加しやすいのは「サマープログラム」、「ス

プリングプログラム」で、夏休み、春休みに２週

間から１カ月、短期留学する科目です。語学の要

件がなく、英語が得意でない場合も応募できます。

英語だけでなく、初修外国語のプログラムもあり

ます。カリフォルニア大学アーバイン校に行った

学生にどのような内容だったか聞いてみたところ、

月～金の午前中が英語の授業、午後がアクティビ

ティで現地の学生との活動など。土日は自由でホ

ストファミリーと外出したり、ツアーに参加した

そうです。ホームステイをして英語だけの環境で

「日本とは違う価値観に気付けたのがよかった」

といっていました。

　大学の留学プログラムとは違うものですが、経

済学部には「海外インターンシップ」というプロ

グラムがあります。スライドが2018年度の企業一

覧で、応募学生が20数名でした。語学の要件は様々

ですが、高いスコアを要求される企業もあります。

企業によってインターンシップの内容は異なりま

す。参加した学生によると、ある企業では、工場、

マーケティング、セールス部門などを数日間ずつ

まわり、マーケティング部ではマレーシアのエア

コン市場での宣伝方法を分析するという体験、セー

ルス部では社員に同行して営業の様子をみせても

らう、現地の日本企業向けに実際にプレゼンテー

ションをするなど経験したとのことでした。ご覧

いただいているスライドはインターンシップ先で

与えられた課題についてまとめて英語で学生が発

表をしている様子です。

　以上、経済学部の学びの様子、課外活動、留学

などについてお話してきました。正課の授業、ゼ

ミはもちろんのこと、色々な課外活動も活用して、

充実した学生生活を送ってほしいと思っています。

ご静聴ありがとうございました。
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は他県に出たが「就職は地元にしてほしい」とい

う保護者の希望があって戻ってきたという方もい

ます。その他に「実家から通えるから」というの

もあり、これは他県で就職すると家賃などお金も

かかるため、経済的なことも考えて実家に戻られ

るというものです。それから地元愛が強い、地元

に戻って就職したいという「愛着ある地域で生活

するため」というのもありますし、他県の大学に

出る前から地元の企業の情報をよく知っていて「地

元のあの企業に行ってみたい」という気持ちから

戻るというデータも出ております。

地元就職のメリット

　地元に就職するメリットの一つとしては通勤の

ことがあげられ、大都市圏だと通勤圏が遠くなる

可能性があります。地元だと通勤時間の短縮にな

ることが考えられます。新入社員の方など通勤で

へとへとになってしまって仕事に慣れないうえに

体力も使い、精神的なゆとりもなくなります。地

元でゆったり、愛着のあるところで生活すること

で新入社員として入っても心に余裕を持って仕事

ができるというメリットもあります。また、「居住

スペース」に関しても、東京などは家賃も高い、居

住スペースも狭い、生活に余裕がないということ

が地元に就職するメリットではないかと思います。

●　井尻　●

　「熊本県 U I J ターン就職支援センター」の井尻

です。本日は貴重なお時間をいただきましてあり

がとうございます。私からは「熊本県の就職支援

の取組み」についてご紹介させていただきます。

　「熊本県 U I J ターン就職支援センター」では、

他県に出ている学生にぜひとも熊本県に戻って就

職していただきたいと就職の支援をしております。

　進学で他県に出られた方のうち、どのくらいの

方が地元に戻って就職したいと思われているかご

存知ですか。労働政策研究・研修機構「地域雇用

の現状と課題―若者の定着・U I J ターン促進のた

めに―」によると「地元に戻りたい」が14.5％、「や

や戻りたい」が30.6％、合わせて45％と半分くら

いの方が「地元に戻って就職したい」とお考えに

なっているデータがあります。

　また、どういう時期にＵターンされるかという

と、大学を卒業して新卒で就職される時が多いと

いうデータがございます。他に30歳くらいで一度

就職したが「地元に戻りたい」ということでＵター

ンを考えられることが多いそうです。

　Ｕターン就職の理由としては「希望する勤め先

があるから」というものがあります。また、大学

地
方
父
母
会

で
の
就
職
講
演

熊本県の就職支援の取組み

野村 雅美 井尻 美香
（熊本県UIJターン就職支援センター熊本窓口）
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ブラック企業とは対極の企業をイメージした「働

く人がいきいきと輝き、安心して働き続けられる

企業」を熊本県は「ブライト企業」として認定を

して、応援する活動を行っています。現在、「ブ

ライト企業」の認定を受けている企業は194社あ

ります。認定には条件があり、基本的な要件は４

つ、「従業員とその家族の満足度が高い」、「地域

の雇用を大切にしている」、「地域社会や経済社会

への貢献度が高い」、「安定した経営を行っている」

というものです。昨年は保護者向けの取組みとし

て「ブライト企業魅力発見バスツアー」を開催し、

ブライト企業を見学していただきました。また、「ワ

ンストップジョブサイトくまもと」というホーム

ページで「ブライト企業」のリストを見られるよ

うになっています。安心してお勧めできる企業で

あることをお伝えしています。

　その他、センターの取組みとして「U I J ターン

人材の情報提供」を行っています。センターは求

職者、人材を求める企業ともに登録制ですが、登

録された求職者の情報を、名前など個人情報を伏

せて登録企業に提供しています。その情報を企業

がご覧になって「この人にぜひ会ってみたい」と

センターにリクエストをいただいて、また、登録

された求職者の方も「その企業に会ってみたい」

ということであれば企業と登録者をつないでおり

ます。学生もご登録いただいています。まずはぜ

ひ、センターにご登録いただければと思います。

　また、企業情報の他に「イベント・セミナー」

の情報を提供しています。就活セミナーが県内外

　学生は大企業や首都圏の企業を見て、最初は「こ

ういうところがいい」と思います。今は「売り手

市場」といわれ学生に有利な状況と思われていま

すが、リクルートワークス研究所によると、企業

を規模別にみたときに、大卒有効求人倍率につい

て中小企業は6.45倍と高いのですが、大企業にな

ると0.39倍と「売り手市場」ではなく、「買い手

市場」状態といえます。ディスコの調査によると、

2019年春卒業予定の大学生・院生の５月１日時点

の内定率は42.2％、マイナビの調査によると一人

あたり1.5社の内定を得ているというデータもあ

ります。また、経団連に加盟していない外資系企

業、コンサルティングの大手などは３年次秋から

内定が出ているともいわれています。

「熊本県 U I Jターン就職支援センター」の取組み

　取組みとしては、主に就職の相談を受けており

ます。また、就職には応募書類が必要ですが、書

類作成のアドバイス、面接の練習もしています。

その他、熊本にはどういう企業があるかという情

報もご紹介させていただいております。

　熊本には企業がどのくらいあるかご存知でしょ

うか。熊本県内には７万社くらいの事業所があり

ます。たくさんの企業が熊本にもあるのです。

　企業を選ぶ時のポイントとして業種や職種、給

与や福利厚生の面があげられます。次に「どこに

その企業があるのか」ということです。大手求人

サイトなどでは大都市圏などの企業情報は多くあ

るため、そこに情報を求めてしまいます。一方、

九州ではなかなか情報が発信されないので企業を

探しにくいかと思います。大手求人サイトに載っ

ていなくとも、熊本県にはたくさんの優良企業が

あります。大都市圏の大手の企業もいいと思いま

すが、個々にやりたいこと、自分にあった企業を

探す時は、もう少し視野を広げていただくと、よ

り自分に合う、やりたいことをやれる企業が見つ

かるのではないかと思っています。

　企業について、熊本県の取組みとして「ブライ

ト企業」はお聞きになったことがありますか。今、

ブラック企業とかブラックバイトとかありますが、
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だくなどして情報を取り入れていただければと思

います。

　保護者の方の支えが何より大事かと思います。

私たち「熊本県 U I J ターン就職支援センター」の

相談員もお子様の就職に最大限のご協力をさせて

いただきたいと思っておりますので、ぜひともセ

ンターをご活用いただければと思っております。

●　野村　●

　「熊本県 U I J ターン就職支援センター」の野村

です。

　センター利用者の状況を見させていただきます

と、今、熊本県の企業ではデスクトップパソコン

を使用しているところが多くあります。一方、学

生たちが使っているのはノートパソコンやスマー

トフォンだったりします。企業の中で「学生がパ

ソコン離れをして使えなくなっている」という話

があがっています。ワードやエクセルが i Pad や

スマートフォンで使えるので、学生はそれでレポー

トを書けてしまいます。大学に紙で提出するのも

コンビニのプリンターで出力することができます。

自宅にパソコンやプリンターが必要ない時代でも

あります。そういう人たちの動きが活発化してい

ることで企業の中で「学生たちがパソコンを使え

なくなっている」という話が広まって、実際にセ

ンターにそのような声が入ってきたりもしていま

す。

学生へのアドバイス

　同志社大学のある関西方面でも学校回りをさせ

ていただいておりますが、学生に「しっかりとパ

ソコンを使わせてもらってください」とお声掛け

します。大学ではアカデミック版を導入されてワー

ド、エクセルだけではなく、全ての機能が使える

状態のパソコンがセッティングされており先生に

教えてもらうこともできます。「しっかり知識を

つけたうえで、時間があったら近所のパソコン教

室でマイクロソフトの検定の一つでも取っておい

で開催される時のご紹介やインターンシップのご

紹介も行っています。インターンシップについて

は、「九州・山口の特選企業インターンシップ」

が７月～９月に開催されます。説明会が東京と大

阪で行われ、「九州・山口で実施されるインター

ンシップにはこういうものがあります」とご紹介

させていただいております。これからお子様がイ

ンターンシップを受けられると思いますが、イン

ターンシップを受けて、どういう感想をもたれた

かについてご紹介させていただきます。

　過去のインターンシップの参加者の声の中で、「現

地の方の温かさ、優しさが印象的でそのまま就職

したいと思いました。実際に来てみないと得られ

ないものがたくさんありました」というものがあ

ります。情報だけではなく、自分の体験を通して

みないと企業の良さもわからないと思います。ち

なみに、「九州・山口の特選企業インターンシップ」

において熊本県の受入企業は21社が予定されてい

ます。その中で熊本県が認定している「ブライト

企業」は18社。安心していただける企業が入って

いるということです。

　他の取組みとしては就職のフォローアップも行っ

ています。例えば「熊本県に就職したいけど、話

しを聞いてくれないか」とか保護者に相談しづら

いことも含めて相談を受けております。また、保

護者の皆様からも色々なご意見をいただければ、

私どもも対応させていただきたいと思います。ぜ

ひ、センターにご相談をお気軽に寄せていただけ

ればと思います。

　熊本県労働雇用創生課の取組みになりますが、

保護者の方へ就職情報提供メールの配信を行って

います。就職イベント情報、熊本県内の企業情報、

各種就職支援の窓口情報、私どもがおります「熊本

県 U I Jターン就職支援センター」、「ジョブカフェ・

ブランチ」などのご案内をしております。他県に

いらっしゃる学生には熊本県の情報がなかなか入

らないこともあるかと思います。保護者の方から

情報を取っていただく、センターに登録していた
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てください」とお話しすることもあります。そう

すると「検定を取っている」ということだけで企

業は安心します。そのあたりの指導を先生にもお

願いしてもいますが、センターでも教えることが

できますので、使い方で分からない場合はお気軽

に声をかけてもらえればと思います。

　「エントリーシート」のまとめ方ですが、学校

でもご指導いただいているかと思います。しかし、

それを持って企業に行ったところ「堅い」といわ

れた学生がおり、センターに「まとめ方が分から

なくなったので一から教えてほしい」と夏休みの

期間に４回ほど通ってこられました。センターの

窓口で２時間くらいかけて「エントリーシートの

項目の書き方」を一緒にまとめて、それを使って

就活を行っている学生もおります。心配ごと、悩

みごとの相談窓口の一つとして利用していただけ

ればと思います。

　昨年、同志社大学にも４回ほど訪問させていた

だいており、ブースで相談対応などをしました。

ブースにはポスターを貼っております。熊本のス

イカや赤牛をイメージした赤色のポスターです。

赤い色を見て「熊本県が来ているな」と思って寄っ

ていただければと思います。

お問い合わせ先　�

熊本県 U I J ターン就職支援センター

〈熊本窓口〉

熊本県熊本市中央区水道町8-6

　朝日生命熊本ビル１階　くまジョブ

　熊本県しごと相談・支援センター内

月曜日～金曜日：10時00分～19時00分

土 曜 日：10時00分～17時00分

（日曜日定休、祝日、年末年始休業）

TEL：0120-827-867　FAX：096-328-5801

E-mail：info＠kuma-turn.jp

〈東京窓口〉

東京都千代田区有楽町２丁目10-1

　東京交通会館８階

　ふるさと回帰支援センター内

火曜日～日曜日：10時00分～18時00分

（月曜日定休、盆、祝日、年末年始休業）

TEL：090-1657-8412　FAX：03-6273-4404

E-mail：info＠kuma-turn.jp

「熊本県 U I J ターン就職支援センター」

　ホームページ URL　http://kuma-turn.jp

※ホームページで利用登録が可能です。
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ス業」が内々定を出すのが早いようです。一般的

に技術系の学生を求める企業の動きは早く、４月

時点で内々定を出す企業もあります。特に「IT 業

界」では動きの早さだけでなく、人手不足の状況

から文系の学生を採用する動きも目立っています。

■学生の動き

　アンケートを見ると、最初から第一希望の業界

に応募する学生が多いようです。「ここだ」と決

めた業界の内定をとるまで、就職活動を続ける学

生が多いのではないでしょうか。2018年卒業の学

生では平均2.54社から内定をもらっていました。

企業の採用選考に応募の意思を示すエントリー数

の平均はかつては90社、100社でしたが、売り手

市場になり、今春卒業の学生で平均35.84社と少

なくなっています。

■企業選択で学生は何を重視しているのか

　「安定」や「給料」という学生もいますが、「職場

の人間関係」を重視するという学生が多いようで

す。内定を得て「ここで働こう」と決め手になるの

も人間関係。学生がいう人間関係というのは就活

で接触した人事担当者の方のことなのです。「採用

担当者がいい人だったから」という理由で決める

学生が多いようです。採用担当者は、採用計画に

則って「今年は何人確保しなければいけない」と目

標を持ち、プロとしてのトレーニングを受けてい

ます。入社後、上司になる方は採用担当者ではな

い場合が多く、実際の社風を体現しているとは限

りません。その辺の学生の認識は甘いところだと

思います。２年生、３年生でのインターンシップが

そのギャップを埋めるために役に立つと思います。

―　今の学生は、本当に忙しいと思います。日

本経済団体連合会（経団連）の「採用選考に関す

る指針」では選考開始は６月１日からなのですが、

それ以前に内々定を出している経団連の会員企業

もあるようです。同じ指針で広報活動が解禁とな

る３月１日の午前零時、日付が変わった瞬間にリ

クナビ、マイナビなどの就活サイトがオープンし、

個別の会社説明会が告知され、ネット上で予約が

始まります。その後、説明会に行くと即、適性検

査「SPI」を受けさせられた、グループディスカッ

ションをやった、集団面接だったという話をよく

聞きます。皆さんが就活をされた時は１、２回の

面接だったと思います。今は「面談」など名前を

変え、面接を繰り返す企業も少なくありません。

■採用選考の流れ

　地元企業も動きを早めていると感じます。一昨

年ぐらいまでは、経団連に加入していない岩手県

の地場企業も大手に合わせ６月から選考を開始す

る会社も多かったように思います。採用難となり、

今年は３月１日から動き始めた企業が多いように

感じます。売り手市場で複数の内定を受ける学生

も多く、「どっちにしよう」と迷って辞退者が増

える現実もあるので、追加募集をかける企業も最

近、現れています。

■早まる内定・内々定

　５月１日時点での全国での調査で内定率は42.7

％で、４月以降どんどん増え６月１日だと60～

70％になります。岩手県の場合も５月ぐらいから

内々定が出始めています。業界別でみると、４月

末時点での調査ですと「製造業」「情報・サービ

地方へのＵターン就職の現状

土橋 由美子（ジョブカフェいわて／いわてＵ・Ｉターンサポートデスク キャリアカウンセラー）
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■就活ワード

　この数年間に出てきた「就活ワード」をまとめ

ています。聞いたことがあるかもしれない言葉で

すが、「お祈りメール」「サイレント」。企業から

の不採用通知の最後に「今後、○○さんの成長、

学業をお祈りしております」というメールが来る

と、「お祈りメールが来ちゃった」と、学生はい

うわけです。「サイレント」は沈黙ですね。「採用

なのか不採用なのか、何も連絡が来ない」という

状況を表します。「親確（オヤカク）」は、「親御

さんに確認する」という企業の視点でのワードで

す。「親に確認しなければいけない」という企業

の声を表しています。他に、「遠距離就活」とか「親

子就活」というワードもあります。

■企業が見る学生の評価ポイントと学生の自己評価

　学生が面接などで「企業に伝えたい」というこ

とと「企業が実際に知りたいこと、求めること」

とは、いささかギャップがあるというのが、数字

にも現れています。面接で「10年後、どんな社員

でありたいか？」「５年後の目標と、その実現に

向けてのビジョンは？」という将来視点の質問に

対して、学生はわりとうまく伝えられたと思って

いるようですが、企業の評価は「まだまだ考えら

れていない」というものです。「仕事や職種、企

業自体の研究が非常に薄いのではないか」という

話も企業から聞こえてきます。就活を始めて間も

ない頃、「自分のやりたいことがわからない」と

いう学生は多いです。また、企業の情報はたくさ

ん溢れているけれども「何をもって選択すればい

いのか、自分の将来がどうありたいのか、何を大

事にするか」という視点がわからないという学生

も多いです。就職活動をしながら、企業と出会い

ながら、考えながら、集約されていくものではな

いかと思っています。

■企業が選考にあたって重視する点

　企業が重視するのは「コミュニケーション力」

「主体性」「協調性」ですが、これは何年もずっと

変わっていません。ただ、一昨年から指標として

■2019年卒　就活している学生たちの「声」

　内定をもらった学生の声はとても真面目なもの

です。「将来を考えるとワクワクする」「５年後、

10年後の自分をリアルに考えることができる、い

いきっかけとなった就活だった」等、たった数カ

月で、就活を終えた学生たちの顔つきが変わって

いくのです。「よし、自分の足で将来を見据えて

生きていくぞ」と自信を持ち、逞しくなっていま

す。就活はしんどさもあるけれど、良さもあるの

かなと思います。ただ、後半になると「焦り」や

「先が全く見えない不安」を口にするようになり

ます。内定をもらえない学生の心中は、察するに

余り有るものです。中には、まだ就活を始めて間

もない４、５月の時点で「周りは内々定をもらっ

ているのに、自分はだめだ。もう就活をやめて、

来年、第二新卒として就活する」といい出す学生

もいます。就活のプレッシャーから逃げたくなる

ようです。

■企業の視点で考えると

　今、「売り手市場」という状況の中、人材を確

保できない企業が多くなっています。採用予定数

の1.5～1.8倍くらいの内定を出す。ただし辞退者

が多く、40～48％というデータが出ています。５

割弱が内定を辞退する。それを見越して企業は多

くの学生に内定を出します。5,000人以上の大企

業になると採用予定数も多くなり、内定を出す人

数も多いのですが、その分辞退者も多くなります。

地元の企業にとっても、内定辞退者は死活問題で

す。

■内々定後の企業の動き

　この数年、内々定後の企業の動きが変わってき

ているようです。最近は保護者の確認をとるよう

に学生に求める企業もあります。最終段階で、学

生に内々定を伝える際、内々定を受けた学生に対

して、「ところで、親御さんは承知しているかな」

と話をする企業も多いと聞いています。
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理由を聞くと、「親の死に目に会えない」のが嫌

ということです。親御さんは、まだ50歳になって

いないし、元気で働いているのですが、「親の近

くにいる」ということが、その時はその学生にとっ

て大切な基準であり、結果、内定を辞退したとい

う方もいます。

　都会で働き１、２年経って「やっぱり違う」と

思う方が、このところ多くなっていると感じます。

先日、東京で働いている方が「もう岩手に帰りた

い」ということで、その理由を聞くと「通勤電車

に乗れない」というのです。甘さを感じるところ

もあるのですが、「日常的に満員電車で生きてい

る自分はなんか雲の上を歩いているような感じが

する」という話を聞くと、こういう方はＵターン

も有りではないかと思いました。

　学生の段階で「Ｕターン就職」を希望する方は

「両親や祖父母のそばで生活したい」「経済的に楽」

という理由をあげています。「親が希望するから」

という学生も多い。親御さんは直接、言葉にして

いない方も多いと思うのですが、子どもは察して

いるんだろうと思います。

■Ｕターン就職を希望しない理由

　「Ｕターンを希望しない理由」としては「志望す

る企業・働きたいという企業がないから」という

学生が多いようです。働きたい企業があれば、そ

して、待遇がよければ地元に戻ってきてくれるよ

うに思います。給与体系など地元企業もがんばっ

ているのですが、全国平均で大卒初任給はいくら

ぐらいだと思われますか？

司会　18万円ぐらい。

―　大卒では去年の全国平均で20万2,000円です。

岩手の企業も頑張っていて18万5,000円。

司会　手取りではなく額面で？

―　そうです、額面の給与です。東京も企業に

よっては寮があるとか借り上げ社宅があるとか、

福利厚生を充実している企業もあります。ただ仮

に東京での初任給が21万円とすると、アパート代

がかなりの負担となります。そうすると、岩手に

住む意味もあるのではないかと思っています。最

「ストレス耐性」が出てきました。岩手県のある

証券会社の最終面接で「君は精神的なタフさはど

のくらいあると思うか。それを指標に表せ」と問

われた学生がいました。なかなかの難問と思いま

すが、今、企業は精神的な強さを持った社員を求

めているのです。また、「主体性」を求めるという

声もよく聞きます。「新人のうちは、もっと失敗し

てほしいんだよ」という経営者の方や「指示待ち

人間が多い。失敗してもいいから何かやってみる

という人が欲しい」という声が多いと感じます。

■「人生100年時代」に向けて

　「社会人基礎力」というのは、2006年に経産省

が提唱したもので、「前に踏み出す力」「チームで

働く力」「考え抜く力」の３つの指標で、12くら

いの細目があります。この中にも「ストレス・コ

ントロール」があります。「主体性」自分から働

きかける力や「チームで働く力」の中でも「他者

を巻き込む力」が大切といわれています。今年３

月の国の指針の中では、この社会人基礎力に「生

涯学び続ける力」も加えられました。さらに「社

会の一員として、社会全体の幸福を考え、探究し、

それを維持する力もこれからの社会人には大切な

指標」という視点と、生涯学び続ける「リカレン

ト教育」に力を入れようとしています。今の学生

の皆さんが退職する頃、定年は85歳ぐらいになる

のではといわれています。その中で「何を学び、

どうやって学ぶかを考える力」が大事ではないで

しょうか。「何を学ぶか」は仕事上のことでもあり、

人生のことでもあり、どんどん変遷していく、そ

の最初のきっかけが、「就活」だと思います。

■Ｕターン就職に向けての「学生の意識」

　学生の地元へのＵターン意識を調べると「どち

らかというと希望する」「希望する」を合わせる

と60％以上で、多くの学生が「Ｕターンしてもい

いかな」と思っているようです。地元の学生の例

ですが、希望の仕事ができる東京の企業から内定

をもらったのですが、震災の後ということもあっ

て、「地元から離れるのが辛い」と泣くのです。
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近は奨学金の返済が大きくのしかかってきていま

す。学部・学科、就職した企業の業種によっては

県が奨学金返済の一部を負担するという制度もあ

りますし、地元企業独自の制度として「文系、理

系を問わず、奨学金の返済を手伝う」という企業

が岩手でも出てきています。「奨学金返済の制度

があることが決め手で岩手の企業を選んだ」とい

う学生もいます。企業もさまざまの制度を考えて

います。

■Ｕターン就職活動で障害となるもの

　学生にとって、就職活動のための交通費も負担

です。Ｕターン就職を希望している学生にとって、

東京、関西からの交通費はかなり負担です。２次、

３次面接まで進んだ男子学生、大学院１年生で、

希望のところが順調に進んでいる。でも暗い顔で、

「もう最終面接は受けられなくなりました」。お

金が底をついてしまい、研究室も忙しく、実験か

ら手を放すことができなくなったので、アルバイ

トができないのです。「少し親御さんとも相談し

てみませんか」という話をしたのですが、「もう

十分、親に迷惑をかけているから」とのこと。結

局は、親御さんに相談をして最後は援助されて、

無事内定をもらいました。そのような親思いの学

生も多いですね。県内の企業は東京支社等で面接

を実施しているケースもあり、県外学生に配慮す

る例も少しずつ増えていると感じます。

■「離職率」七五三現象

　苦労して就活をして企業に入っても、「３年以

内に辞める」方は、県内の大学卒で今年、45％で

した。「七五三現象」といわれるように、高校を

卒業して３年以内に辞める方が５割、中卒で７割、

大卒で３割といわれます。最新のデータでは全国

平均で42％という数字です。特に問題なのは、１

年目に辞める率が上がっていることです。３割の

うち12、13％が１年目に辞めてしまいます。第一

志望の企業に入社し、10日後くらいには「もう辞

めようと思うのですが」と相談に来られる方もい

ます。辞める理由はまちまちです。例えば、転勤

があることは知っていたが、入社して先輩から「２、

３年に１回、転勤がある。君、一生、岩手には帰

れないよ」といわれ、親御さんに相談したところ

「そんなに転勤があるならもう辞めた方がいいん

じゃない？」といわれたので辞めた。関東でも田

舎の方に配属され、引っ越しを手伝いにきた親御

さんが「こんな田舎で生活することを思うと心配。

もう辞めてしまったら？」という話で退職を考え

る方もいました。早期離職の問題は、社会問題に

もなっています。

■学生は地元企業を知らない？

　去年、達増岩手県知事が会長の「いわてで働こ

う推進協議会」が「若年者の雇用動向調査」を行

いました。「地元にいる学生中心」ですが、「コン

タクトをとれる他県で学ぶ学生」も対象です。「岩

手に本社をもつ企業をいくつ知っていますか？」

という質問に対して、「１社も知らない」という

学生が37％、「１、２社知っている」のが27％。

学生は、地元企業をこんなにも知らないのかと、

ショックを受けました。学生の「目にふれない企

業」を、どんどん知らせたいなと思っています。デー

タの中でも「働きたいと思う企業があればＵター

ンする」という学生が多くなってきています。

■地元の情報でほしいもの

　「地元企業に関する情報を知りたい」という学

生も多く、私たちは、他県にいる学生と密にコン

タクトを取ることにしています。年２回、東京の

秋葉原で、岩手の企業が60社程集まる合同の面接

会があるのですが、そこでは驚くことに、６月か

ら就活を始めたばかりの学生たちが、その場で面

接に呼ばれたりするのです。特に、体育会系の学

生は企業から人気です。何が違うのか。体育会系

はマナー、挨拶がきちんとしており、採用担当者

とのコミュニケーションをしっかりとれる、その

ようなところが評価されるのでしょうか。

　６月１日、滝沢市のアピオで「岩手県の合同企

業面接会」が開催されました。６月１日の選考開

始にあわせて面接会をやる。１回目は３月、２回
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目の６月は、185社の企業が集まりました。お手

元の資料に参加企業一覧がありますが、皆さん、

いかがでしょう？知っている企業はどのくらいあ

りますか？あったらぜひ、なくても親御さんが調

べていただき、息子さん、娘さんに情報提供して

いただければと思います。

■東北地区の就職希望ランキング

　先週、新聞紙上で東北地区の就職希望ランキン

グが発表になりました。毎年、顔ぶれが変わって

います。今年、文系で一番は七十七銀行。岩手県

は岩手銀行。今年は、銀行が多いのですが去年は

銀行があまりランクインしていなかった。全国的

には今年、大手メガバンクの人気が下がっている

という記事もあります。10番のドラッグストアを

多店舗展開している薬王堂は去年、ランク外でし

た。こんな背景には、人事の方の積極的な姿勢も

見えるのかなと思っています。でも、人気企業ラ

ンキングに入る企業も毎年、内定辞退で苦しんで

いるようです。

司会　うちの卒業生も七十七銀行でした。

―　そうなのですね。どこの県も銀行は人気な

のかなと思っていますが、他県の大学に進学した

学生で地元就職を考える方たちは、「とりあえず

滑り止めで銀行を受ける」という声を聞きます。

銀行とあわせて公務員も人気が高いのですが、国

家公務員の一般職では、内定辞退者が出たりして

いるということも聞いております

司会　今ややこしいことがあって、役所は何をやっ

ているかわかりませんもんね。

―　そうですね。国家公務員は、特に今年、辞

退者が非常に多かったようですね。以前は、合同

企業説明会に人事院の方が行くと学生が列を成し

ていたそうですが、去年ぐらいから学生があまり

来ないという話を聞きました。

■岩手県の産業構造

　岩手県は「卸売小売業」「サービス業」が多い。

次いで「建設業」という産業構造になっています。

６万くらい事業所があります。働く人たちの数も

この３つの業界が多いのですが、県南を中心に製

造業で働く人の割合が高いのが岩手の特徴です。

岩手は「50人未満」の規模の企業が97％。全国で

は97.3％が「50人未満」で働いています。全労働

者の６割以上は小規模のところで働いている。３

割は東京で働いているという一極集中の状態です。

■大卒の求人倍率

　今春卒業の大卒求人倍率は平均で1.78倍。大学

を卒業し、就職を希望する１人に対して1.78社の

求人があります。規模的には「5,000人以上」は0.39

倍。大企業は倍率が高いですね。「300人未満」は

１人あたり6.45倍。業界によっても差があります。

「流通・小売業」は倍率が高い。１人あたり11社

の企業が名乗りをあげているという状況です。「企

業の採用予定数に対するエントリー数」は毎年違

いますが、大手企業の場合数百倍になることも多

いようです。

■Ｕターン就職のポイント

　皆様のお子さんにＵターンをおすすめいただく

上で、「岩手でどう暮らしていきたいのか？」と、

お子さん自身が自分の将来を考えるような関わり

をしていただきたいと思います。「なぜ地元に戻

るのか、自分にとってどんな将来があるか」。ひ

いては「今後、どう生きていきたいのか」という

問いかけをしていただきたいと思います。「自分

で自分の将来を考えること」がとても大切です。

■学生が抱える就活ストレス

　警察庁が発表したデータでは、一旦は減った「就

活自殺」が去年は少し増えて、全国で27人くらい

出ています。鬱での自殺者が、若い方を中心に多

くなってきているといわれています。７人に１人

が「就活鬱」になっているのではないかともいわ

れており、そんな面では親として子供をしっかり

支えていただきたいと思います。

■就活中の学生に親としてすべきこと

　話し相手になること、「親に相談する学生」が
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７割以上だというデータもあります。「一番の理

解者であること」が求められています。実際、こ

れから６月以降の内定が出てくる時期は、泣きな

がら来る学生、呆然として来る学生が増えてきま

す。内定が取れずどうしよう、どっちにしようか

という学生もいますが、「両親が、自分が頑張っ

て内定をもらった企業を認めてくれない」という

ような声が多くなっているように感じます。

　地元で、第一志望の企業の内定を得たある女子

学生の話ですが、その企業は内定者と親御さんを

企業に招待し、企業の見学と懇親会を開催しまし

た。その学生が、「立派な会社でしょう？」と誇

らしげにいうと、親御さんが「あんな立派な会社

が岩手にあるなんて何か裏で悪いことをやってい

るに違いない。カタカナの名前なんてうさん臭い」

とのこと。娘さんは「就活浪人して来年、公務員

を受けなさい」といわれ、非常に悩んでしまいま

した。娘を心配する気持ちはわかりますが、親と

して過保護であってはいけない。過干渉もだめ。

無干渉もだめ。親の主観を押し付けない。本人の

主体性を大切にしたいですね。実際に企業にリサー

チすると、親御さんからの問い合わせが多くなっ

ている現状もあります。

■折れない心、レジリエンス

　親として「しなやかに、どんな世の中の変化に

も、自分に巻き起こるどんな苦境にも、対応して

生き延びる力を持つこと」をイメージしながら、「子

育ての終わり」を迎えていただきたいと思います。

「レジリエンス」は「折れない心」と訳されてい

ます。この「復元力」は家庭環境や距離はあって

も親子関係の中で育つものと心理学者がいわれて

います。大事なことは、子どもを「理解すること」。

大学生であっても、「わかってほしい」「認めてほ

しい」という気持ちは強いものです。「親は一番

の味方、最後の味方でありたい」という思いを持っ

ていただきたいと思います。

■親子コミュニケーションのポイント

　まずは「一旦受けとめる」こと。お子さんが「大

学を卒業したらナレーターになりたい」といった

らどうされますか？私は、実際に技術系の大学生

だった息子にいわれました。「俺、ヤッパさあ、

ナレーターかアニメーターになりたいんだよね」。

その時、私は言葉が出なかったのですが、そこで

一旦受けとめる。「あなたはアニメーター、ナレー

ターになりたいのね」くらいでいい。そこで「本

人の考えを促す」という視点に立つ。「なんでナレー

ター、アニメーターになりたいの。どんな思いで？

なりたいのはなぜ？どんなナレーターになりたい

の？」と問いかける姿勢が大事と思います。その

次「それを実現するためにどうしたらいいか、いっ

しょに考えよう。専門学校にいかないと難しいと

聞いたけど、どう？」「専門学校に行くためには

いくら必要なの？」というと、どんどん本人は考

えていく。最後まで寄り添いながら、但し意思決

定するのは本人。「あなたが決めましょう」。考え

ることに寄り添いながら、本人の中で現実を吟味

していく。「さあ、コマは揃ったよ、あなたはど

うしたい？」と聞いてあげて、自分で考え、自分

で決めてもらうことが大事ではないかと思います。

■親としてできること

　「人生は選択と決断」です。これは、人生100

年時代に突入する今、100歳まで続くと思います。

自分で選択し、自分で決める力、そのきっかけが

就活だと思います。親として、「子どもを尊重す

ること」「自律を意識させること」。子育ての最後

の要は、「自立・自律の支援」なのだなと思います。

お問い合わせ先　�

　ジョブカフェいわて内

　【いわてＵ・Ｉターンサポートデスク】

　電話：019-621-1171

　MA IL：support＠jobcafe-i.jp

　住所：〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-12-18

　　　　盛岡菜園センタービル５階

　―岩手の仕事・就職情報サイト

　　「シゴトバクラシバいわて」―

　　http://www.shigotoba-iwate.com
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い込まれるとやりますが、続かない。勉強は大学

でやりたいことではなかった。そしてフリーター

となり、フラフラしていたら父が倒れたので、お

坊さんの資格を取るために２番目の大学に入るこ

とになりました。結果的には、さらにもう１つ大

学に行き、理系、文系、宗教系の３つの大学に通

いました。両親は大変だったと思います。お金も

1,000万円以上かかったのではないかと思います。

僕以外に姉妹が３人いて、父は高校の先生、お寺

のお金もない。ギリギリの生活の中で僕だけは自

由気ままに生きていたので、今は帰ってきて全く

頭が上がりません。

　学生時代は気分を変えるために、旅行三昧。ま

ずは海外からと思い、仏教を学ぶ名目でインドに

自由滞在で２週間ほど行きました。他には台湾等

にも行きましたが、僕にとって海外は、あまり面

白いと思えず、国内で面白いことを探そうと思い、

寝袋をもって全都道府県を１年ちょっとで回りま

した。人生についてたくさん考えました。お金は

フリーターで毎月50万円くらい稼いでいたので、

なんとかなりました。とにかく朝、昼、晩、バイ

トで稼ぎ、そのお金で全国旅をして回っていまし

た。衣食住の内、若いうちにやっておくのは食だ

という感覚だったので、地方にいったら一番良い

店をその地の人に訊ね、夜は寝袋で寝る代わりに

一番おいしいものを食べていました。そこまで自

由にやっても、なかなかやりたいことが見つから

なかったので困りました。

就職塾

　計７年間、大学生活を送り、やっと就職活動を

する時期になりました。周りの就活生より４歳年

　龍王寺第14代住職予定の太田信知と申します。

この身なりでお坊さんということですが、お坊さ

んでさらにお花屋さんをしております。さて私事

ですが、先月結婚しました。ありがとうございま

す。お相手の方は、ご両親がカナダ人のお父さん

と大阪出身のお母さんのハーフです。実家は夜に

なると鹿が出てきて撥ねそうになるくらいの田舎

です。家へはサルがきたり、天井をアライグマが

走ったりしています。

　さて、「大学での学びについて」というテーマ

をいただきましたが、大学生活は遊びだらけだっ

たので、学びがどう活きているかをお伝えするこ

とはできないように思います。14年間フラフラし

て、やっと地元に戻り働き始めたので地元就職の

お話ならできます！ということで、本日、人生初

の講演をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

僕はお寺の跡取り息子です

　本題に入る前に、自己紹介をしたいと思います。

この自己紹介の内容が後々の内容に強く影響する

ため、長めに行います。僕はお寺の跡取り息子で

すが、「絶対にお寺は継がない」と思っていました。

家を継ぐことと直接は関係ありませんが、大学受

験に失敗し、浪人をしました。偏差値がすごく低

かったですし、受験の年の１月１日になっても全

く勉強しませんでしたが、センター模擬模試が終

わった夜、寝ていたら冷や汗をかいていました。

焦った僕は試験までの２週間くらい猛勉強しまし

た。そうするとなんと、偏差値が30上がったので

す。その後、大学に入りますが、半年で辞めまし

た。なぜなら、勉強が好きではなかった僕は、追

お子様が“地元で働きたい”と望まれた時に
押さえておきたい三つのポイント
太田 信知（龍王寺）
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ら折角なのでシェアハウスにしようと考えました。

　まずルールを決めようとしたのですが難しくて、

「すべてのことは交渉でやろう」というルールを

作りました。シェアハウスはホームページやフェ

イスブック、ツイッター等からも一切宣伝してい

ないのにもかかわらず、約１年半の間に口コミで

全国から350人の学生が来てくれました。どうい

う口コミかというと、宿泊費も交渉次第で何でも

あり。そもそも民泊業ではないので、ある意味違

法ですが、違う意味合いで「材料費」としていた

だいていました。もちろん大半の子は無料で泊まっ

ています。そんな流れでどんどん人が集まりまし

た。特に同志社大学の学生が８人数珠つなぎで呼

んでくれたのが印象的で、計20名くらい来てくれ

ました。就活支援の中身は、元銀座のママさんや

元社長さん等が先生となり、社会のあれこれを学

ばせてもらうといった内容です。例えばサッポロ

ビールの元社長さんを、６畳一間にお招きし、お

話を聞かせていただく等です。そういう人脈があっ

たので、シェアハウスの就職塾は好評でした。講

師陣の人生経験が豊富なので、あくまで「テクニッ

ク論」を学ぶ場ではなく、「人間力育成」をする

場でした。そういう塾だったので、集まる子達と

の対話も面白かったです。例えば、トイレットペー

パーを三角に折る子がいて、「なぜ三角に折るのか」

について３日間くらい議論をし、それぞれの視点

でどれだけ議論ができるか、一見くだらない小さ

なことがいかに大事かということを、みんなで話

す毎日を過ごしていました。一応、「アウトプッ

ト会」といって「この１週間で感じたこと、考え

たこと」等をアウトプットする場を設けており、

そこで話が広がり、その話について講師を呼んで

くる等々本当にやりたい放題の空間でしたが、今

までの人生が退屈だったので、毎日新しい情報が

入ってきて、生活はギリギリでしたが、非常に面

白かったですし、幸せな毎日でした。

ハウスマスター

　そんな幸せな日々を送っていると、先程の塾長

から「地方創生で有名な町にいってみないか？」

上で自動車免許とお坊さんの資格があるだけです。

最後に卒業した大学が宗教系大学文系の哲学科で

す。いざ就職活動が始まりましたが、恐ろしいほ

ど相手にされない。就活した時期が厳しい時期だっ

たということもあり、待っていても何も起きない。

しょうがないので自分で「就活塾」を立ち上げま

した。情報も入ってこないので自分でやってみよ

うと思い立ったのです。塾をしようにも何も知ら

ないので、先ずは塾に入って勉強しました。その

１つが、本日この場にお繋ぎいただいた塾長の塾

でした。それ以外にも就活塾を６つくらい掛け持

ちし、自分がやれることは全部やろうと、がむしゃ

らに就活塾に通いました。自分が就職活動を楽し

み出すと、人がどんどん集まってきました。情報

も入ってくるようになり、結果も好調で落とされ

ることはほぼなくなりました。さらに京都駅徒歩

２分の家に引っ越し、全国各地に新幹線を使って

就職活動に行く時に「寝泊まりしていいよ」とい

う場所をつくったら様々な就活生から色々な情報

が入ってきた。全国に友だちができ、人脈も広が

りました。「これは面白い」と、自分の就活より

人の就活をひたすらがんばってやりました。一方

の自分の就活は直ぐに終え、１年くらいは人の就

活とか次の年の就活生などのお手伝いをしていま

した。

　京都から東京に移り、毎日東京駅の直ぐ側の会

社へ通ういわゆる普通のサラリーマン生活を始め

たのですが、退屈でした。死んだ魚のような目を

した人ばかりの満員電車等、僕には耐えられませ

んでした。自身も目が淀む状態となったため、そ

ういう状況は僕には無理だと体感しました。一部

上場企業でも給料は安いし、生活費は高い。しか

も誰でも代わりがきく仕事ばかりだと思えて自分

の存在意義がわからなくて、「もっと面白い仕事

があるはずだ」と１年で辞めました。辞める書類

にサインしながら親に電話して「今から仕事をや

めます」と伝え、「転職するのか？」と聞かれて「自

分でやります」と答え、その３日後には「就職支

援シェアハウス」を始めました。それまで会社の

寮に入っていたので住む家がなく、家を借りるな
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ひたすら考えました。そして、「教育は教師だけ

ではなく、育師という立場があってもいいだろう」

と考え抜きました。その理由の一つは「子どもは

勝手に育つし、サポートするだけで大丈夫でしょ

う」という気楽な感じで「育師」として仕事をし

ました。

　ホワイトボードにみんなで「考える」ことを書

いてすこしずつ意識を変えることから始めました。

さらに、夜10時20分の最終点呼で全員が集まり、

僕がシェアハウス時代にやっていたアウトプット

会「今日１日起きたことで、皆が感じたこと、考

えたことを話し合おう」をやると、だんだん寮が

改善されていきました。勉強を全くしなかった子

が勉強を始める等、多方面に良い影響となりまし

た。その結果、彼らの生活が激変しました。また、

寮の学習時間は当初２時間あったのですが、１時

間減らし、その分「自活時間」、生徒たちが自分

の活動に専念できる時間を作りました。生徒達の

努力の上で実現したので、彼らの自信にもなりま

した。

　また、もともと壁に穴を開けるような生徒たち

でしたから、地域の方々と一緒に何かをするのは

難しい状態でした。先ほどお伝えしたような教育

をした後に、地域に出るようにしました。最初は

「ミカン農家のところにお手伝いに行こう」と行っ

てみると、ミカンをちぎって投げあって遊び出す

始末。ミカン農家さんにだいぶ叱られました。そ

れが何故ダメなのかわかっていないので、どうやっ

て教えるかを考えました。そして僕が行ったのは、

直接地域の方に叱っていただきながら、彼らの成

長を見てもらうことでした。そのため、先に頭を

下げに挨拶に伺い、「彼らは多分こういうことを

しますが、それは必ず改善させますから、一緒に

彼らを育てることにご協力いただけませんか？」

というのが最初の１年の仕事でした。事前も事後

も謝罪をして「いっしょに育ててください」とい

うことをしていくうちに生徒達が「いつもお世話

になっている方にお返しをするために畑で作物を

育ててみたい」「お礼の企画したい」といい出し、

地域で学んだ事を地域に還元することで還し始め

と誘っていただきました。「行ってみたいです」と、

２日後に電車と船を乗り継ぎ、８時間ほどかけ島

に行きました。港に着いて30分後くらいには、出

会った漁師さんに「船に乗せてあげるよ」と、ま

た海へ連れて行っていただきました。漁のお手伝

いや、その時獲れた魚を一緒に捌いて食べる等、

楽しい思い出となりました。そうして数日後、そ

の場所に転職していました。「ハウスマスター」

というお仕事で、一言でいうと寮母さんのご飯を

作らない版です。

　その町唯一の高校の寮は男子寮と女子寮２つあ

り、有名になって生徒が入りきれなくなったため、

男子寮を新しく作ろうと建物を建てました。その

新しい寮には「ハウスマスターが必要」というこ

とで僕が初代ハウスマスターとなりました。男女

合わせて90名位の生徒を見ていました。建物はと

てもおしゃれな作りで窓からは海が見え、隣の島

がその向こうに見え、夜には満天の星空が見える

場所です。島根県の北60キロの海のど真ん中なの

で、波止場から鯛が釣れ、あの島は田舎というよ

りは日本ではないどこか違う国のようでした。そ

のような島の寮で高校生と共に暮らす、そういう

仕事をさせていただきました。島には２年半いま

したが、第三の故郷と感じています。

　僕がハウスマスターを始めたばかりの頃の高校

生は、無茶苦茶でした。男子高校生の部屋の壁に

穴が開いていない部屋はなく、裸でうろうろし放

題、陰口があちこちで飛び放題。教育での地方創

生が有名な場所なので、高い講師料を支払わなく

ても、皆様がご存知の会長さんや有名人が来てく

れる場所です。そのような喉から手が出るほど恵

まれた環境なのに、なぜこういう状態になってい

るのか。高校生に理由を聞き、大人にも理由を聞

いたのですか、どうもかみ合っていない。先生は

「生徒たちが教えたとおりにしないのが悪い」、

高校生は「なんで先生のいう通りにしないといけ

ないのかがわからない」。先生は「それも教えた」、

高校生は「聞いていない」等、いくらいいあって

も理由が高校生に伝わらない教育のされ方だった。

僕は悶々としながら「教育ってなんだろう？」と
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ました。また、地域だけでなく、寮や学校の中で

も活かせるようになりました。本当にたくさんの

ことが変わりましたが、１番評価が高かったのは

「視察対応」でした。あの島へは毎年ものすごい

数の視察が来ます。それの寮案内を高校生が対応

するというもの。寮は僕の担当ですが、僕が担当

するのは彼らがいない時間だけで、それ以外はす

べて高校生に視察対応をしてもらいました。地域

の方に育てていただき、人間力が高まったのだと

思います。他にも漁師さんのところに行き、お手

伝いをして地域の方との交流会や企業との交流会、

スポーツの交流会。地域行事で出店をしたり、沖

縄県の久米島の寮の生徒と物々交換をして沖縄の

油味噌を使った料理を作ったり、こちらの特産品

を使い、久米島でもイベントを開いてもらいまし

た。年間売上は数十万あり、生徒達がすべて自由

に使え、お金の使い方までも学びにしてもらいま

した。普段は無駄遣いばかりですが、こういうお

金になると突然、舎監の先生用のソファーを買お

うとか、「いい子」になりました。様々なチャレ

ンジをすることで良いことが良いことを呼ぶサイ

クルがどんどんでき、周りの方々の評価も高くな

りました。現在も島の方々のフェイスブックを見

ると、高校生の話が頻繁に出てきます。ありがた

いことに感謝されている内容が多いようです。も

ともと地域に出る生徒は月２、３人位だったのが、

今ではほぼ寮生全員が地域に出ています。お互い

育ちすぎたというか、実りある時間を過ごさせて

いただきました。

　島で暮らし始めて２年が経った頃、父の体調が

悪くなり、実家に帰ることとなりました。帰って

早速、転職をどうしようか悩みました。ど田舎で、

しかも14年ぶりなので人脈も土地勘もなくて困り

ましたが、「城野のまちづくりが面白そうだよ」

と友人から連絡をもらい、小倉から10分くらいの

城野という場所で「まちづくり」をする仕事に就

職しました。城野にあるお花屋さんが NPO 法人

で関わっており、そこに入社して現在、統括タウ

ンマネジャーとして、まちづくり全般をやってい

ます。病院や薬局とか飲食店とか美容院に加え、

戸建てや分譲、賃貸等が600戸くらい。たくさん

の人と一緒にまちづくりをしています。しかし、

まちづくりとは果てしなく膨大で、業務範囲が広

くてキリがない。情報発信や住民サポート、イベ

ントの企画運営等を北九州市役所や各種事業所さ

んと協力しながら行います。深夜２、３時まで当

たり前、オフのない仕事です。北九州市立大学が

近くにあり、最近はその地元大学生を巻き込みな

がら一緒に、まちづくり活動をしています。学生

にも「やりたいことにどんどん挑んでいいよ。予

算も権限も勝ち取ればいいだけだし、僕の事は好

きなだけ使ってくれ。町のためになれば、町の外

に出ても構わない」と伝え、自由にやってもらっ

ています。こんなに幅広くまちづくりを学べる場

所はあまりなくさらに、バックアップできるとこ

ろも少ない。今後、インターンの受入れも考えて

いますので、ぜひお子様にお伝えいただければ幸

いです。

地元で働きたい三つのポイント

　以上、自己紹介をさせていただきました。では

本題に入ります。

　レジュメにも書きましたが、テーマは「お子様

が“地元で働きたい”と望まれた時に押さえてお

きたい三つのポイント」です。近年、若者が地元

で働きたいと望む意識は増加しているのでしょう

か？減少しているのでしょうか？僕も「増えてい

る」のではないかと思っていましたし、レジュメ

にもそう書かせてもらいました。しかし、実際は

減少しています。

　データを見ると、「地元進学者」の「地元就職

希望」が12年度の80.2％から19年度は71.7％で、「地

元から外部進学者」の「地元就職希望」が41.7％

から33.8％とか、大分下がっています。理由とし

ては「志望する企業がない」「働きたいと思う企

業が多くあれば地元に帰ってもいい」という意見

が多いです。「都会の方が給料がよい」「子育て支

援がない」というのもあります。実際に知り合い

に、「働きたい」と思う企業が増えれば帰ってく

るか？と聞いてみると「給料が安い」「面白い仕
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事がない」「転職しても上を目指すキャリアアッ

プは地元に帰ったらできない」といわれました。

誰もがご存知の通り世の中は少子高齢化社会です

し、地方は人がいないので、人手不足で会社が倒

産。実際に2015年に、4,025,000社あったのが、

2040年には1,956,000社となり、25年で2,000,000

社が消える予測データもあります。もちろん、倒

産する会社のほとんどは地方なので、地方に就職

するのはおすすめできない状況です。色々な学生

と話してきた僕の体感では、地元就職意識が減少

しているとは思えません。「地方創生」をしなけ

ればいけない、「人口減少」といわれていて、自

分たちが育ってきた町が弱体化することを気にし

ない人はいない。みんな「自分が育った町を守り

たい」と思っています。しかし実際には仕事がな

くて生活が厳しくなるのが目に見えている地方に

就職を望むことは難しい。「想いはあるが、望め

ない」のではないかと思います。

　実際に僕が東京で知り合った学生で地方に就職

した子は数パーセントです。それでもいろんなタ

イミングで地元に就職や転職する人はいます。そ

ういう人たちが後悔しないように何をしたらいい

か。簡潔に述べると「イノベーションをおこす力」

をつけることです。ニアリーイコール「起業」で

すが、イノベーションを起こして地元企業の業績

を上げる力をつけて、ぜひとも地方を活性化して

ほしい。今日の結論はこれです。因みに就活時に

ご両親のご意見がどれくらい反映されるかという

データもあり、「両親や親族に相談した」割合は

８割、その８割のうち「大きく影響する」「多少

影響する」という回答がありますので、皆様のお

言葉に地元の活性化がかかっています。ぜひお子

様がご相談された際は力強くお願いします。僕は

地元から絶対出ないので、「地方活性化」の同志

になっていただきたいと思っています。

　３つのポイントですが、お子様にお伝えいただ

きたい内容は「気づく」「考える」「行動する」で

す。ただこれだけです。シェアハウスをやってい

た時もそうですが、「テクニック論」的なものは

ただ一瞬、伸びることはあるかもしれませんが、

それだけをやっても社会では全く通じません。応

用が利く地力を伸ばして欲しいのですが、これを

子どもたちに伝えるのが非常に難しい。自己紹介

の中でお話した寮教育の実例をもとに、お話した

いと思います。

　ある日、事務長から連絡がきました。高校生が

１日に何度もお風呂に入るので「時間外は原則禁

止とご説明ください」と連絡をいただきました。

なぜなら、冬場になるとガス代だけで月数十万か

かるからです。高校生は「俺たちはお金を払って

いるのにおかしいだろう」といってきます。そこ

で僕はいいました。「原則と書いてあるよね」。彼

らにはすぐ伝わりません。辞書を引いてもらいま

した。僕の意図に気づきました。でもすぐには対

応できません。「原則ならば、別にいいじゃないか」。

原則とは、「多くの場合、共通するルール」です。

ただ「いいじゃないか」では理屈が通っていませ

ん。そこで「原則とは何か」を、より考えやすく

具体例をあげます。そうしてやっと彼らに伝わり

ました。その後、原則を乗り越えて時間外にお風

呂に入るために何をすればいいのかと、色々と考

えてアイディアを出してきますが、全く理屈が通

りません。本気になってくると、様々な行動に変

わります。突如、目の前で水をかけ、「体が濡れた」

という生徒が現れました。もちろん「タオルで拭

いて着替えなさい」と却下します。そういう雰囲

気になると、他の生徒も集まり楽しみながら話し

合います。そうこうしていると、目の前でジュー

スを頭から被る生徒が出てきました。「ジュースだっ

たらいいでしょう？」ということで「その通り」

とお風呂に入らせました。次の子は、「うんこ漏

れたので」といってくる。「頭いいな」といって

許可しました。どんどんノリでやってくるのです

が、これを悪用する生徒はいませんでした。面白

いから前向きに取り組んでいるからです。こうし

て「原則」を乗り越えた彼らは「原則」に似たよ

うなものがあっても「何とかなるんじゃないか」

と諦めず、前向きに事に向かうようになりました。

　この流れが終わった後、僕は彼らに伝えます。「わ

かっていないことに気づこう。自分たちが意識で
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きていないことに気づこうね。原則というルール

の壁を乗り越えるのは楽しいことだったでしょ」。

他にも「気づく楽しさを学ぶと、より個性を活か

せるよ」や「日常の中で気づきが多い子と、少な

い子の差は明確に出てくるよ」とアドバイスをし

て、意識してもらいやすいように伝えました。こ

れが「気づく」です。

　続いて彼らに伝えます。「自分がわかっていな

いということがわかれば、すぐにできないことも

わかったでしょ」。彼らが原則というものに最初

から取り組むことを諦めていたのですが、原則と

いう意味がちゃんとわかれば何とかなりました。

でも、すぐに何とかできる「アイディア」は出せ

なかった。それに気づきなさい。「日頃から気づ

くだけでなく、考えておいた方がいいよ」と伝え、

「そうしなさい」とはいわない。つまり、「わかる」

と「できる」は違うということを伝えました。こ

れが「考える」です。

　最後に彼らに伝えます。「考えても、正しいか

どうか自分で判断できますか？それを確かめるた

めには、とにかく行動してみよう」、「対話をしに

いくのも立派な行動ですよ」と促します。また、「そ

うすれば君は主体的な人生を歩めるよ」。これが「行

動する」です。

自らを育てられるか

　これと同じような例を何度か繰り返していると

あっという間に寮は変わりました。「人よりも一

歩粘る」「個性が発揮される」「周りをどんどん巻

き込む」生徒たちが現れました。そして寮だけで

はなく、学校生活や地域への良い影響が、たくさ

ん出てきました。この例は当然大学生にも当ては

まります。そもそも、シェアハウス時代の講師の

方々や僕が就活支援をしている際に大学生に行なっ

ていたことを高校生に応用していただけです。教

育の99％は「地道な対話」です。ポンと乗り超え

るテクニック論で実際に育つことはほとんどあり

ません。「地道な対話」をひとつひとつゆっくりやっ

ていくだけです。ただし、それが早ければ早いほ

ど「気づく」ことが増えます。地味なことですが、

「それを意識するか、意識しないか」では大違い

です。このようなことをいくつか乗り越えると自

然と自ら「気づいて」、自ら「考えだし」、自ら「行

動する」人に自らを「育て」始めます。これが大

事です。「自分で自分を成長できるような状態を、

自分で意識できる」ようになると、あとはもう、

成長が止まらなくて自由にしていいという状態で

す。本当にそういう子たちは伸びます。

　この３点の延長には「イノベーションをおこす

力」「人脈力」「営業力」「継続力」等の力もつい

てきやすくなります。高校生でもたっぷりつける

ことができます。こうすれば絶対にイノベーショ

ンをおこせる人になるわけではありませんが、地

元に帰っても後悔する可能性はグッと減ると思い

ます。「自らを育てられるか」どうかは、その子

の周りの環境が大きく影響します。ご両親のお子

様へのアドバイスは、とてもとても大きいのです。

もしよければ地元福岡のためにお子様だけでなく、

他の若者たちにも、皆様のお力とご支援をよろし

くお願いいたします。

　最後に個人的な感想ですが、地元に帰ってきて

思うのは、地方めっちゃ面白い！ということです。

今の仕事がまさにそうですが、自ら働きかければ

色々な人々と一緒に働けます。これは地方ならで

はで、地方にいる人全員にチャンスがあります。

地方を面白くできれば、全都道府県に地方はある

わけですし、幾らでも応用は効きます。ぜひ地元

に就職する際は、先程の３つのポイントをもとに

して「主体的に人生を歩める人」になり、もしよ

ければ地元福岡をいっしょに盛り上げていただけ

る同志になっていただきたいです。ご静聴ありが

とうございました。

お問い合わせ先　�

　真宗大谷派　龍王寺

　電話：0930-42-0514

　http://www.ryuouji.com/
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家を出て「一人暮らしをしてみたい」という希望

と「経済学を学びたい」ということで神戸大学と

同志社大学を志望していました。高校生の頃に『高

校生のための経済学入門』を読み、社会で経済の

仕組みがどう回っているのかと経済学に興味をも

ちました。その著者である小塩隆士先生がいらっ

しゃったこともあり神戸大学が志望校となりまし

た。多文化な街で暮らしてみたいと思っていまし

たので、同志社大学も同じく第一志望としており、

合格が決まった時は、うれしさですぐ家を探しに

いきました。

大学生の頃の経験

　「学業」の面では「Ｆ率」を気にしていたとか、

出席すれば単位がとれるという授業のとり方はし

ていませんでした。自分の興味があるものをとろ

うと選んでいまして、第二言語はドイツ語をとり

かなり苦労しました。当時はフランス語、ロシア

語、ドイツ語はかなり難しいという噂があり、単

位をとりたければ中国語という話でした。その結

果、苦労して３年生までドイツ語を履修していま

した。その他にも、履修をしていない講義に紛れ

こんでいたりもしていました。ゼミについては２

年秋から「基礎ゼミ」が始まり、八田英二先生の

ゼミに所属していました。現在は同志社大学総長

ですが、私の頃は学長でいらっしゃって、「学長

ゼミ」と呼ばれていました。産業組織論という内

容に興味があったのと、学長と近いと何かいいこ

とがあるのかななんて気持ちもありました。「産

業組織論」は、市場の構造、例えばビール業界、

航空業界などの市場がどういう状態なのか、独占

なのか寡占なのか、政府に守られている業界なの

　名古屋鉄道財務部で勤務をしております。同志

社大学経済学部2011年卒業です。先月30歳になり

ました。30歳の目標として新しいことを始めよう

と思っていたところ、このような会のお誘いをい

ただきまして、良い機会だと思いお受けさせてい

ただきました。大学生活の経験が今にどうつながっ

ているか。大学生の頃、どのような学生生活を送っ

ていたか、就職活動について、社会人になって会

社でどのような仕事をしているかなど、社会生活

７年たちましたが、大学生の頃の経験が今、活き

ているなと感じることを具体的にお話できればと

思います。同志社大学を卒業することや同志社大

学のブランドが、名古屋で働くにおいて有利なの

かについてもお話できればと思います。

　先ほどのお話で「今、２年生の学生に親は214

万円というお金をかけている」とありました。私

が大学に入ったのが2007年、12年前です。その時

はそのようなことは知りませんでしたので、今改

めて親に感謝しています。私の親も父母会に参加

していたようでしたが、学生の時は父母会という

のは恐怖の存在でした。京都で暮らしていると、

知らないところで親に成績が配られ、親から突然

成績についてメールで言及されたものでした。い

ま立場が変われば、父母会はいい会だなと、同志

社大学のサポートの厚さを感じています。

　私は岐阜県多治見市出身で高校までは岐阜県で

18年間暮らし、同志社大学に入学しました。今は

妻と二人暮らしで名古屋市内に住んでいます。新

しいものが好き、誘われたら参加する、興味をもっ

たらやってみるという性格です。2007年、同志社

大学に入学。当初の志望校は神戸大学でした。国

公立の受験は落ちまして、同志社大学へ入学。実

今の仕事に活きている大学生活での経験

山越 照浩（名古屋鉄道株式会社）
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にそのお寿司屋さんで働いたのですが、そこで20

歳のときに彼女ができました。それが今の妻です。

そのようなきっかけを得られたという意味でも大

学は大きな転機だったなと思います。20歳で付き

合いはじめ、24歳で結婚しました。ゼミで、八田

先生に「同志社女子大学の彼女がいます」と話す

と「社会人になると必ず、学生からの彼女以上に

いい相手が現れる。学生時代の付き合いは成就し

ない」といわれていたのですが、私の場合、成就

しました。先日、愛知支部の同志社総会が名古屋

観光ホテルであり、八田先生にもお会いしました

が、改めて直接、「結婚しました」と報告すると、

またその格言をいわれました。

どう働きたいか

　「就職活動」についてですが、今の就職活動の

流れは、経団連の方針の変更等で私が就職活動を

していた頃とはだいぶ変わってしまっていますが、

私の頃は３年生の10月が就活スタートでした。10

月になると、リクナビやマイナビといった就活サ

イトがオープンして各企業のページにエントリー

できるようになります。そこから企業訪問や先輩

との座談会に参加したり、合同説明会に参加した

りして、企業研究をしました。正式には４月１日

から面接が開始なのですが、実際は３月半ばから

企業による選考は始まっていて、特に金融は「面

談」と称して毎週のように呼ばれて、「面談」の

帰りに電話がきて「また次に会わないか？」と選

考が進んでいたところもあります。私は主にゼミ

の仲間と就活に励んでいまして３年生の10月から

ゼミの友人と業種を絞らず、金融からメーカー、

通信系の会社、インフラ、建設業など、あらゆる

説明会にいきました。友人と大阪までいって面談

や説明会に参加したり、先輩社員と話をしたり、

その後は友人と晩御飯を食べながら企業分析をし

ていました。そこで面白かったのが、友人と同じ

会社の説明会にいっても、とらえ方が違うという

ことです。個性的な友人ばかりでしたので、話の

とらえ方も違って、採用担当者や先輩社員の話を

肯定的にとらえる人もいれば、否定的にとらえる

か。またそういった市場の特徴から、そこに参入

する企業はどのような行動をとるか、価格を決め

ていくのか、といったことを研究する学問です。

卒業論文は水ビジネスについて調べ、今日本が取

り組む水インフラの海外輸出戦略について研究し

ました。八田ゼミは縦のつながりが強いゼミで３

年生の時には、４年生に就活のアドバイスをいた

だいたり、祇園祭の時期は浴衣デーといって女性

陣が浴衣を着てゼミに参加し、その後ゼミ生全員

で祇園祭に繰り出したりしていました。八田先生

が経済産業省の委員や高校野球の理事をされてい

たこともあり、色々なお話を伺うこともできまし

た。春には祇園の舞妓さんの都踊りの会などにも

お誘いいただき、つれていっていただくなど、京

都らしい経験をさせていただくこともできました。

　アルバイトについてですが、私は先の話でもあっ

た仕送り０の７％の学生の一人でした。学費は親

に出してもらっていましたが、家賃や生活費、友だ

ちと遊んだりといった費用は毎月の奨学金65,000

円と自身で稼いだアルバイトで４年間生活してい

ました。大学生の主な記憶はアルバイトともいえ

るかもしれませんが、４年生の最後の頃はアルバ

イトを３つ掛け持ちして、今の会社の初任給以上

を稼いでいました。今は、経済学部は４年間とも

今出川校地ですが、私の頃は２年間は京田辺校地

で残り２年は今出川校地でしたので、アルバイト

もこまめに変わって、いろいろなことを経験しま

した。好奇心が強いので、いろいろな業界をみて

みようと京都駅のホテルグランヴィア京都でサー

ビスをしたり、派遣に登録してサントリー長岡京

工場でお中元のビールをロボットのように詰めた

りと、色々なことを経験しました。アルバイト選

びの基準は時給もですが、大学生としていろいろ

な経験をしようと、ホテルのサービス、派遣業、

清掃業、お寿司屋にパチンコ屋などを掛け持ちで

続けていました。

　プライベートでは、京田辺キャンパスの頃は三

山木に住んでおり、そこにあるお寿司屋さんで、

１年生の中頃からアルバイトをしておりました。

今出川校地にいっても３年生の終わりまで不定期
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名駅再開発として名駅前の自社ビルを建て替える

計画がありました。また、私が採用された総合職

という職種はグループ120社の経営幹部候補とし

ての採用であり、短い期間で様々な経験をしなが

らステップアップしていくと聞き、企業や自身の

経験の広がりを感じて志望しました。実際当社は、

ここ数年でデイサービス型のリハビリ事業や保育

事業に参入したり、６月にはドローン操縦士を養

成する事業を立ち上げるなど、新規事業に参入し

ています。

　目立たなくとも、素晴らしい会社はたくさんあ

りますが、私の場合、鉄道のように、事業が社会

の生活を支えているという、目に見えてサービス

が日々役に立っていると感じられる方が、私自身

の仕事のモチベーションを維持できるだろうとい

うことでこの会社に入社を決めました。

　入社して８年目に入りましたが「入社してから

の仕事」と「大学生の頃の経験、思い出」が今の

仕事に活きているなと感じることについてお伝え

します。

　2011年４月に入社して最初１年目は鉄道現場で

の研修でした。制服を着て、駅でお客様の案内を

したり、切符の精算をしたり、そのほかにも、電

車に乗りこみ、社内放送やドアの開閉を行う車掌

業務をしました。そういった駅現場の経験を１年。

その後は東京の営業所で旅行会社向けにグループ

会社の商品を売り込む外回り営業を２年半。お客

様は JTB や近畿日本ツーリストといった旅行会

社で、グループ内に数社存在する観光バスやホテ

ルなどの宿泊施設を、グループ各社で営業するの

ではなく、親会社として鉄道で取りまとめて営業

活動を行うというものでした。

　そういった B to B の法人営業を２年半行いま

した。その後、本社の事業推進部という部署で２

年。そこでは、グループ会社の営業をサポートで

きるよう、名鉄ブランドをグループ各社にもうま

く活用してもらうといったような、営業支援を行っ

ていました。具体的には、企業と企業のマッチン

グの場を設けたり、グループ会社の営業に同行し

たり、他にも営業力の向上のためのマーケティン

人もいて、そのとらえ方の違いがとても面白かっ

たです。その中で私自身はどう働きたいか、会社

の説明だけではなく、友人との価値観の違いから

整理できたことはよかったなと思っています。私

の時はリーマンショックが起きた直後で就職活動

も冷え込んだ時代でしたが、私は楽しく就職活動

を行っていました。会社側の大人の方がわざわざ

時間をとって細かく説明してくれる。「こんな働

き方をしている、１日スケジュールはこうだ、飲

み会は多い、もしくは少ない。」などと話してく

れることは、新しい世界を見られる嬉しさで、就

職活動を前向きにとらえていました。同志社大学

のネームバリューもありますし、ほとんどの企業

に先輩がいらっしゃいます。同志社大学の歴史を

感じました。私自身も中部電力や JR 東海、鹿島

建設、NTT グループなどの企業からリクルーター

の面談のお誘いをいただきました。自分の中の価

値観、就職活動の軸をリクルーターの方と話す中

で整理でき、いい機会だったと思います。

　最初の10月には、まず100社くらいエントリー

をしまして、業種を絞らず、企業説明会も参加し

ました。エントリーシートを提出して面接に進ん

だのは30社くらいです。同志社大学であれば、変

なことを書かなければ一次面接には呼んでもらえ

ます。最終面接には10社くらいすすみ、名古屋鉄

道に内定をもらいました。他社でも数社、通信、

専門商社の会社などにも内定をもらいましたが、

最終的に名古屋鉄道に入社を決めました。私自身、

Ｕターン就職は当初全くの候補外でした。大学の

選択時も外に出て一人暮らしをしたいという基準

で選んでいたので、地元に戻るということに強い

こだわりはありませんでした。

　ただ就活の軸として、一つの仕事を深くやるよ

りは、どんどん色々な経験ができる会社に入りた

いというのはありました。また、どういう風に社

会と関わりたいかを考えた時、私の場合は「生活

を支える仕事」というのが基準でした。特に目に

見えて「社会に役に立っている」と実感できる仕

事に就きたいと思っていました。

　名鉄への入社動機として、就活当時から名鉄は
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グ研修を行ったりしていました。その後、今の財

務部に異動になりました。現在は金融機関からの

借入れ、社債発行といった資金調達の業務を主に

担当しています。

　名古屋鉄道の定期異動は７月１日なのですが、

７月からは異動で高山の奥飛騨温泉郷で新穂高ロー

プウェイを運行している会社に出向し、そこで経

理を担当する予定です。東京にいって名古屋に戻

り、次は高山。勤務地も業務内容も転々としてい

ますが就職活動の時、自分の軸を固められたのが

よかったなと思っています。新しい部署に次々に

異動となったり、勤務地が変わることもマイナス

にはとらえていません。社会とどうかかわりたい

かと考えて鉄道会社を選んだので、東京で営業す

ることになっても、急に財務部にいって資金調達

の勉強をしろといわれても、どんな仕事をしても、

ベースにあるのは、鉄道会社で働いて、愛知県、

岐阜県の地域の方たちにインフラサービスを提供

し貢献しているという思いです。それを学生時代

に固められて入社できたことはよかったなと思っ

ています。その気持ちがブレないので異動などに

ついても不満はないですし、高山に行けるのも楽

しみにしています。

きちんと理由づけできることが大事

　今社会人８年目を迎えますが、大学生の時の経

験が社会で何が役立っているかについて、この話

をいただくまで思い返すことはありませんでした。

しかし、改めて棚卸をして考えてみると学生時代

の経験が活きていると感じることが多々あります。

　学業面では、この勉強をしたら直接役立ったと

いうことは特に文系の場合はあまりないと思いま

す。理系で専門分野で研究所で働くことは直接役

に立つと思いますが、文系の場合ミクロ経済を専

攻したからとか、マクロを学んだからとか、それ

が直接生きることは少ないのかなと思います。た

だ、学ぶことに対して向かう姿勢、疑問を持つこ

とは大いに役立つ経験だと思います。

　大学の勉強では明確な「正解」「不正解」はなく、

「これについて私はこういう理由で、こう考えま

した」と理論づけること、それは今に活きている

ことかなと思います。

　経済学でよかったなと思うのは、文系の中では

数字や数式を扱う学問であるということです。営

業でも財務でも「数字を並べ、数字から分析し、

数字で説得する」ことはどの部署でも行うことで

すので、数字に対して抵抗感なく受け止めること

ができるのは、経済学部で学んだおかげかなと思っ

ています。一つ具体的な学問をあげると、統計は

学び直したいなと思う学問です。大学のようにき

ちんと先生に教えてもらえ、体系立てて学べるの

は貴重な機会だと感じます。当時は難しくて、試

験前にやっつけの勉強もしてしまっていましたが、

統計は社会人になってからも非常に役立つ学問だ

と感じております。

　学業以外で「人間力が鍛えられたな」と思うこ

とは、仕送りをもらわず４年間過ごしたので、ア

ルバイトと学業と遊びのバランスをつけないとい

けず、そういった状況下で一人暮らしをしたのは

時間管理や取捨選択の能力を高めるいい経験だっ

たと思います。

　就職活動もとても貴重な時間だったと感じてい

ます。ゼミ、サークル活動、アルバイト、恋愛な

どの自分がしてきたこと、つまり大学生生活のす

べてを、就職活動のタイミングで見つめ直すこと

ができ、自分という人間を考え直すことができま

した。「新しいことが好き」「とりあえずやってみ

たい」性格とか「社会を支える仕事をしたい」と

か、自分の中の軸が形成されました。その軸を見

つけることができた就職活動は、いい振り返りの

時間だったなと思っています。

　就職活動はマイナスにとらえられる方もいます。

学生も「大変で、不安に思う」方が８割いると聞

きました。

　就職活動のタイミングに限らずとも、自分を見

つめ直し、その結果就職しない、大学院に進む、

海外を回るとか、どんな結果であれその結果に至っ

た自分なりの理由だけしっかりと持ってもらえれ

ばと何の問題もないと思います。

　私の場合、留学の経験もありませんし、大きな



50 地方父母会での就職講演

講演
Lecture 4 今の仕事に活きている大学生活での経験

記録残したとか大役を務めたといった経験はあり

ません。それでも毎日の生活の中の小さなことで

も「なぜそれを選ぶか、Ａではなく、Ｂを選んだ

のか」ということを振り返った時に「こういう理

由で選んだ」ときちんと理由づけられることが大

事かなと思います。それが、自分がどんな人間か

知る手段になると思いますし、大学生は選択する

場面が多いので自分自身の軸を形成できる大切な

時間になると思います。それが今改めて思う、大

学生生活から活きていると思うことです。

同志社ブランド

　「同志社大学」というブランドが愛知県で強み

となるかということについて述べます。結論から

申しますと有利とまではいかないが、不利ではな

いといった感覚です。社会人になって思うのは「大

学名は関係ないな」ということです。社内にも国

公立、私立と色々な大学を卒業した社員がいます

が、全くそう思います。就職活動では同志社大学

だから説明会に応募できないとか、面接前にエン

トリー段階だけで弾かれることはなかったと思い

ます。大学名のフィルターは今尚あるのだろうな

と思います。私自身の就職活動の際も、同志社大

学の友人が説明会にエントリーしようとすると席

があるが、別の大学の友人がエントリーしようと

すると、なぜか満席ということが実態としてあり

ました。そのような大学名での門前払いは同志社

大学にはないと思います。就職活動の幅を狭めら

れることはない、どこにでも入社できる可能性は

ある、そういう意味では有利かなと思います。

　当社の本社には300人弱いますが、その中で70

人程度は同志社大学卒業生です。学閥ではないで

すが、社内で同志社大学卒業の社員同士の懇親会

をしています。他部署の方に名前を覚えてもらう

良い機会となっています。

　当社に限らず、どこの会社に入っても同志社大

学の先輩は数多くいると思います。

　職場以外の場で、人のつながりや広がりを持た

せたいなと私自身は思っていますが、同志社大学

の場合、支部総会というものが開かれ、懇親会も

様々な方がいらっしゃいました。役員を務められ

ている大先輩から、今年新卒の方まで、１年目か

ら40年目くらいまでの方と交流することができま

す。大学が卒業してからもそういった機会を設け

てくれることはありがたいです。「この大学を卒

業してよかったな」と感じています。

　同志社大学は歴史があり、多方面に多くの人材

を輩出している大学なので、在学生にもうまく先

輩を使っていただいて、このつながりが学生まで

続いていけばいいなと思います。

　卒業生として、就職活動を経て社会人として働

く私が必要とされるのであれば、学生時代に私が

してもらったように、今度は私を在学生に上手く

活用してもらえればと思います。

　大学生には働く、働かないも含めて、あらゆる

可能性が広がっています。決断に至る理由をきち

んと持っているのであれば、保護者の方からも是

非あたたかく後押しをしていただけたらと思いま

す。私からは以上です。ありがとうございました。

お問い合わせ先　�

▼講演時

　名古屋鉄道株式会社

　財務部グループ資金担当

　https://top.meitetsu.co.jp/

▼現在

　奥飛観光開発株式会社　管理部

　TEL：0577-33-0517

　Mai l：yamakoshi＠okuhi.jp

　新穂高ロープウェイ：

　　　　　　　http://shinhotaka-ropeway.jp/

　ホテル穂高：http://www.hotel-hotaka.jp/
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は、経団連が３月から企業の広報活動開始、６月

から選考活動開始というスケジュールを示してい

ますが、就職支援会社が出した数字によりますと、

５月１日現在の内定率が４割以上、選考解禁日の

６月１日現在の内定率が６割以上と、経団連が示

している採用指針と比べて、企業が前倒しで採用

活動をしていることが伺えます。

　売り手市場で県内企業も人手不足が続いており

まして、山口県内で開催する就職説明会では、募

集枠に対して倍近くの企業が申し込みをされ、常

に参加のキャンセル待ち企業が多数存在している

状況です。こういった雇用環境の背景としては、

山口県が全国より早いスピードで少子高齢化になっ

ていることがあげられます。特に高齢化率は

31.3％で全国第４位です。これは、若者の県外流

出が要因の一つとしてあげられておりまして、県

内の高校を卒業して進学する学生のうち、７割以

上が県外に進学しています。さらに、県内の大学

や短大を卒業した学生も６割以上が県外に就職し

ています。そのため生産年齢人口、15～64歳まで

の数が減って、地域の活力が衰退していることか

ら、山口県では若者の県内定着が最も大きな課題

のひとつとしてあげられているのです。

　県外の学生たちが県内就職を考えた時、どのよ

うな不安があるのか。よく聞かれるのが「県内に

就職先はあるのか？」「やりがいのある仕事がで

きるだろうか？」「給料が低い気がするけど生活

は大丈夫か？」「支援や情報収集ができるところ

はあるか？」という質問です。今日はこの４つの

疑問をもとに、山口県の就職事情についてお話を

していきます。

　山口県若者就職支援センターで UJI ターン支援

事業を担当しております藤山と申します。山口県

は同志社大学と2015年の８月に就職支援協定を締

結し、県内へのＵターン就職にご協力いただいて

おります。今年度も相互に連携を図りながら、学

生のＵターン支援に取り組んでいきたいと考えて

おります。私は毎年、年度当初に山口県が就職支

援協定を結んでいる関西の大学に訪問して、担当

者と情報交換をするのですが、最近、どの大学に

訪問しても聞かれるのが「学生の二極化」という

言葉です。早くから活動する学生は内定をいくつ

ももらっていますが、のんびりしている学生は全

く動いていない。売り手市場だといわれているの

で、のんびりする学生もいるのかなとは思うので

すが、ただ、企業は採用基準を下げていません。

内定を早くもらっているからといって、多くの学

生が人気のある大手企業に決まっているわけでは

ないですし、のんびりしている学生も今から動け

ばどこかの企業に決まるとは思いますが、自分の

行きたい企業の採用が残っているとは限りません。

ですから、売り手市場とはいえ、決して楽な就職

活動ではないことを知っておいていただきたいと

思います。

山口県の就職環境

　最近の山口県の就職環境についてですが、景気

の回復により山口県でも雇用環境は改善してきて

います。５月の時点で有効求人倍率は1.55倍、正

社員だけ見ても1.14倍と昨年と比べて上がってい

ます。山口県内で今春、卒業した大学生の就職内

定率は95.1％、前年より少し下がってはいますが、

引き続き高水準を維持しています。今年の４年生

山口県の就職事情

藤山 佳子（山口しごとセンター　旧名称：山口県若者就職支援センター）
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１の製品をつくっている企業があったり、その製

品で海外進出している企業があります。ここにそ

のうちの３社をあげておりますが、１社目は自然

エネルギーを使った省エネ換気システムを開発し

ている企業で、従業員は30人くらいです。自然エ

ネルギーとはこの企業の場合、地熱を使った省エ

ネの換気システムですが、受賞歴というのも山口

県が表彰しているだけでなく、グッドデザイン賞

や文部科学大臣から表彰されたりもしています。

２社目は産業用ロボットで国内シェアトップの企

業で、開発・設計から生産やアフターサービスま

で、すべて自社でされている企業で、海外にもマー

ケットを広げ、無借金、黒字経営を続けている企

業です。３社目は小売業、都心の百貨店や通販会

社を顧客とした企業で、もともとはギフトセンター

だったのですが、社長が代わり、社名も変わって

商品の企画からカタログ制作、物流までトータル

でプロデュースされている企業です。どんどん成

長を続けられ、今後は社屋の面積も２倍くらいに

なる予定だそうです。私も実際に訪問したことが

あって、田舎の農道を車で走っていると急に大き

な社屋が見えてくるのです。社内も見学させてい

ただきましたが、いくつかの部署が壁のない広い

ワンフロアになっていて、見た目からも社内の風

通しのよさが伝わってきました。別のフロアに物

流センターがあって、そこで働いているパートの

みなさんも笑顔で仕事をされていて、人間関係の

良さも伝わってくる会社でした。中小企業だから

こそコンパクトにまとまって風通しのいい、雰囲

気のいい職場環境がつくれるのかなと感じました。

この３社以外にも酒造メーカーで有名になったと

ころ、お酒好きの方だと酒造メーカーの名前を聞

けばわかると思いますが、そこも山奥に工場があ

り、正社員は120人くらいの企業ですが、今や日

本だけでなく欧米やアジアとも取引をする程の企

業になりました。それは、従来の杜氏がお酒をつ

くるという常識を打ち破って、経験の少ない若手

社員でも造れるお酒という独自の発想を実現した

からということがいえるのではないかと思います。

　このように山口県内の中小企業でも、やりがい

就職先はあるのか？

　１つ目は「就職支援サイトで山口県内の企業を

調べてもほとんど出てこないが、山口県に帰って

就職先はあるのか？」という疑問です。山口県で

も新卒を募集する企業はたくさんあります。就職

説明会でキャンセル待ち企業が倍もあるほどです。

実際にどういうところを調べたら出てくるのか？

学生が不安になるのは、学生の間でよく知られて

いる全国的に有名な就職支援サイトには、山口県

内に本社のある企業があまり掲載されていないか

らです。山口県では「YY ジョブナビ」というサ

イトを運営しています。これは山口県が県内企業

と学生の出会いの場を提供しているサイトです。

このサイトには山口県内の企業情報だけでなく、

卒業年次の学生向けに求人情報も掲載しています。

登録企業は759社で、有名なナビサイトと比べる

と４倍以上の掲載企業数がありますし、就職した

いエリアや業種で企業を探すこともできます。

　今年度の山口県内の学生向け求人を産業別に見

ると、建設業、製造業、小売業、医療福祉といっ

た全国的にも人手不足の求人が多くなっています。

職種別では、先程の産業に関連した専門職、販売

職、サービス職が多くなっています。「YY ジョ

ブナビ」以外にハローワークの求人情報もありま

す。ハローワークというと転職者が仕事を探すイ

メージがあるかもしれませんが、最近は学生の就

職支援にも力を入れていて、新卒応援ハローワー

クは山口県若者就職支援センターの中に窓口があ

ります。県外から情報を得るにはインターネット

サービスもありますので、インターネットで県内

の求人を検索していただくこともできます。

やりがいのある仕事はできるのか？

　２つ目は「山口県でもやりがいのある大きな仕

事ができるのか？」という疑問です。学生から見

ると CM やニュースで名前を知っている大手企業

に入ると、やりがいのある仕事ができるのではな

いかというイメージがあるのかもしれません。で

も、山口県内の中小企業でも国内シェアナンバー
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満員電車で長時間通勤したくないという方もいらっ

しゃると思いますし、そういう意味でも通勤時間

が短いとか、車で通勤できるメリットというのは

あると思います。生活や環境を比較して見ていた

だくと、金銭面だけでなく精神的な面でも、結婚、

子育てを考えた時、「親が近くにいた方が安心」

とか「緑豊かな環境で子育てをしたい」という方

にはメリットがあるのではないでしょうか。さら

に、山口県では企業に対して子育て応援企業やイ

クメン応援企業を認定したり、働き方改革推進の

ために誰もが活躍できる山口県の企業を認定して、

プライベートの充実も図れる職場環境を支援して

おります。私は学生だけでなく、社会人のＵター

ン就職の支援もさせていただいておりますが、社

会人になってからＵターンを考えるタイミングと

しては、結婚、子育て、親の介護が理由として多

いと感じています。一度、都会に出てしまうと、

若いうちはそこで就職して刺激のある環境で暮ら

したい、でも、人生の節目になると慣れ親しんだ

地元を思い出すのかもしれません。ですから、仕

事だけではなく、生活する環境も考えて就職先を

選んでいただきたいと思います。

就職支援や情報収集は？

　最後は「Ｕターンするための支援や情報収集が

できるところはありますか？」という質問です。

山口県は関西でも年２回くらいのペースで就職説

明会を開催しています。７月22日にも大阪で山口

県内の企業が20社くらい参加する就職説明会を開

催します。この説明会は４年生だけでなく、１年

生から情報収集していただけるように、インター

ンシップの相談コーナーや公務員志望者の相談コー

ナーを設けて、学年を問わず役立つ情報が得られ

る内容にしております。最近は学生のインターン

シップへの参加が活発になっておりまして、山口

県でもインターンシップ推進協議会が窓口になっ

て支援に取り組んでいます。全国的に見ても山口

県はインターンシップに参加する学生数が多いよ

うです。他県では希望の職場でインターンシップ

できないこともあるようですが、山口県の場合、

のある仕事はできるということです。やりがいの

基準は人それぞれなので「大手企業の方がネーム

バリューがあって頑張れる」という人もいるかと

思いますが、中小企業には「若いうちから責任の

ある仕事を任されたり、自分の仕事に対する裁量

が大きい」という特徴があります。私がこの仕事

をしている中で出会った方の中でも、中小企業の

良さを活かして経験を積まれた方がいらっしゃい

ます。Ａさんは東京の大学に進学されたんですが、

いつかは山口県に帰って家業を継がなければなら

ないことになっていました。大学卒業後の就職を

考えた時、大手企業ではなく、あえて東京の中小

企業を選んだのです。有名大学に進学された方な

ので、大手企業からも引く手あまただったと思う

のですが、どうして中小企業を選んだのか。それ

は「短期間で企業全体のことを学びたかったから」

だそうです。中小企業だと自分以外の従業員がど

んな仕事をしているか把握しやすいので、組織全

体が見えやすかったり、それによって新規事業も

提案しやすい、企業全体の動きを知るにはいい環

境だったということです。そして、トップともす

ぐに話ができたり、提案してから決定までの時間

が早いので、自分の将来を思い描く上でとても勉

強になったといわれていました。それに対して大

手企業は、自分が大きな組織の小さな一部分になっ

てしまうので、自分の仕事がどれだけ企業に影響

力を与えているのかわかりにくいですし、たとえ

自分が抜けても同じような人が周りに何人もいる

ので、存在感を出せる人はほんの一握りしかいな

かったりします。ですから、山口県内でも、中小

企業でもやりがいのある仕事はできるということ

を学生には知っておいていただきたいと思います。

生活は大丈夫？

　３つ目の疑問は「給料が低い気がするが、生活

は大丈夫か？」という疑問です。確かに平均で見

ると大阪と比べて山口県の給料は低いですが、家

賃を見てもわかるように物価も低くなっています

ので、70歳になった時の貯蓄額は都会よりも山口

県で生活した方が多いという数字も出ています。
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ほとんどの学生が希望の職場でインターンシップ

を体験できると好評をいただいております。夏休

みのインターンシップの申し込みは締め切りまし

たが、今月また追加募集がありますので、ご興味

のある学生は是非、夏休みを有効に使っていただ

きたいと思います。大阪にも相談窓口があります

ので、ご活用ください。

　山口県に帰省された時の支援としては「山口県

若者就職支援センター」をご利用ください。この

センターは８月から名称が変わり、「山口しごと

センター」になります。今後は若者だけでなく、

女性、シニアに向けた支援を拡充することになり

ますが、学生に対する支援はこれまで通り個別の

就職相談や情報発信をしていきますので、是非ご

利用いただければと思います。

　そして、県内でも就職活動に関するイベントを

開催しておりますので、こちらについては若者就

職支援センターのホームページをご確認ください。

山口県に帰省する時に気になるのが交通費ですが、

山口県ではＵターンを希望する学生への金銭的支

援にも取り組んでおります。交通費補助制度の活

用を申請していただくと、就職活動で帰省する際

に交通費の一部補助が受けられたり、「YY ターン

パスポート」を取得していただくと、Ｕターンの

ための引っ越し料金の割引が受けられたり、なる

べく学生の負担にならないような環境を整えてお

りますので、是非ご活用いただければと思います。

　県外におられると情報が行き届かない学生のた

めに、保護者登録というものもしております。県

内外で開催される就職関連イベントの情報を提供

したり、保護者のための県内企業見学バスツアー

を開催しています。そういうものを活用されて保

護者の方にも県内企業への就職に対する理解を深

めていただければと思います。保護者登録はイン

ターネットからでもできますし、登録用紙も用意

しております。

意識した学生生活を１、２年生で送ってほしい

　今日は１、２年生の保護者の方がおられるとい

うことで、低年次生の学生に是非やっておいてい

ただきたいことをお伝えしておきたいと思います。

それは、学生時代に一生懸命力を入れて取り組ん

だことが話せる経験を積んでおいて欲しいという

ことです。これは、就職活動をする際に応募書類

や面接でアピールできるという意味もありますが、

それ以上に自己理解が深まるものでもあります。

何かに一生懸命取り組むと、その過程で自分の得

意なことや苦手なことに気付くことができます。

得意なことに気付けばもっとそれを活かしたいと

いう向上心につながりますし、苦手なことに気付

けばそれを克服したいという動機にもなります。

苦手なことを克服することで新たな能力が身に付

いたり、その努力を企業に評価してもらうことも

できます。これは学業はもちろん、部活や留学、

ボランティア、アルバイトなど中身は何でも構い

ません。何かに一生懸命取り組んでやり遂げたと

いう経験は、就職活動をする上で、また社会人に

なってからも大きな武器になるのではないかと思

います。私が就職活動前の学生と話す中でも、就

職活動を始める頃になってからアピールできる経

験をつくろうと思っても、なかなかできるもので

はないのです。私たちの支援も、経験をどう表現

すれば伝わるかというお手伝いはできますが、そ

もそも経験がない学生からアピールできる何かを

引き出すのは難しいんです。ですから、時間があ

る１、２年生の間に力を入れて取り組んだことが

話せる経験を積んでおくということを、１・２年

生の学生には意識して学生生活を送っていただき

たいと思います。

　今日お話しした内容はお配りした資料にも掲載

しておりますので、じっくり目を通していただけ

ればと思います。本日はこのような機会をいただ

きましてありがとうございました。

お問い合わせ先　�

　山口しごとセンター

　〒754-0014 山口市小郡高砂町1-20

　［TEL］083-976-1145　［FAX］083-972-3880

　［HP］https://www.joby.jp/
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が92.2％となっており、先程もお話しさせていた

だいたとおり、ここ何年か比べてみても高い水準

となっております。

　８ページの資料は、山梨県内の産業・規模別の

求人状況となっております。山梨県内でどのよう

な企業が多いかというと、製造業の求人が一番多

く409人、その次に福祉、卸売・小売業となって

います。また、会社の規模別でみますと、300人

未満の中小企業の募集が多くなっています。逆に

大企業はそれほど募集人数は増えていません。こ

の表からは、中小企業の求人が多いことが読み取

れます。

　資料９ページは、新卒で就職した方の離職率の

表となっております。山梨県内では大卒で26年度

に卒業した人が１年目に離職する人が15.5％、２

年目が12.1％、３年目で9.1％、合計で36.7％。

つまり３割以上の方が、一度、就職した会社を辞

めるという現状があります。次のページが全国の

離職率となりますが、同じように26年度をみてい

ただくと全体で32.3％、３割弱の人が、一度就職

した会社を辞めるという現状となっております。

新規学卒者と企業とのマッチングが課題となって

おり、県といたしましても、大学生の方々が本格

的な就職活動に入る前に、インターンシップを使っ

ていろんな企業を経験して、県内企業への理解を

深めていただき、自分にあう企業を探せるような

取り組みを進めている状況です。

　最後のページは、新規学卒者に対する県で行っ

ている支援のご紹介となります。主に、就職支援

窓口、就職情報サイトのＵ・Ｉターンポータルサ

イトの運営、合同就職フェアの開催などを行って

おります。

　山梨県産業労働部労政雇用課　久保島と申しま

す。資料を見ながらお聞きいただきたいと思いま

す。

　まず始めに、県内の雇用情勢ですが、新聞など

のメディアで取り上げられているとおり、平成30

年５月の有効求人倍率は、1.4倍という高い水準

が８ヶ月連続で続いています。これは仕事を求め

る人の数よりも、求人を求める企業の数が多い状

態で、中小企業の人手不足感は非常に強まってい

ます。県としても、雇用の確保に向けて県全体と

して取り組んでおりますので、この場をお借りし

まして山梨県の雇用情勢・就労支援についてお話

できればと思っています。

山梨県の雇用情勢

　山梨県の雇用情勢ということで、一般も含めた

資料となっていますが、本日は新規学卒者をメイ

ンにお話しさせていただきます。５ページをごら

んください。こちらは、新規大卒等の就職内定率

の推移となっています。山梨県内の大学・短大を

卒業した方の内定率ですが、昨年３月卒業した方

は95.4％ということで、平成12年からずっと統計

をとっていますが、最高の値となっています。今

年春の卒業をした方の内定率は93.7％となってお

り、平成12年から２番目に高い値となっています。

雇用情勢の改善か進んでおり、人手不足を背景に

企業の採用意欲は高く、学生優位の売り手市場が

鮮明となってきております。

　続きまして、７ページをご覧ください。山梨県

内における今年の春卒業した方の就職状況となっ

ております。一番上の大学の欄を見ていただくと、

昨年３月卒業した方の就職内定率は94.9％、今年

山梨県の雇用情勢・就職支援について

久保島 佐季子（山梨県産業労働部労政雇用課）
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にいってみたい」という相談があればカウンセラー

が調整しますので、ご父母からもぜひ、お子様に

インターンシップ相談窓口をお知らせいただけれ

ばと思います。山梨県内の情報は発信できますが、

県外に出ている方にどうやって知らせるかが課題

となっています。こういう機会を通じて、お子様

にお知らせいただければと思います。

　県外に進学した学生をどうやって県内就職に結

びつけ、県内からの若年層の人口流出を食い止め

るかが、大きな課題となっております。この課題

の解決に向け、県としてもさまざまな施策に取り

組んでいるところです。皆様にご理解、ご協力を

いただきますようお願い申し上げまして、私から

の説明とさせていただきます。本日は、ありがと

うございました。

お問い合わせ先　�

　山梨県産業労働部労政雇用課

　　電話　055-223-1562（直通）

　　 Fax　055-223-1564

　　ＨＰ①山梨県のトップページ

　　　　　http://www.pref.yamanashi.jp/

　　　　②労政雇用課のページ

　　　　　http://www.pref.yamanashi.jp/

　　　　　　rosei-koy/index.html

　　　　③山梨県就職応援サイト

　　　　　「やまなし就職応援ナビ」

　　　　　http://www.pref.yamanashi.jp/

　　　　　　rosei-koy/yama-navi/index.html

山梨県の就職情報

　「山梨就職応援ナビ」において、山梨県の就職

に役立つ情報、県内企業の採用情報などを掲載し

ております。「山梨県内の企業の名前を知らなくて

どういう仕事をしているかわからない。でも聞い

てみると、福利厚生がよかった、面白いことをやっ

ている」という声もありますので、ご活用いただ

ければと思います。また、「ユースバンクやまなし」

では、合同就職説明会やセミナーの開催情報など

メールにおいて情報発信しておりますので、登録

していない方は、ぜひ登録していただき、今後の

就職活動に活用していただければと思います。

　東京の有楽町には「やまなし暮らし支援センター」

というところがあります。専門の相談員に、「山

梨にどういう企業があるか」「インターンシップ

はどうすればいいか」など、Ｕ・Ｉターン就職を

相談できるところがありますので、ぜひご活用い

ただければと思います。

　山梨に戻ってきた場合は、ＪＡ会館５階に「や

まなし・しごと・プラザ」という相談窓口があり

ます。そのなかの若者を対象とした「ジョブカフェ

やまなし」において、専門のカウンセラーがおり

ますので、就職する前、インターンシップに入る

前に面接の練習会とかエントリーシートの書き方

について、ご相談いただくことができます。

　同様に、山梨県内企業のインターンシップの相

談窓口がＪＡ会館にあります。インターンシップ

を行う企業200社くらいありますので「この会社
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見ていただければと思います。

　日本に和菓子が入ってくる前の段階では木の実、

果物のことを「菓子」と呼んでいました。今でも和

食など召し上がる際、コースで最後に「水菓子」と

いう名の果物が出てきます。もともとは果物を菓子

のことを呼んでいたのに由来しています。菓子とい

うのは食事の間に食べる間食的な役割でしたが、本

格的には遣唐使によって中国から実際のお菓子が渡っ

てきます。中国大陸からいろいろなルートで日本に

文化が入ってきたわけですが、その中でお菓子の原

型となる「唐菓子」と呼ばれるものが20種類くらい

入ってきています。残念ながら20種類の唐菓子は現

在残っているものはほとんどなく、歴史の中で淘汰

され、一つだけ、「団喜」というお菓子だけは古式

ゆかしいものが残っていまして、召し上がったこと

がありますでしょうか。お菓子の名前としては「清

浄歓喜団」、巾着袋を小さくした中に餡子が入って

いて香りが強いです。普段、あちこちで売っており

ません。中を割るとこんな感じです。餡子がぎっし

り入っています。一個500円します。高額なお菓子

です。亀屋清永さんといいまして、八坂神社の門前

　「らくたび」という会社で講座や講演などをして

おります山村純也と申します。「らくたび」という

のは「京都を旅する」ということで12年前に設立し

た会社です。同志社大学とはご縁がありまして、ら

くたび文庫というシリーズの中で『新島襄検定』と

いう本もつくらせていただき、新入生の方に配って

いただいておりました。今日、お話するのはその中

でも「京都・寺社門前名物めぐり」というタイトル

の本から、抜粋しております。らくたび文庫は１テー

マで１冊、約60冊を書店に置いています。機会があ

れば見ていただければと思います。

　もともとは学生時代に観光ガイドのアルバイトを

していまして、現在は京都で観光をメインとする会

社をさせていただいています。今日はたまたま「和

菓子」と「門前名物」の話を、ということでしたの

で、その魅力をお伝えできたらと思っています。門

前名物や和菓子については京都商工会議所でも京都

検定にて取り扱っています。検定は今年15回目を迎

えますが、私自身以前にこのタイトルで検定講座を

開催し、その一部内容を使用しております。このよ

うなことを京都検定で学んでいますという視点でも

京都の和菓子文化と社寺門前名物
株式会社らくたび 代表取締役　山村 純也講演 京

都
の
和
菓
子
文
化

と
社
寺
門
前
名
物
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せないお店があります。緑寿庵清水という日本唯一

のコンペイトウ専門店です。今も皇室の祝い事とか

結婚式に使われるそうです。コンペイトウは縁起物

ですが、ここはいろいろなバリエーションをつくっ

ておられ、僕も大好きです。こんな大きな釜で時間

をかけてまわしながらつくっていく。大量生産がで

きない。たいへんなお菓子です。今ですとトマトの

コンペイトウがおすすめです。京都大学近く、百万

遍近くにお店があります。鶏卵素麺もこの時期なら

では、この時代にできたものです。

　その後、江戸時代になると和菓子は爆発的に庶民

に広まり、江戸菓子、京菓子と広く民衆にも広がっ

ていきました。京都に観光客がくる、団体がくる時

は主に３つの店にご案内します。とらやさんは宮内

庁御用達で、天皇さんと東京へいっしょにいかはっ

たから東京の和菓子というイメージですが、京都が

発祥です。一条通烏丸にありまして、最近は喫茶も

充実して、ちょっとした涼しいものといっしょに召

し上がっていただけます。とらやさんの羊羹ご存知

ですか。京都ではお詫びをする時は、とらやの羊羹

が定番です。この重々しさで、お詫びの気持ちが示

せるということなのです。とらやの羊羹もっていっ

たら間違いないです。

　御所の近く、俵屋吉富さん、ここは京菓子の資料

館ももっておられます。いろいろなお菓子の展覧会

に出品されて見せるお菓子もつくっておられます。

ここは団体でいってもササッとお抹茶とか出してく

れはるので重宝します。雲龍という代表的な京銘菓

があります。

に一軒、ここで唯一、つくっておられるだけですか

ら、なかなか世の中には出回りません。お味も独特

です。「食べてみようかな」という方はトライして

みてください。

　いろいろな方が、その後も日本にお菓子をもたら

します。鑑真が奈良にやってきた頃、砂糖とか蜂蜜

も入ってきたそうです。時代が下がりまして真言宗

を開いた空海の時代に煎餅が入ってきました。栄西

は鎌倉時代、お茶を日本にもたらしたお坊さんとし

ても知られており、建仁寺には栄西の茶畑も残って

います。栄西が高雄の明恵上人にお茶を伝えたとい

うのが有名な話です。高雄にいきますと世界遺産・

高山寺には現在、日本最古の茶畑が残っています。

このお茶がお菓子に影響を与えていまして、その後、

お茶がどんどん発展して茶道が千利休によって大成

されますが、茶道によってまたさまざまな形で発展

していきます。お茶をされている方は、お菓子と一

緒にお茶会で召し上がると思います。鎌倉時代、点

心、主食ではなく、つまむような簡単なものが出て

きて饅頭もこの時代に入ってくる。京都の建仁寺を

大きく発展させた龍山徳見というお坊さんが中国か

ら日本に帰ってきた時、林浄因というお坊さんも来

日し、その方が最初にお饅頭をつくっています。つ

まりお饅頭は中国のお坊さんから日本に広がってい

ます。ちなみに中国ではお饅頭の中身は餡ではなく、

羊とか豚の肉が入っていました。日本はその時に豚

とか羊を食べる習慣がなく、豆類を潰したり、小豆

にして日本独特のお饅頭にしていったそうです。羊

羹も同じ時期に生まれたもので、羊の肉でもともと

できていたものであったものが日本でアレンジした

そうです。そのため羊羹は漢字に「羊」が残ってい

ます。

　決定的だったのが、南蛮人、安土桃山時代です。

秀吉の時代に日本にやってきたポルトガル人によっ

て南蛮のお菓子が入ってきました。砂糖をふんだん

に使ったお菓子で、お菓子に革命をもたらしました。

当時、フランシスコ・ザビエル等の宣教師がキリス

ト教を日本に伝える際にお菓子を用いたという側面

もあります。カステラが有名ですが、ボーロ、コン

ペイトウもあり、コンペイトウは京都では絶対は外
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　門前名物、いくつか歴史的なものをご紹介します。

これはどこかわかりますか。あるお寺の角っこです。

西本願寺の角っこに櫓があって太鼓楼といいます。

昔は見張りがいました。新選組も屯所をおいていま

した。この西本願寺の門前では今、お漬け物の西利

さんが人気ですが、横に和菓子屋亀屋陸奥さんがあ

ります。ここの銘菓が松風、これも京都では有名な

門前名物です。西本願寺は戦いの歴史で織田信長と

も11年間戦っています。その結果、戦いの中で食料

難になる。おなかが減ってくる。その時、亀屋陸奥

のご主人がちょっと腹持ちのいいものを届けたいと、

しっかりとした歯ごたえのあるお菓子をつくられま

した。西本願寺の西側の裏に島原という花街があり

ます。足を運ぶ機会はなかなかないと思いますが、

ここには「うすばね」というお菓子があります。

　去年から話題の「応仁の乱」発祥の場所は意外と

ここから近い、上御霊神社です。ここは同志社大学

を含めて御所も全部、氏子エリアになります。この

門前にあるのが「唐板」。すぐ買いにいける場所で

すが、文明９年、1477年創業です。室町時代、応仁

の乱が終わった年に店を始めていらっしゃいます。

独特の伝統的な製法でつくっている、こういうお菓

子なのです。砂糖と小麦粉だけのシンプルな味です

けども、ずっとつくり続けておられる、これだけを

つくっておられる。唐板だけを売っているのです。

すごくないですか、この時代に。天皇家の方もお宮

参りで上御霊神社にいかれた時は必ず、これを買っ

て帰るというお菓子。店の名前は水田玉雲堂さん。

上御霊神社の鳥居の前で今もやっておられます。

　これもすぐ近く、同志社大学の東側に大黒屋とい

う小さな風情のあるお店です。鎌餅、鎌の形を彷彿

とさせるような稲刈りをする時の鎌。鞍馬街道が近

くを通っていまして街道名物としてのお菓子ともい

われています。上善寺の門前名物にもなるお菓子で

す。昔ながらの店のつくりです。丁稚羊羹も売って

います。

　下鴨神社の門前名物というと、加茂みたらし茶屋。

店が門前にあります。有名な、みたらし団子、下鴨

神社の中にある、みたらし池に泡が上がってくる。

その泡をかたどってつくったのが、みたらし団子。

　鶴屋吉信さん。堀川今出川にあります。柚餅が銘

菓で、グループでいく時もスムーズに対応していた

だけますので大変ありがたい場所として使わせても

らっています。

　「京都の和菓子の一番人気はなんですか」と聞か

れます。もちろん八ツ橋が売れていますが、お土産

として最近人気は満月さんで、阿闍梨餅が喜ばれま

す。買う側にとっても値段が安い。一個、108円。

小分けになって配りやすい。中の味もおいしい。満

月さんは「ひと菓子一餡」、餡子の使い回しをしない。

一個のお菓子についてちゃんと餡子はこれと決めて、

次のお菓子を開発すると餡子も変えるというこだわ

りですので、あまりたくさん種類はつくってはりま

せん。地元贔屓で恐縮ですが、私どもの会社が高倉

蛸薬師にありますが、高倉四条上るにある大極殿さ

ん、ここの若鮎は初夏に喜ばれる季節の味。京都は

季節感を大事にしますので人気です。それからやは

り会社の近くで亀廣永さん、ここは祇園祭の菊水鉾

で茶会で必ず出てくるお菓子、よくテレビでも紹介

される「したたり」というお菓子を作られてます。

祇園祭のお菓子としては定番になっています。夏の

祇園祭定番の、するっと喉ごしのいい、ふんわり甘

い和菓子で大人気です。

　夏、これをもらったらうれしいというお菓子は、

老松さん。夏柑糖、瑞々しい中にゼリーが入ったお

菓子です。初夏に、すぐ売り切れますが、老松さん

の代表的なヒット商品で、夏に喜ばれるお菓子です。

　門前名物にいきましょう。この女性がうれしそう

に手でもっているお菓子、向こうにヒント、塔が見

えています。このお寺。そのお菓子をつくっている

店が笹屋伊織さん。もっていたお菓子がこれです。

どら焼。東寺の門前名物で輪切りにしてありまして、

銅鑼型のどら焼ではなく、東寺の場合はどら焼きと

いうとこっちです。東寺のお坊さんのリクエストに

よってできたお菓子。弘法さんの前後３日間しか販

売していません。東寺といえば、もう一つはうちで

も贔屓にしていますが、東寺餅という名物がありま

す。門前の横にありまして外観は至って普通の和菓

子屋さんですが、この東寺餅の味、食べる食感、サ

イズ的にもまさにバランスが良く人気です。
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みたらし池で発想したからみたらし団子です。門前

名物として売っています。ちなみに下鴨神社の付近、

糺ノ森、若狭から街道が続いていまして若狭街道と

いったり、鯖街道といったりします。鯖を若狭から

運んできた。鯖は運んでくるのはいいのですが、生

だと腐るので塩漬けにして運んでくる。水揚げした

時、どれくらいの量を運ぶか、水揚げの時に数を数

えるのです。何匹か。小さい魚ですし、体がもろい

のでパッパッと数えないと傷がつく。だからざっと

数えることを「サバを読む」ともいわれます。そこ

からきています。ここで鯖を調理する。そのような

店が、かつてたくさんあった。こちらは鯖街道の花

折さん、暖簾がかっていますが、鯖寿司。京都の一

つの代表的な京都の味です。お祭とか縁起のいい時

とか各家庭でつくる鯖寿司は家庭の味があってバリ

エーション豊かですが、こういった専門店もありま

す。

　こちらは北野天満宮の門前名物で結構豊富にある

のです。人によって好みが分かれると思いますが、

外せないのは唯一、境内に一軒だけ出店を許されて

いる店があり、それが長五郎餅です。天正年間、秀

吉の時代に、主が秀吉に餅を献じた。あまりにもお

いしかったので秀吉が自らその店がご主人の名前か

ら「長五郎餅にしよう」と秀吉が命名した餅です。

現在、14代目のご主人がつくっています。その関係

で唯一、北野天満宮境内に店があって日曜日、天神

さんの日に開いています。本店は参道を下ったとこ

ろにあります。

　その他に北野天満宮で人気なのは粟餅。この餅も

独特で修学旅行生も大好きで、餡子と、きな粉の餅。

夏はかき氷。学生がよく食べています。アットホー

ムな感じの店です。

　趣を変えまして、これは深いお菓子です。これは

何か。御所の壁、築地塀。御所には６つの門があり

まして、名前がついている。建礼門、宜秋門、清所

門、建春門とか。門が６つだと少ない。そのため小

さな穴のような門が御所には全部で13あります。名

前はありません。ところがこれだけ名前がついてい

るのです。この門の名前、建礼門のすぐ右側、結構

いいところにあります。道喜門といいます。ピンと

くる人いますか。人の名前で川端道喜といいまして、

この人は和菓子もしていましたが、街の有力な商売

人でしたので御所の修理の担当もしていた。室町時

代の終わり、御所の修理を担当して、その時に天皇

さんの様子もわかる。天皇さん、その時は、とても

とても貧乏で食べ物にも困っていた。そこで道喜さ

んは、せめて私が、朝御飯だけでも提供しようとい

うことで、毎日、朝、家でつくった大きな餅をお櫃

に入れて届けることを明治初めまで続けたのです。

毎朝です。すごくないですか。くる日もくる日も、

天皇家も裕福になって道喜さんのつくる餅を食べる

ことはなくなったのですけど、それでも続けておら

れた。ですので、ここは特別に道喜門、川端道喜さ

んの名前を後世に残すべく名前がついている。どこ

の観光ガイドブックにもなかなか載っていません。

でも、今、川端道喜さん、ちゃんとお店をされてい

ます。粽が主力商品で「道喜粽」といいまして、こ

れは滅多に食べられないといわれていますので「お

店にいつ、いきます」と、きっちり予約されてお願

いしておけば時期によっては用意できない時もある

ようですが、用意しておいてくれると思います。道

喜粽が有名な店として残っています。

　豊国神社の唐門、秀吉が祀られています。横には

方広寺の釣り鐘があります。このあたりの名物は豊

臣秀吉が草鞋を脱いで上がった店があります。まさ

に「わらじや」。秀吉はここに何を食べにきたか。

門前名物というか、食事です。暖簾があります。雑

炊が唯一やっているメニューです。お値段は6,000円。

雑炊に6,000円払えますか。これしかやっていない

のです。雑炊の前に何皿か出てきますが、メインは

雑炊。これを秀吉もわらじを脱いで上がったという

「わらじや」。よくよく調べてみると江戸時代になっ

てからできたみたいなので辻褄があわないことにな

ります。秀吉は江戸時代には死んでいますしね。で

もまあそこは伝承でロマンがありますね。

　来月、８月、お盆の時期、京都の人は下京、上京

に分けますと下京の人が、たいがいいくのがここ、

六道の辻、奥に六道珍皇寺があります。８月７日～

10日まで４日間、数万人が先祖迎えにお越しになり

ます。ここはあの世とこの世の境目といわれていま
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す。だからこそ生まれた門前名物が、小さな店、幽

霊子育飴、昔、ここにあった飴屋さんに夜な夜な、

飴を買いにくる女性がいた。店の営業時間外にくる。

不思議に思った主はその女性のあとをついていきま

すと、先の鳥辺野という墓地で女性の姿が毎晩消え

る。おかしい。その墓地から赤ん坊の泣き声が聞こ

える。そこで近隣の住職に訪ねますと最近、身ごもっ

た女性を埋葬した。急いで掘り出してみると子ども

が生まれていて、その子どもが飴をなめていた。亡

くなった女性が幽霊となって子どもに飴を与えてい

た。江戸時代のはじめの話です。そこからずっとこ

の飴を売っている。幽霊子育飴、京都の代表的な名

物です。買いにくる人が後をたちません。

　そのすぐ近くに清水寺、ここは京都一のお土産も

ののスポットです。この門前名物といいますと、角っ

こにある七味とうがらし七味屋さん。清水の門前は

ここで買いましょうということで、この横が三年坂

ですね。この七味とうがらしは結構、こだわりの七

味を揃えて自分でブレンドして調合もするコーナー

もあります。京都の七味とうがらしというと七味屋

さん。ちなみにこのあたりは散策にぴったりのエリ

ア。向こうに見えるのは八坂の塔。二年坂、三年坂、

歩くコースとしては歩きがいのある風情のあるとこ

ろ。その一角にあるのが文之助茶屋。ここは甘酒が

門前名物です。昔、高台寺のそばにあったのですが、

いまは八坂の塔の近くにあります。わらび餅も有名

です。

　南禅寺にいくと、軒を連ねていますのが湯豆腐。

奥丹と順正が有名豆腐店です。奥丹はもともと丹後

屋といって参道沿いの店があったのです。丹後屋さ

んの隣が瓢亭です。今は瓢亭の隣が無鄰菴。京都市

が管理している、元山県有朋の邸宅を庭園として公

開しています。つまり無鄰菴が以前は丹後屋という

ことです。丹後屋がなくなり、奥にあった店で奥丹

とついた店は湯豆腐屋さんとして残った。歴史があ

るということなのですね。湯豆腐、一通り3,000円

が定番です。ちょっと湯豆腐に3,000円は高いので

はと思いますが、観光客にも人気です。京都の湯豆

腐。京都は豆腐屋さんが多い。「らくたび文庫」で

も「京の豆腐」を一冊つくったくらいです。湯豆腐

の専門店でも自分のところではなく、お豆腐屋さん

から買ってる店もあります。それだけ京都のお豆腐

屋さんはすそ野が広い。

　祇園の八坂神社の門前にあるのが中村楼、通称二

軒茶屋。かつては向かいあって二軒あったのですが、

一軒なくなり、中村楼だけになりました。ここは祇

園豆腐が門前名物です。二本差しでもやわらこうと

いう、二本差しで食べるお豆腐。木の芽と山椒のた

れがかかっています。昔から門前名物です。門前茶

屋が今、料亭になっています。お稚児さんが寄り、

長刀鉾のお稚児さんに対して稚児餅を提供されてき

ました。ですので稚児餅はもともと中村楼が発祥で

す。祇園のアイスクリーム、きななは最近、人気で

す。

　門前名物で絶対、外せないのが今宮神社の前に二

軒。観光的にはよく知られています。あぶり餅。な

ぜすごいかというと日本でも有数の老舗なのです。

長保２年、1000年創業です。紫式部の時代ですから。

1000年以上続いている。そこから店をやっている。

二軒あります。神社の門を出て左側が一和で1000年

の店。右側がかざりやで江戸時代初期で400年くらい。

まだ食べたことない人はぜひ。今宮神社で厄除け祈

願した串で小さな親指の先大の餅を刺していきまし

て、粉をまぶして一回、炭火で焼いて、そこに甘い

白味噌をかけまして出てきます。一皿で結構しっか

り食べられます、これで500円。私の学生時代、25

年前も500円です。今も500円。すごくないですか。

長い時代を経てまだ500円でやっている。大人気です。

普通にいったらどっちも差がつかない。同じような
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女性が焼いて出しますので。僕らの時代はどっちも、

もっとお年寄りのおばあちゃんが焼いていた。それ

も見分けがつかいない。なぜかどっちも水曜日に休

みます。ちょっとずらしたらいいのに。水曜日にい

くとどっちも開いていない。不思議な話です。味も

微妙に違います。好みがある。私、かざりや派、一

和派というね。

　どこも門前名物のちょっとした争い、二軒の店で

やっている場合、どうしてもいい意味でも悪い意味

でもライバル関係になっていきますから結構難しい

ですよ。たとえばね、門前名物というか、京都の「い

もぼう」料理は聞かれたことありますか。京の名物

数え歌で一番にあります。えび芋と棒ダラを炊きあ

わせた京都独特の家庭料理、円山公園の中にある平

野屋がやっている。難しいのは二軒ある。どういう

ふうに分けているか、一軒が平野屋本家、もう一軒

が平野屋本店。どっちが古いと思いますか。本家と

本店。難しいですよね。

　上賀茂神社のやきもちは、二つあります。神馬堂、

ここが人気です。なぜなら、一個一個手で焼いてい

る。ちょっと肉厚で、牛皮の歯ごたえがあって餡も

おいしいので午前中になくなります。いついっても

午前中で終わります。隣の葵家にもやきもちがあっ

て買って帰る。葵家さんもおいしいですけど、つく

る量が多いのでそこは売り切れることはまずありま

せん。神馬堂と葵家。二軒、それぞれ味がちょっと

違う。

　これはパーンと好みが分かれます。だめという人

は絶対だめな門前名物。大徳寺、ここは一休さんが

つくったといわれている大徳寺納豆といいます。食

べたことありますか。納豆やと思って食べたら、え

らい目にあいます。食べた瞬間、鼻につくような、

ものすごく濃い、味でいうとチーズを濃くした味。

食べていくとたまらなく癖になります。すごくおい

しく感じてしまう不思議な門前名物、大好きです。

学生の時、先輩に「何もいわずに食べてみろ」とい

われて食べた時、衝撃がすごかった。一種の保存食

です。ちなみに一休さんが亡くなった京田辺市の一

休寺でも売っています。一休寺納豆として。中身は

同じです。つくり手が違うだけに風合いは変わるか

もしれません。

　三宅八幡宮という八幡宮は鳩が神さまのお使いで、

もちろん石清水八幡宮もそうです。こちらはずばり

鳩だらけで鳩餅もあります。三宅八幡宮の門前名物

です。メジャーなのは嵐山、渡月橋の近くに琴き茶

屋。赤い提灯が目印で、桜餅が一番の名物です。角っ

こにあります。嵐山から川を下ると松尾大社という

お酒の神様を祀ってある大きなお社があります。松

楽という酒まん、酒をふんだんに使ったお饅頭が門

前名物です。

　今月末日、７月31日、千日詣りで知られる愛宕神

社。火の用心の護符をもらいますが、平野屋という

茶店が登るところの近くにあります。鮎料理で有名

です。茅葺きの屋根で「志んこ」というお菓子が門

前名物として伝わっています。

　門前名物というよりは桂離宮の隣、山陰街道が走っ

ていまして、そこに中村軒があります。この店の名

物が麦代餅。京都検定によく出てきます。農家が繁

忙期にこの店が餅を届ける。力仕事していますから

糖分を取ってもらおうとボリュームのあるお菓子を

届ける。忙しいからその時、現金を持ち合わせてい

ないので、のちに麦で払う。ですから麦代餅と名が

ついた。今でもこのボリュームで中村軒の名物です。

夏はかき氷でも人気です。

　京都で外国人の方が、殺到しているのが、伏見稲

荷です。たくさんの門前名物がありますが、そのう

ちの一軒、稲福さんで、ご主人が焼いているもの、

雀なのです。雀の丸焼きがお稲荷さんの門前名物で

す。かわいそうにと思う人が多いと思いますが、お

稲荷さんにとって雀は悪い動物です。稲刈りの直前、

稲をついばんでしまう。雀を食べてくれるのは狐な

ので、お稲荷さんでは優遇し、かわいらしい狐せん

べいなどを売っています。

　京都の裏鬼門を守っているのが城南宮。門前の道

を挟んで、もともと鳥羽街道名物だったのですが、

おせき餅があります。赤福に結構似ています。味的

にもあっさりしています。鳥羽街道名物から今は城

南宮門前名物になっています。

　宇治にいきますと万福寺へ。中でも食べられます

し、門前の白雲庵にて食べられるのが普茶料理です。
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４人一組が基本。４人分、大皿に盛って取り分けて

食べます。もどき料理といいまして、全部野菜で動

物的なものは使っていなくて、いろいろな野菜で表

現して肉を表現したり、手のこんだ料理となってい

ます。

　ケーブルに乗って上がると石清水八幡宮。その門

前には走井餅があります。大津にあった走井でつくっ

ていた名物ですが八幡に支店を出し、現在まで残り

ました。つまりもともと大津の名物が八幡の門前名

物となっています。自分のところでどんどんお餅を

ついてやっておられます。

　最後に余談。知恩院、八坂神社の周辺。門前はあ

まり知られていませんが、新門前通を中心にまさに

美術の町となっています。京都では寺町通りと並ぶ

美術商、骨董品、古美術が軒を連ねている理由は、

外国の方がよく宿泊した世阿弥ホテルという大きな

ホテルが明治時代に東山にありました。そこにたく

さん外国の人がこられていたので、その方を目当て

にたくさん店できたとか。今はホテルはなくなりま

したが、名残りで古美術が多い町を形成しています。

祇園の北側になります。ぶらりとしていただけたら

と思います。

　小一時間ほどお話をしてきました。京菓子と門前

名物ということで、普段、知らないお菓子やお店も

あったのではないかと思います。よかったらご参考

になさって、これはというものう味わって京都を楽

しむ一つとしていただけたらと思います。短い時間

でしたが、講演を終わらせていただきます。ご静聴

ありがとうございました。

らくたび文庫「社寺門前名物めぐり」より
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日　　付 行　　　事 場　　　　　所

2018年11月25日 沖縄会場 那覇市ぶんかテンブス館

　　　12月９日 高崎会場 新島学園短期大学

2019年２月23日 教育講演会 同志社大学今出川校地良心館　103番（RY103）教室

　　　２月24日 京都観光 未定

　　　３月21日 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

2018年度　行事予定

沖縄・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

2019年2月24日（日）

　未定

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

追加になりました

日程が変更になりました



同志社大学経済学部父母会
編集発行人　父母会会長　西　垣　須美子

京都市上京区今出川通烏丸東入
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