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ごあいさつ

経済学部父母会

西

垣

会長

須美子

向春の候、ご父母の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、
日頃より同志社大学経済学部父母会の活動にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
2018年度の父母会行事も、残りわずかとなりました。
秋の就職説明会は父母会65周年ということもあり、10月20日（土）、21日（日）の２日間、開
催させていただき、計400名近いご父母の皆様にご参加いただきました。
１日目は、リクナビ副編集長、松田和也様より「インターンシップ＆就職活動における“○○っ
てホント？”
」をテーマに講演いただき、続いて㈱Rough CEO の広瀬しのぶ様による講演「学
生のうちに身につけたい温かみのあるマナーと会話力」、そしてヤンマー㈱の平井俊介様、三菱
電機㈱の坂純也様による対談へと続き、盛りだくさんな内容でした。
２日目は、㈱第弐表現 代表取締役の秋山理二郎様に進行をお任せして、番組制作の現場のお話、
４年生の学生さんに就活体験を語ってもらうコーナー等、豊富な内容で充実した講演でした。今
の就職活動についての様々な情報やお子様へのサポート等、参考にしていただければと思います。
翌日の京都観光は、
「時代祭」を限定プレミアム席で観覧できる特別企画を開催させていただ
きました。天候にも恵まれ、「らくたび」の若村様によるイヤホンガイドでの解説を聞きながら、
目の前で絢爛豪華な行列を鑑賞することができ、思い出に残る秋の一日を過ごしていただけたこ
とと思っております。
息子も、４年次生となり、大学生活も残り少なくなりました。同志社大学での学びや、友人と
のつながりを今後も大事にしていってほしいと願っています。
委員登録をしたことで、私にとっても大学が身近なものとなり、子供の大学生活の一端を感じ
ることができました。また、多くのご父母の皆様や、先生方とお話しすることができ有意義な場
となったと感じております。
経済学部父母会は、お子様の学生生活のサポートや、ご父母同士、そしてご父母と大学を繋ぐ
お手伝いを目的として活動を行っています。より多くのご父母の皆様に委員登録をしていただき、
今後も父母会を盛り上げていっていただきたいと思います。
ご父母同士の交流や、情報交換の場、また就職活動の情報を得る場としてぜひ活用していただ
ければと思っています。
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、そして、父母会事務局に心より感謝申し上げます。
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錯綜するスケジュールや情報に
振り回されないために

親子で知っておきたいこと。
これまでも変化を繰り返してきた就職活動スケジュールが
撤廃される動きがあり、学生がますます動きづらくなっている昨今。
就職活動に関しても様々な情報が流れ、
親子ともに何を信じるべきか悩まれることも多いのでは？
本日は、企業の採用活動に詳しい松田さん、
元 CA でマナー講座も開かれている広瀬さん、
同志社大学を卒業し、メーカーにお勤めの平井さんと坂さんから
就職活動の実態と親子で心掛けておきたいことについて
お話をお聞きしました。
■開催日：2018 年 10 月 20 日（土）
■開催場所：同志社大学良心館

インターンシップ & 就職活動における
“○○ってホント？”
就職活動のスケジュールが迷走する中、

就職説明会

企業の採用に関して流れる数々の噂があります。

まことしやかにささやかれるそれらの情報に振り回されないために、
企業の採用に詳しいリクルートキャリアの松田さんに

噂の真相とそれらをふまえた支援についてお聞きしました。
株式会社リクルートキャリア
大学支援推進部 リクナビ副編集長

松田 和也 氏

昔の価値観や固定概念を捨てて、
未来の社会を見据えたサポートを。
突然ですが、
「オヤカク」という言葉はご存知ですか？
これは最近、内定を出した後に人事がよく使う言葉で、
「親の確認」を縮めた単語です。要は、内定を出した学生
の承諾を、お父さんだけでなくお母さんにもとりなさいと
いう意味で、就職活動に関して保護者の影響力が非常に大
きくなってきていることを表しています。逆にいうと、保
護者がミスリードしてしまうと、子どもに大きなストレス
がかかるということ。まずはこの点をご理解いただいた上
でお話をお聞きいただければと思います。
まずは世の中の変化についてですが、今は昔と比べて大
学の進学率が大きく異なります。保護者世代では４人に１
人が大学生であったのが、現在は就活生の２人に１人が大
学生です。これは企業にしてみれば大変なことで、昔は大
学生ならどの学生を採用してもトップ層だったのが、５割
が大学生になったということは、採用の基準をしっかり設
けて採用しないといけなくなったということで、これが就
職の門戸が狭まってしまった理由の一つにあげられます。
さらに、保護者世代が就職活動を行っていたのは経済が成
長していた時代でしたが、現在は低成長時代です。経済の
成長期には誰かが成功したやり方を真似すれば、ある程度
成功できていました。しかし、最近ではお客様にあわせた
成功の仕方がまったく異なるため、入社１年目で失敗する
確率が高まってしまいました。また、現在は売り手市場と
いわれているとはいえ、例えば従業員が５千人以上の企業
の求人倍率は歴史上今が最も低く、入りにくさは最も高く
なっているという状況です。
近年の就職業界についてですが、現在は保護者世代のと

きと比べてサービス業の比率が圧倒的に増えてきていま
す。そのため、「昔はこういう業界がよかった」というこ
とを今の子ども達に伝えてもあまり意味がありません。今
後、テクノロジーもどんどん進化していきますので、固定
概念に縛られず、今の時代をフラットに見る姿勢が求めら
れてもいます。「2011年度にアメリカの小学校に入学した
子ども達の65％は、大学卒業時に、現在は存在しない職
業に就くだろう」という研究論文も発表されており、現在
の感覚で良い／悪いを判断することがすでにできなくなっ
てきていることを示しています。
もう一つ懸念されるのは、定年がどんどん上方修正さ
れ、子ども達が生涯で働く期間が伸び続けているというこ
とです。しかしその一方で、企業の平均寿命はどんどん下
がってきている。つまり一つの会社での終身雇用が難しく
なり、どこかでキャリアの梯子をずらして登り続ける必要
に迫られるということです。だからこそ、仕事を見つける
というよりは、自分の力や市場価値を高めておかなければ
ならないのです。
ある大学の大学院への面接でこんな問題が出されていま
す。「火星人に人類についてどう説明しますか？」。つま
り、今は知識を暗記して答えれば100点をとれる時代では
なく、正解はなくとも自分で考えて答えを出しきれるかど
うかが問われるようになってきているということです。

インターンシップ参加＝採用ではなく、
企業理解や適性を知るためのもの。
就職活動の都市伝説についてですが、学生によく聞かれ
る内容をまとめてみました。まずは、「インターンシップ
の参加者で採用枠が埋まってしまうから、インターンシッ
プは絶対に参加するべき？」。確かにインターンシップを
DOSHISHA UNIVERSITY

3

受け入れている企業は増え続けており、現在は７割強の企

何を取っておけばいいですか？」という質問もあります。

業が行っています。以前はインターンシップに参加する学

最近の学生の傾向として、「安定・確実思考」が増えてい

生の数は全体の半分くらいだったのが、2018年は７割に

ます。成長のスピードよりもストレスの無い状態を望み、

のぼっています。しかし実のところ、インターンシップを

自分らしく成長したいと思っている学生が多い印象です。

通して内定に至るのは、２～３割程度で残りの７～８割

また、その企業だけに特化した力よりも、どこの企業でも

は、３月１日からの採用活動で出会った学生たちを選考し

通用するような力を手に入れたいという学生が多いです。

て採用枠を埋めていきます。ですからインターンシップに

社会に出て求められる力として、「専門知識・スキル」と

乗り遅れても、全然問題はないのです。インターンシップ

「ポータブルスキル」があげられます。採用選考で企業は

はあくまでも企業理解を深めたり、自身の適性を理解する

基本的に「ポータブルスキル」を見て判断しており、資格

ために使うのが適切だと思います。インターンシップは、

は「専門知識・スキル」にあたるため、入社時に問うこと

いわば授業やサークル、部活動、アルバイト、ボランティ

はあまりありません。「ポータブルスキル」とは、経産省

ア、留学といった自身を育み、新しい価値観や気づきが得

が提唱している「社会人基礎力」に該当します。これは

られ、企業や社会を理解できる機会の内の１つに過ぎない

「前に踏み出す力（アクション）」、「考え抜く力（シンキン

とご理解いただくといいと思います。

グ）」、「チームで働く力（チームワーク）」の３つの力で構

次に、「会社説明会で聞いたことを書いたエントリー

成されています。企業はこれらの力を面接で聞き出して、

シートは通りやすいって本当ですか？」
。テクニックとし

その学生にそれらがどの程度備わっているのかを判断しま

てよくいわれていることですが、そういったことが横行し

す。要は「即戦力がほしいのか」、「入社後に育てるのか」

ているせいか、学生と企業の間でギャップが生じていま

によって、企業の基準は変わるということです。各企業の

す。企業はエントリーシートを通して、各学生の持ち味、

求める人物像を HP 等で調べれば、必要な専門スキルはあ

つまり他の人とどう違うのかを知りたいと思っているの

る程度は記載されていますから、確認いただくといいと思

に、聞いた内容をコピペして貼り付けてしまうと、提出さ

います。ファイナンシャルプランナーや宅建は、ほとんど

れたエントリーシートがすべて同じ文面になってしまいま

の企業が「入社後に身につければいい」と考えていますの

す。大切なのは、説明会を聞いて自分が感じたことや考え

で、学生時代は様々な経験を通して「ポータブルスキル」

たことがきちんと提示されているかどうかです。そうしな

を養い、それを企業に表現できる力を磨いてほしいと思い

ければ、反対に落とされる確率が高まってしまいます。

ます。

さらに、最近では SNS で情報を手に入れようと、学生

次に、「公務員志望は専願の方がいいの？」という質問

は躍起になっています。ところが SNS 上にはまったく見

もあります。「公務員の道しか選ばない」という覚悟があ

当違いの情報が多く出まわっているので、振り回されない

るのなら専願でいいと思いますが、「公務員に受からな

ようにしてください。例えばある学生が「最終選考で落と

かったら民間企業に行こう」と思っているなら危険です。

された」と投稿すると、それを見た学生が「この会社の採

なぜなら企業の採用スケジュールと公務員試験のスケ

用は終わっている」と思いこんでしまう場合があります。

ジュールが重なっているので、併願しておかなければ後戻

ところがそれは間違っていて、企業は応募者全員の採用を

りすることができなくなるからです。

一度にすることができないため、グループ分けをして選考
を進めているだけなのです。それを学生は一つのグループ
の採用が終わっただけなのに、すべての採用が終了したと
思い込んでしまうのです。SNS 上には「○○って企業はブ
ラックらしいよ」といったネガティブな情報も飛び交いま
すが、そこで流れている情報の半分以上は間違っているの
で、自分の目で見て判断していただきたいと思います。

企業が見たいのは「ポータブルスキル」。
資格の取得は入社後でもOK。
「資格を持っていると就職で有利になると聞きますが、
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金銭的な支援と心のケア、
社会人としてのアドバイスはぜひ。
最後に、子ども達への支援についてお話しします。就職
活動には年間15～20万円くらいのお金がかかりますが、
３年生の３月から４年生の６月は忙しすぎてアルバイトで
の補填ができませんので、この期間だけでも金銭的な支援
をぜひお願いしたいと思います。
もう一つは心のケアです。今は５回面接を受けて１社受
かればいい方なのに、最初に４回失敗してしまうと、「自
分はダメなやつだ」と思い込んでしまいます。そのような

ときは「落ちて当たり前なんだから、大丈夫だよ」と、ぜ

でいうと、「母親から『自分の就職活動では親の意見に左

ひフォローしてあげてください。内定を得る学生ほどまわ

右されて満足のいく結果にならなかった。だからあなたに

りに相談していて、一人で抱え込む学生ほど落ちていると

は自分の意志で本当に行きたい企業を見つけてほしい』と

いうデータもあります。就職活動は個人戦ではなくチーム

いわれ心の支えになりました」という声もあります。要は

戦ですので、ご父母の皆様にはこの部分で一役担っていた

自分で選ばせてあげるのが重要だということです。また、

だきたいと思います。

「批判や否定をせずに応援してくれた」、「就職活動に関し

保護者ができることとしては、励まし、聞き役、社会人
の先輩から見た大人としてのアドバイスです。これは例え

て首を突っ込みすぎずにいてくれた」という声もあり、い
い距離感を保つこともポイントです。

ばネクタイが曲がっていてはダメといった一般的なマナー

反対によくないのは「ごり押し」で、「ここに決めよう

や敬語の使い方といったものですので、ぜひ日頃からアド

と思っていった会社を頭ごなしに否定された。親の希望に

バイスをお願いしたいと思います。

精一杯応えていろいろ覚悟して決めたのに、否定されるの
は辛すぎた」という声も聞かれます。子ども達も一生懸命

子どもの個性を尊重し、最後は
自分で決めさせて悔いのない就職を。

考えて出した結果ですので、なぜそう思ったのかをじっく
り聞いてあげてください。あとは、「私は会社が今後どう

「両親にされてうれしかったこと」としては、「見守って
くれた」
、
「金銭的な支援や就職活動の協力」、「生活面での
支援」といった点をあげる学生が多くなっています。実際
に父母からいわれてうれしかった励ましをご紹介すると、
「就職活動が全然うまくいっていなかったときに、私の表
情が暗く辛そうだったのに気づいて話しかけてくれた父の
優しさがすごくうれしかった」という声があります。日々
様子を見て、声をかけてあげることが重要で、一人で落ち
込んで心を閉ざしがちになるのを、話しかけて吐き出させ
てあげるという役割です。また、個性の尊重というところ

なってもやっていける力をつけたいと思いベンチャー企業
を希望したが、両親は公務員など安定した職に就くことを
希望していた」というように、仕事観やキャリア観にズレ
がある場合もあります。さらに「イマドキの就活がわかっ
ていない」という声も聞かれました。頑張っても落ちてし
まうのは仕方のない状況ですので、そういったことを踏ま
えてお子様に接していただければと思います。
現代は正解の無い時代です。しかし、納得度の高い仕事
や納得度の高い企業はあります。その妥当性の高い解答を
一緒に考えることが、保護者としてできる支援なのだと思
います。本日はありがとうございました。

質疑応答
Q.1

インターンシップでの評価が悪ければ、来年度の書類

選考が通らないシステムをとっている企業に勤めています。こ
ういう企業は多いのでしょうか？

トや面接でも、そういった点をチェックしながら深掘りして質
問を進めていくと思います。

少ないと思います。企業におけるインターンシップの

Q.3

交通費、宿泊費、食費まで負担するなど、インターン

に来てもらうための母集団を多く抱えるためです。そのため、

A.3

一見コストがかかっているように見えますが、実際に

ンシップの選考に落ちたからといって３月１日以降の選考が受

です。優秀な学生をきちんと動機づけして集めるためのツール

A.1

一番の目的は、自分たちのことを知ってもらい、本採用の選考
一般的にインターンシップでの評価はあまり関係せず、インター
けられないということもありません。

Q.2

インターンシップの受け入れの際に、書類選考のみの

企業もあれば、web テストや面談を行う企業もあります。書
類選考だけの企業はどこを重視しているのか、また面接で重視
している箇所もあれば教えてください。

A.2

企業は「ポータブルスキル」を見たいので、例えば学

生時代に頑張った経験を聞き、その経験の中から社会人基礎力
の３つの力が発揮できたポイントを探します。エントリーシー

シップに多くの経費を投資している企業の目的はなんですか？
リクルーターが日本全国を飛び回るコストを考えれば安いもの
としてはこれでも格安と企業は捉えています。

Q.4

息子が「インターンシップに参加したからスムーズに

内定につながった」といっていました。大企業になるとそうで
もないでしょうか？

A.4

インターンシップに行っても34％しか合格しません

から、インターンシップに参加したからというよりは、たまた
ま自身にあった企業に内定をもらえただけだと思います。
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学生のうちに身につけたい「温かみのあるマナーと会話力」
～就職活動に求められるのは、人間力が伝わる好印象～
就職活動で重要となってくる「第一印象」。

緊張する場面で、相手に好印象を与えるためにはどうすればいいのか。
元 CA（客室乗務員）のご経験のある広瀬さんから、
面接の際に役立つ心構えと、それに向けて

保護者ができるサポートについてお聞きしました。
株式会社 Rough
CEO

広瀬 しのぶ 氏
「人は見た目が９割」とはよくいったもので、特に面接

とが就職活動中は大切です。そのためまずは「相手にいい

では短時間で大勢の中から選んでもらうためには印象に残

印象を持ってもらおう」と思うことが一番。たとえば初対

ることが第一。それが好印象であればあるほどその後の流

面の場合、「相手はどんな人だろう」と不安に思いますよ

れはスムーズになります。そのためにもまず自身のコアの

ね。でも「この人によく思ってもらいたい！」と心からの

部分を知り、自分らしさが引き立つアイテムをそろえるこ

笑顔を向けると、相手を受け入れようとする気持ちや姿勢

とから始めてください。たとえば履歴書に貼る写真も、め

が伝わり、いい結果につながるでしょう。

ざす業種によって撮り分けてくれるカメラマンもいますの

マナーは基本的に相手が快適であるようにするもので、

で、ぜひ活用してみてください。似合うスーツも人によっ

その中で重要なのは挨拶です。そして、そのときに自分な

てそれぞれです。お子様に似合うものがわかっているお母

りの表情をもっているかどうかも大切で、話しているとき

様がいれば決めていただくのが一番ですが、わからない場

の自分が相手にどういう風に映っているのかを、今一度見

合はプロに意見を聞くのがいいでしょう。意外と見られて

直していただきたいと思います。身だしなみや言葉使い、

いる靴も、シューフィッターにご相談を。着心地が自信に

美しい姿勢や立ち居振る舞いもそうです。面接ではどうし

つながりますので、お子様にあったスーツを何着か用意し

ても緊張してしまいますので、ぜひ普段から心掛けて練習

ておくのがおすすめです。髪型やメイクに関しても、時代

してほしいと思います。その中で、お子様に話している間

が変わっても求められるのは清潔感です。ご家庭でのサ

に髪をずっと触っているなどの癖があるようでしたら、ビ

ポートはその学生の見た目につながっていきますので、そ

デオや鏡などを使ってご本人に納得させてあげてくださ

ういった点をさりげなく支えてあげてほしいと思います。

い。そうすると、その後社会に出たときも慌てることがな

美しい所作や振る舞いは一生の宝物。
ぜひ普段から気をつけるようサポートを。
初対面の相手でも、最初と最後がよければ印象はよく映

くなるでしょう。

はっきり発声し、論理的に述べる。
相手のペースにあわせ、笑顔も心掛けて。

ります。例えばお辞儀でも、相手の目を見て挨拶をして、

マナーは「思いやりの心」と「礼儀作法」から成り立っ

ゆっくりと頭を下げて、同じくらいのスピードで上体を起

ています。そういった点で共感され、受け入れられる学生

こすと、とても丁寧に見えます。美しい所作は面接での武

が就職活動でも受かりやすいのが実情です。しぐさのほか

器になります。特に女性は上品なしぐさが一生の宝物にな

にも、態度、髪型、髪色といった中にその人なりのセンス

りますし、男性も毛先や指先を美しく整えている人は好印

が光ればさらにいいでしょう。そしてもう一つ重要なの

象をもたれます。

が、「明確に話すこと」です。たとえば結論から先に話し

第一印象を上げる利点は、人は美しいものや印象のいい

たり、「いいたいことは３つあります」といって論理的に

ものに心を開きやすいことがあげられます。その性質をう

述べるなど、相手にクリアに伝わる訓練をぜひ心掛けてく

まく利用して、相手にいいイメージを与える工夫をするこ

ださい。一つアドバイスをするならば、「第一声をはっき
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り話す」というポイントもあります。緊張していると声は

伝わると思います。

出にくくなりますので、まずは大きな声で話すとそれだけ

何気ない親子での会話を大切に、
適度な距離を保った支援と見守りを。

で楽に話せるようになります。その次に気をつけていただ
きたいのが、
「声の大きさ」と「話すスピード」です。
せっかちな面接官もいれば、ゆっくりな面接官もいらっ
しゃいます。相手の話をきちんと聞くには、相手のペース

現代は膨大な情報の中から取捨選択を行い、絞った情報

にあわせるのが一番ですので、ゆっくりなタイプの方には

をさらに絞る作業が必要な時代です。ぜひ就職情報サイト

自分が思っているより少しゆっくりお話しするとかを意識

などを活用して、自分に必要な情報を積極的に手に入れて

してみてください。高すぎず低すぎず、相手が心地いいと

ください。従来の就職活動スケジュールが廃止される可能

思われるトーンで、ゆっくりはっきり話すと、それだけで

性もあり、「就活スイッチ」をいつ入れるかも自由になり

印象はぐっと上がります。そしてそのときは椅子に浅めに

ます。保護者の皆様には、お子様が自分の将来について考

腰掛けて背筋を伸ばし、相手の目をきちんと見てくださ

えやすい環境を整えていただき、お子様がうまくいってい

い。重役の方がずらっと並んだ面接でも、まずはにこっと

ないと思われたときには声をかけるようにしてください。

笑える子が勝ちです。そこは緊張せずに、笑う練習も心掛

努力は必ず形になりますので、努力をするスイッチを早め

けてください。

に入れていただければと思います。
最後になりましたが、ご家族でぜひ会話をなさってくだ

「なぜ私はこの業界・企業を選んだのか？」
自分を振り返ってストーリー性を見つけよう。

さい。他愛ないことで結構ですので、お子様の話をしっか

次に内面についてですが、
「話す力」と「伝える力」を

げなくサポートをお願いできればと思います。ご両親の温

養うことが大切です。例えばエントリーシートに書ききれ

かみが伝われば外に出て頑張れると思いますので、そう

なかったことを面接で伝えたいときに、まずは第一印象を

いった点をサポートいただき、金銭的な援助はもちろん、

よくして聞いていただきやすい雰囲気を作り、その中で

心のケアもぜひお願いしたいと思います。

りと聞いてあげてください。かまってほしくなさそうなと
きはそっとしておき、殻に閉じこもりそうなときにはさり

「これだけは伝えたい！」ということを伝える力が問われ

親に「この会社に行っていい？」と聞く時代です。名前

ます。そこにさらに体温と情熱があれば、必ず面接官に伝

の通った企業だけが必ずしもいいわけではありません。私

わると思いますので、そういった点をぜひブラッシュアッ

も JAL より ANA を選んだのは、風通しがいいと聞いたか

プしていってほしいと思います。その際には、自身の性

らです。そういった情報をお持ちなら、どんどんアドバイ

格・キャラクターを把握して、自分なりの価値観や信念を

スしてあげてください。そして、ほめてモチベーションを

持ち、今後の方向性や将来のビジョンについて考えること

上げたり、話を聞いて肯定してあげたり、できる限りの経

が一つの対策になります。

済的援助をしてあげるなどのサポートをお願いしたいと思

例えば、信条とまではいかなくても、興味があったり、

います。同志社ブランドで堂々と、力強く羽ばたく環境は

やってみたいことを10個書き出してみてください。そう

整っていますので、お子様のやる気スイッチをぜひ入れて

すると目標が明確になり、自分自身の理解にもつながる

いただきたいと思います。本日はありがとうございまし

でしょう。世の中はどんどん変化していきますが、書き
出した項目の重要度や順番は常に入れ替えてアップデー

た。

トしていけばいいだけのこと。将来のビジョンはできる
だけたくさんあげて、自分が興味のある業種や業界、企
業について研究し、それらと自分との接点がどこにある
のかを考えていただきたいと思います。私の場合、父が
パイロットだったこともあり、
「CA になりたい」という夢
を持つのはとても自然なことでした。そういった個々人
の独自性が感じられる「ストーリー性」も、就職活動では
大切です。それがあると、面接官に「この子はこういう風
に育ってきたから当社を選んだんだ」ということがうまく
DOSHISHA UNIVERSITY
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メーカーで働く社員

～若手社員と採用

なぜメーカーを選択したのか、

どんな人材が求められているのかなど、

ヤンマー株式会社
人事労政部

それぞれの視点からお話しいただきました。

平井 俊介 氏
入社後、営業や企画（東北復興支援）を経て人事へ転向。採

質疑応答

用担当として数多くの学生と接してきました。ご父母の皆様へ
のアドバイスとしては、価値観を押し付けることなく、社会人
の先輩として客観的にお子様と向き合っていただきたいと思っ
ています。

人事担当の視点から当社が求める人材について申しあげる

と、まずは「企業理念に対する共感」があげられます。多くの
企業がある中でなぜヤンマーを選んだのか、そこに至った理由

Q.1

これだけは気をつけた方がいいことは？

坂：面接の基本は、対話です。場数を踏むうちに面接官が聞き
たいポイントもわかってきますので、こちらからヒントを出し
て伝えたいことを聞いてもらうようにするといいと思います。

をその学生の経験や考えから導き出されているかどうかを面接

Q.2

が生じても周囲を巻き込みながら解決する能力があるかどうか

坂：自己分析が非常に大切です。「この会社に入って何がした

では聞かせていただいています。次に「バイタリティ」
。困難
も重要な点です。「チームワーク」も大切で、メーカーでは多
くの人を巻き込みながら遂行していく場面が多いかと思います
ので、チームのパフォーマンスの最大化のためにどのような役
割を担えるのかというところまで落とし込んで伝えると、「入

社後に活躍してもらえそうだ」と感じてもらえると思います。

最後に「情熱」。その学生の行動の源泉はどこにあるのか、情
熱をもって仕事をしてもらえそうかどうかも重要です。

メーカーへ就職する際の留意点をお伝えすると、学生からよ

く「社風は何ですか？」と聞かれますが、社風は一つではあり
ません。事業や部署が変われば雰囲気も変わりますので、大勢
の社員と会いながら、様々な社風を感じて判断してほしいと思
います。また、
「このメーカーの商品が好きだから就職した

息子はやりたいことを見つけるのが難しいようです。ど

のようにして会社を決めましたか？

いか」を考えられるとベストですが、
「この会社を利用して自
分はどうなりたいか」といったスキルアップのツールの一つと
いう見方で会社を選んでもいいかと思います。

平井：就職のときは「人事になりたい」など思っていませんで

したが、企画の仕事で岩手県に駐在したときに、
「生きること」
や「働くこと」というのは「人」だというところに行きつき、

人事の仕事に転向しました。そのため学生には、「今何がした
いかという自分の気持ちに正直になって決めたことを、覚悟を
もってやりきること。そしてその覚悟を正解にしていくプロセ

スが楽しいんだよ」と伝えています。
「こうでないとダメ」と
思わず、もっと気楽に考えてもいいのではないかと思います。

い」という志望動機をよく見かけますが、それは自分だけのメ

Q.3

採用すると企業にどのようなメリットがあるのか」を具体的に

平井：理系：文系＝７：３。メーカーはほぼそのくらいだと思

リットであり、企業側のメリットではありません。
「あなたを
伝えてほしいと思います。

メーカーにおける文系の就職率は？

坂：同期の社員でいうと約850人中、文系は約200人です。
います。
Q.4

文系はメーカーだと営業のイメージ。その他の業務に就

くにはどのような経緯がありますか？

平井：採用時に営業系と管理系のどちらに適性があるのかを見
ます。弊社は入社してから配属が決まるシステムですので、適
性と志望度を考慮して、お互いの希望が重なる部署に配属でき
るように心がけています。

坂：弊社は入社前に配属が決まります。入社前の12月頃に希
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からのメッセージ
担当の視点から～

三菱電機株式会社
事業推進部 営業企画課

坂 純也 氏

望調査があり、３月に配属先が一斉通知されます。ちなみに現

就職活動では「自己 PR（≒学生時代に頑張ったこと）
」と

「志望動機」を必ず聞かれますが、この二つの問い対して、共

在の部署は、希望調査の段階では選択肢にない部署でした。

通して重要なものが「自己分析」です。私が行きたい企業を見

Q.5

こと」と「業界構造を把握すること」で、その二つを照らし合

大学での成績はどうでしたか？

つけるために行っていたことが「モチベーションの源泉を探る

坂：中の中くらい。成績はそれほど影響しないと思います。

わせて、本当に行きたいもしくは自分に向いている業界や企業

るほどの影響はないと思います。

ツールが「自分史シート」
。これは今までの人生で起きた大き

Q.6

から学んだことを整理、そのときのモチベーションを可視化す

平井：大学の成績は確認しますが、それで合格／不合格が決ま

本はたくさん読みましたか？

を絞りました。
「モチベーションの源泉を探る」ために使った
な出来事を書き出し、そのときに考えていたことやその出来事

坂：あまり読んでいません。もちろんたくさん読んだ方がいい

るというもの。自分史を作ることで「どんなときにモチベー

ドラマでした。どういった会社なのかを知るための手段として

ば、モチベーション高く生きていけるかを考えるヒントになり

と思います。私が就職活動で役立ったのは仕事に関する映画や

ション高く生きていたか」を認識でき、今後どんな仕事であれ

はいいと思います。

ます。自分史を用いた自己分析を行うことで、私は、「人々の

Q.7

自己分析のやり方は自己流ですか？

坂：自己流ではありません。
「自分史シート」は自己分析の攻

略本に載っていた気がします。一冊試してみるといいかもしれ
ません。

平井：一人でするよりは、例えばご両親や友人と対話しながら
異なる視点でよさを引き出してもらうことも必要かと思いま
す。
Q.8

何社受けて何社受かりましたか？

は約15社で、８社から内定をいただきました。
採用３年以内に辞めてしまう人は？

平井：弊社の離職率は少ない方で、10％以下です。離職率が
高いから悪いとは限りません。
Q.10

る」、「幅広いフィールドで挑戦できる」という３つの選社軸を
形成できました。この選社軸で考えたとき、私はインフラに関
わる企業に興味を持ちました。

次に「業界構造を把握する」ために取り組んだことが、あら

ゆる業界の説明会に参加することです。気になる業界の説明会
だけ参加する学生は、多面的な視点に欠けていることが多いで
す。興味のない業界も知ることで社会全体の相関図を知ること
にも役立ちます。さらにそれは、行きたい企業の志望動機を深

坂：エントリーシートを出したのは約20社、面接を受けたの

Q.9

生活基盤を支えることができる」
、
「チームワークが求められ

たくさんある企業の決め方がわかりません。

坂：まずは選社軸に合った企業を選ぶべき。内定先から１社選
ぶのに悩みましたが、人の雰囲気や配属先場所、福利厚生と
いった部分はこの段階になって初めて意識しました。

めることにもつながります。私の場合は消費者に近いインフラ
企業と社会インフラに必要なモノを製造・供給しているインフ
ラメーカー ( 総合電機メーカー ) の立場・構造を比較し、イン

フラを提供するという観点で、インフラメーカーは非常に主体
的だと感じました。

徹底的に自己分析を行うと、自己 PR や志望動機に厚みが出

て、面接時の説得力も増していきます。そして何よりも、入社
後の満足度が高くなると思います。ご父母の皆様には、自己分
析と視野を広げるお手伝いをしていただき、常に前向きな言葉

をかけて背中を押してあげてほしいと思います。就職活動の
ゴールは内定ではなく、自分が幸せになることです。固定観念
にとらわれず、お子様の生き方や考え方を受け入れ、可能性を
最大限に伸ばす存在になっていただきたいと思います。
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未来予測が難しくなった今、
これから求められる

コミュニケーションのあり方とは？
社会の変化するスピードが速まり、
就職におけるこれまでの「常識」が通用しなくなりつつある今、
本当に求められているコミュニケーションとは
どういったものなのでしょうか。
就職活動を体験した６名の学生と
入社後活躍する社会人を多数輩出されている
トップランナー塾の塾長・秋山さんをお迎えし、
これからの社会で必要とされるコミュニケーションについて考えます。

■ 開 催 日 ：2018 年 10 月 21 日（日）
■開催場所：同志社大学明徳館

卒業生 600 人以上が社会で活躍！
トップランナー塾について教えます！
「トップランナー塾」とは？

塾長からひとこと！

東京に次いで学生の多い都市・京都。トップランナー
塾は、
「そんな街から社会を牽引するトップランナー
がもっと出てきてほしい！」という想いで設立した
“ 大学生の学び場 ” です。ここでは、京都大学、大阪
大学、同志社大学、立命館大学、龍谷大学、京都女
子大学など、関西の大学を中心とした大学生たちに
就職活動に関するエッセンスを教えるほか、様々な
業界で活躍する「トップランナー」たちをお迎えして、
“ 仕事の本質 ” を直接教わる場を設けています。これ
らの経験から学生の視野を広げ、
「仕事」や「働くこと」
についての意識を深めています。

トップランナー塾で毎年教えている大切なポイントは、
「テー
マを一つに絞る」ことです。人は何かを伝えようとするとあ
れもこれもと情報を詰め込んでしまい、エントリーシートや

面接でも、
「たくさんアピールして１個でも引っかかったら
ラッキー」といった思考に陥りがちです。

たとえばテレビ CM の制作を請け負ったとき、広告主はたっ

た30秒に、パッケージ、素材、製法など、こだわった点を

たくさん詰め込むようにと要求します。しかし、
「今から大
切なことを10個挙げます」といわれても、人は記憶できま
せん。けれど、
「この１個だけ覚えてください」と絞ると、

何日経ってもおそらく思い出してもらえるでしょう。人の記
憶に残るためには、情報を絞ることが鉄則なのです。

こういったことをどこまで自覚して貫けるかが、就職活動で
も重要になります。サッカーが好きならサッカーの話題だけ

に絞り、
「サッカー好きの●●君」として記憶に残る学生に
なってください。おそらくプレゼンが上手な人は、うまく要

点を絞るように工夫しているはずです。
「記憶に残らなけれ
ば壁に向かって一人で話しているのと同じで、ただの自己満
足です」とトップランナー塾では教えています。就職活動で
は相手に伝わりやすい形にして届けるというコミュニケー

ションの基本を、まずは徹底して意識することを心掛けてほ
しいと思います。

株式会社 第弐表現
代表取締役

秋山 理二郎 氏
クリエイティブディレクター、コピーライター、構成

作家、報道番組ディレクターとして活躍する傍ら、

2009年に
「トップランナー塾」
を設立。
その塾長として、
累計600名以上の新卒社会人を輩出されています。
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･･･ で、ぶっちゃけ今年の就活どうやった？
就職活動を終えた横井ゼミの４年生に加え、

トップランナー塾に通う関西学院大学の４年生と

同じく塾生でただいま就活中の立命館大学の２年生に集まっていただき、
本音トーク全開で就職活動について語っていただきました。

簡単に自己紹介をお願いします。

安田●大学の教授に勧められたのをきっかけに登録しまし

畑中●畑中です。お菓子のパッケージやシャンプーの詰め

て、私も使ってみようと思いました。

替え用の袋を作るパッケージメーカーに就職が決まりまし
た。入社後はデザインの仕事をしたいと思っています。

田中●田中です。金融会社に内定が決まり、入社後は加盟
店営業の業務に就きたいと思っています。

鈴木●鈴木です。生命保険会社に一般職で内定をいただき
ました。東京本社で事務の仕事に就く予定です。

植田●植田です。自動車リース会社に内定しました。企業
の社用車などをリースする営業の仕事をする予定です。

安田●安田です。マスコミ業界をめざして少し早めの就職
活動をしています。

加藤●加藤です。農業機械を扱うメーカーに内定をいただ
きました。その中で農業機械のセグメントに入りたいと
思っています。

皆さんは「リクナビ」や「マイナビ」といった就活
サイトに登録されていましたか？
加藤●登録はしましたが、それらを使ったのは１～２割ぐ
らい。あとは各社のホームページから登録していました。

12
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た。関東の大学生の方が就活に対する意識が高いと聞い

植田●あまり使いませんでした。就活の解禁前に登録しま
したが、結局は各社のホームページから登録しました。

鈴木●９割ほど利用していました。あとは、キャリアセン
ターのサイトに載っている企業で検索していました。

田中●インターンシップのときはそういったナビサイトを
使っていたのですが、３月１日からは各企業のサイトや
ONE CARRER、楽天の「みん就」をよく見ていました。

畑中●エントリーのためにリクナビを使うことが多かった
です。内定先は、ほとんどリクナビを通じて連絡がきてい
ました。私も「みん就」を使っていました。書かれている
内容は、いいことだけを信じて悪いことは「そういうこと
もあるかな」という程度で見るのがいいかと思います。

就職活動をしていて「理不尽だな」とか、
「あれは嫌
だったな」と感じたことがあれば教えてください。
田中●理不尽だと思ったことは、「得意・不得意がある」

ということと、コネ入社をされる方がいらっしゃること。
また、面接官やエントリーシートを見る方との相性など、

経済学部４年生

経済学部４年生

畑中 惠里奈 さん
運要素が強いことなども平等でないと感じました。面接で
評価につながりやすい表情の豊かさなどは天性のものとい
うか、やっぱり向いてる人、不得意な人に分かれると思い
ます。はじめの頃は緊張して自分のいいたいことが100％
いえないことが多く、インターンや早期選考で場数を踏ん
でおくべきだと思いました。

植田●腹が立ったことは、大企業を受けるとエントリー

シートが通過したあとの面談に人事以外の方が出てきたこ
とです。営業職のような方と面談をして、その結果落とさ
れることもあり残念でした。あとは、多くの企業を受ける
中で性格が重視されていると感じたのですが、一番行きた
かった企業に性格で落とされてしまったことも悔しかった

田中 辰弥 さん
た。後日、「社員交流会に来ませんか」というメールをい
ただき応募したのですが、交流会当日に台風が大阪を直
撃。開催日の一週間くらい前からずっと「その日は危な
い」とニュースでいわれていたのに、実際に台風がきたら
どうすればいいのかという連絡がまったくなくて困惑しま
した。

就職活動中、10年後や20年後のビジョンや夢はあ
りましたか？
畑中●10年後のビジョンとしては「子どもがほしい」、
「働

きながら子育てをしたい」と思っていたので、それを人事

です。その企業はバリバリ仕事をする感じの職場で、私の

の方に伝えました。20年後のビジョンはわからなかった

ようなマイペースなタイプは向いていないようでした。

ので、「まだわかりませんが、できればえらくなりたいで

鈴木●エントリーシートを出しても返事がないままにフェ
イドアウトする企業が本当に多かったです。手書きのエン
トリーシートは簡単に書けるものではないのに、何の連絡
も来ないで終わった企業にはムカッときました。

加藤●僕もサイレントがありました。いい会社は不採用で

す」と、ふわっとしたことをいいました。人事の方も、
「そうだよね」という感じでうなずいてくださったので、
無理に作る必要がなくてよかったなと思いました。

田中●ビールが大好きなので、「日本国民の乾杯をビール
にする」という夢があります。今回の就職でその夢は叶え

も２～３日、遅くても１週間以内には返事が届きました。

られそうにありませんが、20年後のビジョンとしては、

もう一つ嫌だったことは、５月頃に面談を受けた企業か

その夢が叶う企業に再チャレンジしたいと思っていま

ら、その後一ヵ月間何の連絡もなく、６月になってやっと

す。

「二次選考に来てください」という連絡があり、「おかしい
な」と思って同じ会社を受けた友人に聞くと、彼は四次選

鈴木●まだ決まっていませんでした。面接では、５年後、
10年後どうしたいかを聞かれていたので、５年後は「一

考まで進んでいました。彼は一次選考を同じタイミングで

人前になって後輩にしっかり教えられる先輩になりたい」、

受けて、二次選考はその３日後、三次選考はその４日後

10年後は「子育てと両立しながら働きたい」と伝えまし

と、うまくフローが進んでいたそうですが、結局彼も途中

た。

で落ちて僕と同じ枠にきてしまったようです。要するに僕
たちはストック、在庫扱いされていたのです。その扱いに

植田●将来の目標はまったくありませんでした。面接では
もちろんそういうことを聞かれていたので、前日に作った

憤りを感じました。

ような内容で乗り越えていました。

タイプだったことです。最終選考までいけたのに落とされ

で何か貢献できたら、という夢があったので、そういう漠

畑中●一番腹が立ったのは、自分が最終面接で落とされる
続けたときは、その企業というよりも、
「最終でも落とす
んだ」という就職活動の日程みたいなものに腹が立ちまし
た。

安田●夏休み中に大阪にある新聞社にエントリーしまし

加藤●農業界で活躍したいと思っていました。単純に農業
然としたことを前日に整理して伝えていました。

社会人と触れあってうれしかったことがあれば教
えてください。
DOSHISHA UNIVERSITY
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経済学部４年生

経済学部４年生

鈴木 里沙 さん
鈴木●金融系ではリクルーター面談が近くのカフェなどで
行われました。人事担当者というより、社員の方のお話を
聞く機会を多く設けてくださって、普段は聞けない話を聞
かせてもらえたのはいい経験になりました。金融系以外の
企業でも行ってくれたらいいなと思いました。

田中●面接官の方が「本当は落としたいけど、次の面接の

植田 耕平 さん
３月１日から応募開始、６月１日から面接解禁とい
うルールがありますが、なくていいと思いますか？
あった方がいいと思いますか？
加藤●混沌期・転換期にはあった方がいいと思います。

ルールがあれば、12月頃から少しずつ始めて２月頃から

対策を教えるから進んでいいよ」といってくださったこと

スパートをかけてと、ある程度の期間設定ができます。そ

です。
「君と働きたいから」と、対策を教えてくださいま

れがないと不安を抱えながら学生生活を送らなければなり

した。結局、結果は不採用。それでもうれしかったです。

ません。その結果、勉強に差し障りが出ることも考えられ

畑中●エントリーシートでは落とされましたが、一ヵ月ほ
ど経ってからその会社の試供品を送ってくださる企業があ
り、
「出してよかったな」と思いました。あとは、就活中
に大阪北部地震があったのですが、心配してくださる企業
の方が多くてありがたく思いました。

加藤●集団面接のあと、僕だけ残されたことがありまし

た。人事の方が「はっきりいって加藤君はうちに向いてな
いから落とすけど、他にピッタリの会社があるかもしれ
ないから、これからゆっくり話しませんか？」といわれ、
その場で二時間ほど就活の相談をさせていただきまし
た。すごく親切な面接官だと思って、印象に残っていま
す。

安田●テレビ局の最終選考という名の1day インターンに

参加したときに、案内してくださる方が入社１年目の人事
の方でした。ベテランの方が来られると、
「ここで審査さ
れてるな」という緊張感を覚えますが、１年目の方だった

ます。

安田●まだよくわからないですが、あってもいいのではな
いでしょうか。

植田●ルールはあった方がいいと思います。私は１～２月
にベンチャー企業の面接を受けていました。徐々に本番が
始まっていく流れになるので、それが練習になっていまし
た。

鈴木●あった方がいいと思います。「６月から開始」と決
まっていたら、計画的に活動を進めやすいからです。

田中●ある方がいいと思います。一年生から就活を始めて
しまうと、何のために大学に行っているのかわからなく

なってしまいます。留学をする人も一年生のうちに囲い込
みをされてしまうと、何のために留学するのかわからなく
なります。スタートは決まっていた方がいいと思います。
畑中●あった方がいいと思います。部活をしていたので、
３月から説明会、６月から面接開始と決まっていると、休

のですごくフレッシュで、肩の力が抜けて。そんな方を選

む理由として認められやすかったからです。いろいろ両立

択してくるのは正解だなと思いました。

していくためにも指標としてあった方がいいと思いま

1day も含めて、インターンに参加された方は？
全員：はい。

二日以上の長期インターンに参加した方は？
４名が挙手。

す。

これから入社する企業に定年まで勤めるか、また
は途中で転職する可能性があるのかを教えてくだ
さい。
畑中●どちらでもいいと思っています。嫌だったらやめれ
ばいいし、楽しかったら続けようとフランクに考えていま
す。
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立命館大学産業社会部２年生

関西学院大学経済学部４年生

安田 吏架子 さん

加藤 要 さん

田中●転職したいです。ただし、これから就く仕事を中途

とは思っています。

思っています。

たいと思っています。

就職活動中、ご両親とのやりとりの中で、ありが
たかったことや、「もうちょっとこうしてくれたら
よかったのに」といった改善要求などがあれば教
えてください。

に移りたいと感じても、いくつかあるグループ会社に移籍

加藤●感謝の方が多いです。「お金は入社１年目で返せば

半端にはしたくないので、転職は今の仕事を極めてからと
鈴木●ずっと働きたいです。東京で働くことと転勤がない
ことを重視して就活をしていたので、続けられる限り続け
植田●同じ会社にずっと勤めたいと考えています。もし他
できる制度があるので、それを利用するつもりです。

加藤●今のところ転職する気はありません。社員の方とお

いいから」と、使いたいように使わせてくれました。ま
た、父に「スーツはどこがいい？」と聞いたらすごく懇意

話しして、ここなら自分のしたいことができそうだと感じ

に教えてくれました。普段話さない父と話せた上に、メ

ていますので。でも、仕事をする中で「これはダメだ」と

リットになることを教えてもらえて、とても感謝していま

思うことがあれば、転職を考えるかもしれません。

す。

これから就く仕事は20年後もあると思いますか？

よくなかったのですが、そんなときでも「行っておいで」

田中●営業職に就きますが、20年後もまだあると思いま
す。

鈴木●一般職は20年後あるかどうかわかりません。

植田●営業職は20年後もあると思っています。リースは
お金のやりとりだけではなく物を介するので、コンピュー
ター上だけなく、人が仲介した方がいいと思うからです。
安田●マスコミの中でも番組を作るエンターテインメント

系を希望しているのですが、これは20年後も絶対にある
と思います。番組は人間が日常でおもしろいと思ったこと
を落とし込んで、人間の手で作っていくものです。扱う情

安田●夏休みにインターンへ行くとき、母はあまり体調が
と背中を押してくれたので、とても感謝しています。

植田●感謝することが多いです。いつどんな会社を受ける
のかを伝えておけば、面接前に「この会社、こんなことも
してるんだね」と、確認も兼ねていろいろ話してくれまし
た。知らなかった情報などもあって、とてもありがたかっ
たです。

鈴木●感謝しているのはお金の支援です。あとは受ける企
業を批判されなかったこと。反対に少し嫌だったのは、応
援メールを重荷に感じてしまうことがあったことです。

田中●お金に関しては感謝の言葉しかありません。一人暮
らしをしているのですが、母親に電話をして愚痴や話を聞

報なども人間が活動して生まれていくものなので、機械に

いてもらえたこともありがたかったです。ただ就活のフ

は絶対にとられない仕事だと思います。

ローをまったく理解していなかったのは少し面倒くさいと

加藤●あると思います。トラクターの営業職ですが、人間
がお米を食べ続ける限り、トラクターは必要だと思うから
です。農家の方は、日本／途上国関係なく機械に抵抗のあ

感じました。

畑中●親に感謝をしているのは、やはり交通費を出してく

れたところです。B to B の企業を中心に受けていました

る方が多いので、そういった意味でも人間がフェイストゥ

が、知らない会社について父親が教えてくれたのが助かり

フェイスで話すことが大切だと思います。

ました。ただ、受ける会社の規模が小さいと批判的な意見

畑中●パッケージデザインの仕事もあると思います。た

だ、ストローがプラスチックから紙に替わっていくよう

をいわれたり、面接でのやりとりを話すと「それではだめ
だろう」といわれることが多く、嫌な思いをしました。

に、環境的な問題から商材は少しずつ変わっていくのかな
DOSHISHA UNIVERSITY
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なぜ、「自分で決める」子は活躍するのか。
～トップランナー塾600名のOB・OGのデータから導き出す、「将来活躍する」就活のしかた～
トップランナー塾の塾長として、

これまで多くの就活生を送り出してきた秋山さんに、
子どもが入社後に活躍できるようになるための

保護者ができるサポートについてお聞きしました。

トップランナー塾
塾長

秋山 理二郎 氏

AIに知的領域が侵され始めた今、
より一層自身を高める努力が急務に。

いく領域でしょう。反対に、このどちらかを磨いておかな
ければ、50～60代になったときにできる仕事がない、あ
るいは仕事を自由に選択することができず、やりたくない
仕事しかあてがわれなくなってしまいます。しかもその頃

はっきりいって、ビジネスや就職活動における過去の常

の日本は超少子高齢化が進み、年金システムは破綻してい

識は一切通用しない世の中になりました。人類の歴史は、

るでしょうから、市場価値を持たない人間は嫌な仕事でも

「できるだけ人が楽できるように」という技術革新を続け

しないと生きていけなくなります。

た結果、様々なことが自動化され、人が汗水たらさずとも

「発想力」は先天的なものが大きいですが、「マネージメ

よくなりましたが、結果的に人間が必要ない終着地点に向

ント力」は努力して伸ばすことができます。「マネージメ

かって流れ始めてしまいました。単純作業を機械化してい

ント力」は、「コミュニケーション能力」と「人柄」に集約

た頃はそれだけで仕事がなくなる人は稀でしたが、AI の

され、就職活動で見られているのもこの二つといえます。

スペックが飛躍的に上がっている今、これまで人間が行っ

トップランナー塾に通って就職に成功した人たちに共通

てきた知的な仕事まで侵されるようになってきています。

するのは、「書く」・「聞く」・「話す」といった能力を磨い

さらに、現在の日本の就労者のうち、全体の４割が非正

ていることと、「友達になりたい」と思わせるような人間

規雇用です。いずれ自動化できる簡単な仕事しかできない

性を持っていることです。彼らはともすれば自分の利益だ

人ほど、企業は非正規で雇用したがります。きわめて有能

けを追求しがちな就職活動においても、「自分だけでなく

な人間以外は職を失いかねないというのは、私を含め人ご

まわりの人も得になるようなことをしよう」と、俯瞰的な

とではありません。
「なくなった仕事の分、新しい仕事が

視野を持てている子たちばかりです。トップランナー塾で

生まれていく」という人もいますが、それは高い知能と人

は、たとえば「飲み放題の店で飲みきれないほどのドリン

間性を兼ね備えていないと務まらない難しい仕事が生まれ

クを頼んで残して帰るようなやつにはなるな」といったと

るだけで、誰もが簡単にできるような新しい仕事はほぼ生

ころから教えています。そのようなことをする人がマネー

まれてこないでしょう。現代の若者は親世代の何倍も自分

ジャー職に就いたり、ましてやリーダーになることは難し

を高める努力をしないと、いい生活が送れないどころか、

いと思うからです。些細なことですが、そういった他者へ

生きることさえ難しくなるような厳しい時代を迎えていま

の気遣いを習慣化することで、「自分さえよければいい」

す。

という精神から脱却できるようになります。

今後活躍するために、
「人柄」と
「コミュニケーション能力」を磨いて。

「自分で決めさせること」こそが、
親ができる最大の支援。

これからの社会で必要とされるのは、
「発想力」と「マ

お子様に活躍する人間になってもらうためには、「自分

ネージメント力」です。これ以外は今後 AI に超えられて

で決めさせること」に尽きます。人生の大切な選択を親に
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アレコレと干渉されて、その後大物になった学生は、これ

う。だからこそ、自分たちの表面的な知識による未来予測

まで約600人見てきた中で１人もいません。素直に伸びて

とアドバイスがいかに役に立たないかということを、私た

人を引きつける子は、もれなく「あなたの人生なんだから

ち大人は謙虚に認識しないといけないのです。

あなたの好きにしなさい」といわれて育っています。私自
身の経験でも、親から「お世話になったらお礼をいいなさ
い」とか「迷惑をかけたら謝りなさい」といった基本的な
礼儀はうるさくいわれましたが、
「なんでこんな点数しか

自分で決めたことは失敗もプラスに。
子どもの挑戦を長い目で見守って。

とれないの」といった結果に関することは一度もいわれま

今後は「書く」・「聞く」・「話す」の能力が高く、かつ

せんでしたし、大学は転学した上に留年までしましたが、

「性格がいい人」が求められるようになると思います。そ

「こっちの方がいいからこっちの道を選びなさい」といっ

してこれらの能力は、基本的に「生きた経験」からしか伸

たような、人生選択の誘導を一度もされたことがありませ

ばしていくことができません。人生においてどのような選

ん。
「あんたの人生やし好きにしなさい。その代わり、自

択をしても、いいことしか起こらないという保証はありま

分で責任をとりなさい」ということです。うるさく干渉す

せん。しかし、自分で決めた道であれば納得感があるの

ることは子どもの自己肯定感を下げるだけでなく、この

で、プラスの経験もマイナスの経験も、すべて糧として加

先、人生で必要となる能力を奪い去ります。お子様の就職

算されていきます。しかし、人に強制されたり誘導されて

活動への援助としては、金銭や生活面のサポートに留めて

選んだ結果は、他者に責任を押しつけてしまうため、ほと

いただきますようお願いしたいと思います。

んど実になりません。そうやって伸びる機会を逸している
うちに、どんどんまわりと差がついていってしまいます。

２年前の常識は今の非常識。
固定概念を捨てて、干渉は控えめに。

「これをやっておいたら安心」というスキルや職種はすで

例えばメガバンクがこれほど大量にリストラすることを

てあげてください。それが最高の愛情です。たとえ失敗し

５年前に予測できていたでしょうか。世の中があまりに高

たとしても、「寝る場所とご飯はちゃんとあるから、安心

速回転している現代では、２年前の常識は今の非常識と

しなさい」とあたたかく見守っていただき、「思い切って

いっていいくらいに、未来が予測できなくなってきていま

飛び込んでおいで」と背中を押していただけたら、本当に

す。

ありがたいと思います。

に世の中にはなく、人としての本質を伸ばしていくしか道
はないのです。だからこそ、お子様にはぜひ自分で選ばせ

４年前、トップランナー塾の塾生で同志社大学の学生が

失敗のない人生こそ失敗といえます。愛情を持ってお子

いました。彼は親に過干渉されていて、主張しても聞いて

様の挑戦を長い目で見守ってあげてください。そのとき、

もらえない、親に人生のレールを敷かれたタイプの学生で

お子様は本質的な力を身に付け、自分の好きなことを選べ

した。彼は大手銀行と六本木ヒルズにある IT 系のベン

る人生を送れるようになるのではないかと思います。本日

チャー企業に内定を得、彼は IT ベンチャーに行きたがっ

はありがとうございました。

ていたのですが、母親に「そんなわけのわからない会社は
やめなさい。銀行の方が安心だし、世間体もいいから」と
強制に近いアドバイスを受け、最終的に銀行に入りまし
た。この母親は今、何を思っているのでしょうか。
また、
「インフラなら安定しているから大丈夫」と思う
方もいるかもしれません。確かに現時点では安定していま
すが、日本は毎年40万人ずつ人口が減っていっています。
通信インフラの発達によって、そう遠くない将来、3D ホ
ログラムによって遠隔地にいても会えるような仕組みが
きっと開発されるはずです。そのときに、飛行機、電車、
高速道路はどれほど必要なのか。手に職の代表といわれた
通訳の仕事も、Google 翻訳の性能の伸びを見るにつけ、
そのうちアプリ一つで通訳できる時代が必ずくるでしょ
DOSHISHA UNIVERSITY
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2018. 8. 25 父母会／高松会場

経済学部の学びの特徴と父母会
谷村 智輝（経済学部長・教授）
父母会行 事
の中から

皆様こんにちは。本日の父母会開催にあたり台

いるのは、
「同志社の経済学部の良さは何ですか？

風20号の影響が心配されましたが、幸いにも台風

国立大学と比べて特徴は何ですか？」という、か

一過、晴天に恵まれました。暦の上では夏から秋

なり率直な彼らの質問です。

へと移りゆくところ、今年の暑さは格別で一向に

日頃接している学生は、学部の選択を既に終え

収まる気配がないのに加えて、各地で災害も多発

た者であり、彼らに「なぜ同志社の経済を選んだ

しております。とくに中国・四国地方では、７月

の？」と尋ねることはあっても、上記の質問を受

の記録的豪雨によって甚大な被害がありました。

けることはまずありません。どう回答したものか、

この場をお借りして、まず、被災された皆様にお

やや戸惑いました。まず、お伝えしたのは、①「京

見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興

都」にあること、②日本全国から多様な学生たち

と日常生活の安定を心より祈念致します。

が集まっていること、③卒業生も多く業種や地域

同志社大学でも６月の大阪府北部地震と７月豪
雨を受け、２度の休校を余儀なくされました。学

の教育理念は普遍的な価値を持っていることです。

生および教職員の安全と鉄道の計画的運休等をふ

ここでひとつ補足しておきますと、①「京都」に

まえての措置ですが、災害への備えに関する社会

あるということは、単にロケーションの問題では

認識や社会環境も大きく変化していることから、

なくて、大学のまち、つまり学生が「主人公」で

大学の危機管理体制が十全かどうか、検討する契

ありそれゆえ学生が過ごしやすいまち、というこ

機ともなりました。これらの経験を踏まえて、今

とが大切です。周囲にたくさんの大学が所在し、

後より一層適切な危機管理体制の構築に向けて、

単位互換や図書館利用など他大学との共通サービ

本学ではいま議論が進められています。

スが組織的に用意され、学生であることで受けら

同志社大学の魅力

18

を問わず多方面で活躍されていること、④創立者

れる優遇サービス（例えば京都市キャンパス文化
パートナーズ制度など。詳細は『スチューデント

ところで、同志社大学では毎年８月にオープン

ハンドブック』（平たくいうと学生手帳）を御覧

キャンパスを開催しています。７月29日の京田辺

ください）もあります。そうした制度にとどまら

キャンパスでの催しは、台風の影響で中止となり

ず、京都は学生を育ててくれるまちであることは、

ました。一方、８月５日に今出川キャンパスで開

暮らしてみると容易に分かることです。

催されたオープンキャンパスでは、おかげさまで

もっとも、これらは経済学部に限らず、同志社

多数の来場者があり、学部紹介や模擬講義、キャ

の魅力というべきものが数多く含まれています。

ンパスライフを体験されました。私自身、経済学

そこで、経済学部の特徴・魅力とは何か、考えさ

部の個別相談ブースで受験希望の生徒さんからい

せられます。私見では、第一に、そもそも経済学

ろいろ質問を受けましたが、そこで四国の高校生、

は、社会科学の「女王」と呼ぶにふさわしく、社

徳島から来られた男子３人組と出会いました。純

会科学の知的共通基盤を与えるような性格がある

朴で明るい皆さんでしたが、とくに印象に残って

ように思います。昨今、様々な学部が新設され名

父母会行事の中から

1

経済学部の学びの特徴と父母会

講演
Lecture

称から何を学ぶのか推し量ることが困難な場合も

んです。父母会結成の経緯は大学によって様々で

しばしばありますが、社会的な課題を研究対象と

すが、ひとつの大きな契機は、戦後（1947年）の

する限り、経済学の知の要素は不可欠です。そう

「新制大学」の誕生にあります。それまでの高等

いう意味で経済学（部）の学びは一定の汎用性が

教育と大学教育のあり方が大きく変わったため、

あります。

ご家庭からすると学生がどうやって卒業していく

経済学部の特徴
そこで本学経済学部の特徴を改めて考えると、
第一に、経済学のコア科目を基軸としながら、歴
史、思想、文化、エコロジー、情報、これら多様

のかが全くわからない。そこでご家庭と大学を架
橋する役割として一部の大学で父母会組織が設立
されました。大学とご家庭をつなぐということは、
父母会の第一義的機能です。
加えて、ご父母の力を結集し我が子と同じキャ

な分野をも網羅しそれらがバランス良く配置され、

ンパスで学ぶ学生全体を支援することが、第二の

経済学という専門知に基づいた教養を幅広く学ぶ

機能です。例えば、経済学部父母会では、「父母

ことができるということに注目できます。他大学

会文庫」を組織して、テキストの購入支援を続け

の経済学部と比較したとき、この点は本学経済学

てこられました。その始まりは高度成長につづく

部の大きな特徴であると思います。また、こうし

不況期であったと聞いています。先に申し上げま

た特徴は、長年の研究・教育の積み重ねで形成さ

したように、現在の大学教育は、正課と課外との

れてきた遺産であり、われわれが大切に守り且つ

適切な連携に基づき、学生の状況に応じたきめ細

発展させていかねばならないものと考えます。第

やかで柔軟な教育が求められています。一方、大

二に、こうした専門知の修得のうえで、学生の主

学教育に対する国家的補助は財政難を反映して厳

体性を信頼して数々の主体的学びの課外プログラ

しさが増しています。父母会が組織として学生の

ム（海外インターンシップ、ディベート大会、ビ

勉学や学生生活を支える仕組みを学部と共に考え

ジネスプラン大会、学生プロジェクト etc.）を用

ていただければ幸甚です。

4

4

4

4

4

意し、正課での学びを補強・発展させる仕掛けを
学部独自に用意しています。ちなみに、他者との

ところで、日頃父母会の活動に参加させていた

関わりのなかで知識、技能、価値観を総合的に活

だいている一教員の実感として、私が学生だった

用する力は、課外活動を通じて効果的に育まれる

頃とは大きく異なり、現代の大学生の親は学生の

ものであるとの研究結果があります。こうして、

よき先生であり、先輩であり、友人であり等々、

正課と課外の有機的連携が、大学教育において重

多様な機能を期待されているように思われます。

要な機能を果たしていると考えられます。なお、

親自身にも個人的生活領域があるのは無論のこと、

四国出身の学生さんであれば一人暮らしが不可避

職場や地域社会等、家庭の外で様々な機能を果た

ですが、企業人は一人暮らしの経験を一定評価す

していらっしゃることをも考えると、よき親であ

るようです。一人暮らしは、ある種の「課外活動」

ることはなかなかに難事業に思われます。そこで

という性格を持つかもしれません。

父母会の第三の機能とは、大学生の親としての悩

以上のような、正課の学びと連携を保ちこれを

みやよろこびを共有することにあると考えます。

発展させるための課外活動には、様々な外部資源

父母会の活動を通じてご家庭同士の情報交換が促

（人的および資金的）の活用が不可欠です。そこ

進され、それによって学生諸君の学園生活が充実

で、父母会の皆様にも、是非、益々のご支援・ご

されればと存じます。

協力をお願い申し上げます。冒頭、岡山支部・支

ともあれ、今後とも同志社大学経済学部の教育・

部長様からお話しがあったように、経済学部父母

研究になお一層のご支援を賜りますよう、どうぞ

会は、本学の中でも特に長い歴史を有し活動が盛

宜しくお願い致します。

DOSHISHA UNIVERSITY
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2018. 9. 1 父母会／岡山会場

学生生活と学業成績について
角井 正幸（経済学部教授）

皆様、本日は経済学部父母会岡山支部会にお集

さて、いま見ていただいた時間割の例からも分

まりいただきありがとうございます。ご紹介にあ

かります通り、大学では毎日朝から夕方まで授業

ずかりました、同志社大学経済学部の角井と申し

が詰まっているわけではないので、空いている時

ます。本日は私の方から、少しばかり学生さんた

間や夕方以降にクラブやサークル、アルバイトと

ちの学生生活と学業履修についてのお話をさせて

いった学業以外の時間を活用することになるわけ

いただきたいと思います。

です。そこで「授業に縛られない時間」をしっか
りと過ごせているかということが問題となります。

本日お越しいただいているご父母の皆様は、１
年次生の親御さんから４年次生の親御さんまでお

が、この例のような時間割ですと春学期に24単位、

られるかと思います。それぞれの学年によって興

秋学期に24単位で、合わせて１年間で48単位を履

味関心のあることが多少なりとも違ってくるので

修することになります。全体的な傾向からします

はないかと思いますが、２年次生以上の親御さん

と、１年次生の間は比較的単位取得が順調な人が

につきましてはこのあとの個別面談の機会もござ

多くなっています。逆にいえば、１年次生の時点

いますので、まずは１年次生の親御さんに向けて

で単位取得につまずいている場合は問題です。

のお話からさせていただこうかと思います。

20

成績表の見方については後ほど説明をいたします

それでは、どのような学生さんが１年次生のと

この春に同志社大学経済学部に入学された１年

きから授業につまずくのでしょうか。もちろんさ

次生の皆さんは、入学直後の初めての登録に始ま

まざまな要因があるのですが、いくつか目立つ要

り、初めての大教室の授業、初めての期末試験を

因を挙げてみます。

経て、間もなく初めての成績通知が待っていると

①大学の単位はもう少し楽に取れると思っていた

ころです。経済学部のカリキュラムでは１年次生

②大教室の授業に慣れなかった

の春学期には主に「導入科目」という科目を履修

③授業以外の活動に熱心になりすぎた

することになっています。もちろん語学の授業も

といったことがあるかと思います。これらの意見

あります。一般的な１年次生春学期の時間割は前

は、成績が芳しくない学生さんたちとの面談の際

のスライドのようになっていますが、見ていただ

に聞こえてくるものです。①の「大学の単位はも

いてわかるとおり、おおよそ１日に２科目から４

う少し楽に取れると思っていた」という学生は、

科目の授業を受講するというペースになります。

結局のところこのように考えていたので授業に出

ちなみに、秋学期も含めた一般的な時間割は次の

ていなかったということなっています。そして、

スライドのようになっており、秋学期には「基礎

このような考えは③の「授業以外の活動に熱心に

科目」
が始まることでもう少し内容が本格的になっ

なりすぎた」とつながっている場合も多いです。

ていきます。ただし、ここに示しているのは時間

ここでいう「授業以外の活動」はクラブ・サーク

割の例ですので、個々人の科目登録によって少し

ルもありますが、アルバイトが原因となっている

ずつ違った時間割となっています。

ことが往々にしてあります。アルバイトは社会経

父母会行事の中から
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験を積む上で必要不可欠なものであることはいう

果が高いといわれていますし、たとえば個別指導

までもありませんが、中には平日の昼間からアル

のような授業の形態に慣れている学生さんにとっ

バイトに励んでいる学生もいます。そして、なに

ては大教室の授業に慣れることは難しいかもしれ

よりも深夜のアルバイトが問題です。時給がよく

ません。とはいえ、高校までの授業をイメージし

授業時間と重ならない深夜のアルバイトは学生さ

ていただいて、30人規模の授業について考えてみ

んたちにとって魅力的なものかもしれませんが、

ます。このような形式の授業では、たとえ30人規

アルバイトに励んで単位取得がおろそかになった

模でも自分用にカスタマイズされた授業は提供さ

学生さんのかなりの割合が、深夜のアルバイトで

れません。そしてそれは、300人のクラスであっ

疲れて昼間の授業に出ていなかったといいます。

ても同じことです。これは、自分が学生であった

そしてなりより問題なことは、このような形で生

ときのことを思い出して思うことですが、結局30

活リズムが乱れてしまっていることです。これは

人の授業であっても300人の授業であっても、自

アルバイトによるものだけではないのですが、大

分がその授業に、さらにいえば教壇に対してどの

学生活が始まって、特に親元から離れて一人暮ら

ように向き合っているかが問題になるということ

しをしていると生活リズムが乱れがちです。この

です。

生活リズムの乱れは、（少しいい過ぎですが）大
学の学習における最大の敵です。「宵っ張り」で

ここで少し話題を変えて、今年の「基礎演習」

朝の動き出しが遅いのは学生さんの特権ではあり

の授業での学生の反応についてお話したいと思い

ますが、
この生活リズムの乱れが生活の乱れになっ

ます。私のクラスでは、最終回の授業で学生さん

てしまわないように気をつけなければなりません。

に半年間の大学での学びを経て感じていることを

離れて暮らしておられる親御さんとしてはなかな

整理してもらうようにしています。そこではいく

か難しいところもあるのですが、「朝」起きてい

つかの質問に答えてもらうのですが、その中に現

るのかということに気を向けていただければと思

在（１年次生の春学期終了時点）の自分の立ち位

います。もちろん、先ほど見ていただきましたと

置を示すようお願いしています。具体的には、横

おり、時間割の組み方によって毎日１講時から授

軸に「経済学部の授業が入学前のイメージ通りで

業があるわけではありませんので、高校までのよ

あったか」、縦軸に「経済学部の授業は面白いと思っ

うに登校時間が決まっているとか、朝練のために

たか」の座標軸に自分の位置を示すというもので

朝６時半に起床するということではないかもしれ

す。

ません。しかし、昼過ぎや、場合によっては夕方

その結果は、ある意味ではショックであり、あ

に起き出してくるという生活は問題です。離れて

る意味では予想通りのものでした。実際に彼らが

暮らしておられると確認のしようがないのですが、

示した自分の立ち位置は、この図の下半分に固まっ

たとえば、ご家庭の方針が許すのであれば、生協

ており、真ん中よりも上には数人のみという状況

のミールシステムで朝ご飯を食べれば親御さんの

でした。この結果は年によって傾向が異なるので

元にその通知が行くことになってるかと思います

すが、今年はたまたまこのような結果になりまし

ので、そのようなこともご活用いただけるのでは

た。このままでは経済学部での学びが面白くない

ないかと思います。

ものということで話が終わってしまいますので、

さて、
先ほどの②の「大教室の授業に慣れなかっ

この自分の立ち位置からどのようなことを考えて

た」にはまだ触れていませんでした。大教室の授

もらうのかについてご説明します。たとえば、
「Ｘ

業は大学にはついてまわるものですが、最近の学

財の需要曲線と供給曲線はこのような関数で表さ

生さんの話の中でこのようなことを耳にするよう

れている」ということを授業で学んだとして、こ

になりました。もちろん、少人数の授業は教育効

の内容に「面白い」と食いついてくる学生はそれ
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ほど多くはありません。もちろん経済学部で学ぶ

そして経済学部での学びが社会を見る目を養うこ

経済学はこれだけではありませんので、経済学の

とにつながっていることを理解するという点です。

モデルそのものに興味を覚える学生もいるはずで

自らの興味関心が社会のどの面にあるのかを理解

す。
ただここで問題としたいことは、経済学が思っ

することでゼミ選びの方向性が明確になりますし、

たよりも実践的でないと感じて面白くないとした

大学での学びがどのような意味を持っているのか

学生さんについてです。多くの学生さんが経済学

を自覚し、それに向かってどのような姿勢で取り

部では経済学を学ぶというイメージをもって入学

組んできたのかを意識できていれば、自分の強み

し、その経済学が面白くないと感じられた場合、

や目指すべき進路を把握することにつながるから

経済学部に入って失敗したと思ったまま４年間を

です。

過ごすことになりかねません。
先日、ミクロ経済学を教えておられる先生が、

さて、最後に学業成績についてお話をしておき

ミクロ経済学を学べば、たとえば二酸化炭素の排

たいと思います。まず、いうまでもありませんが、

出権取引の効果や意味がわかるようになるという

卒業に必要な単位数は124単位で、１年間の登録

ことを知ってもらいたいとおっしゃっていました。

上限が48単位ですから、すべての単位を順調に履

これは、二酸化炭素の排出権が需要と供給の関係

修していれば３年次生までに卒業必要単位を揃え

のもとで売買できるからです。とすれば、たとえ

ることができます。このように単位取得が順調で

ば環境問題や環境経済学に興味のある学生さんは、

あれば、４年次生では就職活動と卒業研究に集中

経済学というベースとなる考え方のもとで自分の

し、それ以外に「もっと学びたいこと」に取り組

興味のある分野の学修に取り組むことになってい

む余裕が生まれます。ただし、ここまで順調に単

きます。あくまでもこれは一例で、他の分野に興

位を取得する学生さんは少数派です。『父母会報』

味のある学生さんはまた別の進む方向を考えるわ

の18ページを見てください。３年次生終了時点で

けですが、いずれの場合も、経済学部では経済学

124単位以上取得している学生さんは17％です。

を基礎として社会を見る目を養うことが可能にな

その一方で、半数の学生さんは３年次生終了時の

るということをご理解いただきたいと思います。

登録上限（144単位）の８割程度（116単位程度）

実際、先日４年次生のゼミ生から聞いた話なので

の単位を取得してます（表の３段目：114単位で

すが、経済学部で学んできたことで新聞やニュー

累積62％）。ですから、全く単位を落とさずに３

スを見たときにある程度内容がわかるようになっ

年間を過ごすことはなかなか難しいかもしれませ

ていたとのことでした。

んが、「ほとんどの単位を取っておく」というの

もちろんこのような話は学生さんたちに理解し

が一般的な学生さんの姿です。そして、先ほど１

てもらうべき内容ですが、もしお子さんが経済学

年次生の単位取得は全体的には順調だというお話

部での学びに興味を持てないと悩んでおられる様

をしましたが、この表（下段の表の左端）にある

子であれば、世の中の何に対してであれば興味を

ように、半数以上（55％）の学生さんが９割（43

持てるのかを問い直してみてはどうかとアドバイ

単位）以上の単位を取得しています。ですので、

スをしていただければと思います。

繰り返しになりますが、１年次生のときからすで

ここまで１年次生の学びをベースに経済学部で

に単位取得がままならない場合は要注意です。た

の学びにについてお話をして参りましたが、これ

だし、まだ１年が終了しただけですので、挽回は

らの内容は、実は２年次生以上についても同じこ

可能です。

とが当てはまります。具体的には、生活リズムを
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整えて大学生活を送る、自分自身が授業に対して

ここで「成績通知書」の見方について説明をい

どのような姿勢で取り組んでいるかを自覚する。

たします。２年次生以上の親御さんの手元には成
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績通知書が届いているかと思います。１年次生の

得のとの関係を示していませんが、当然のことな

親御さんにはまだ届いていないかと思いますが、

がら GAP が高い学生さんは単位取得も順調であり、

ここでチェックポイントをご理解いただいて、秋

単位取得ができていない学生さんは GPA も低く

に成績通知書が届いた際にご確認いただければと

なる傾向があります。なお、GPA 自体は卒業要件

思います。まず、特に１年次生・２年次生では語

にはなっていませんが、派遣留学の応募の際には

学等（１年次生春学期は「基礎演習」も）出席が

必須の条件となる場合が多いですし、ゼミ選考の

重視される授業がありますので、その成績できち

際にも判断材料に用いられる場合があります。

んと授業に出ているかがある程度把握できます。

そして、もう１つご注意いただきたい点は「直

そして、成績通知書の右下に「単位取得表」と記

近 GPA」の欄です。これは前学期の GPA を示し

載された欄があります。本来はそれぞれの枠内で

た欄ですが、ここが全体の GPA（累積 GPA）と比

決められている卒業に必要な単位数がございます

べて極端に落ちている場合、たとえば０点台となっ

ので、細かく確認する場合はそれも見ていただく

ている場合は、その学期、急に学業をおろそかに

必要がありますが、これは学生さんご本人が把握

したということになります。もちろん、休学をし

すべきことだと思いますので、ここでは省略いた

て留学に行っていたなどで直近 GPA が0.00とな

します。先ほど申し上げたとおり、総取得単位数

るような例外はあります。

が順調に進んでいるかをご確認ください。
それに加えて、GPA もご確認ください。GPA は

親御さんのもとを離れておられる学生さんの学

Ａの４点からＦの０点までの成績の加重平均を取っ

生生活を把握することは難しい面もあり、ご心配

たもので、最高点は4.00となります。先ほど見て

のこともあるかと思いますが、以上見て参りまし

いただいた『父母会報』18ページの上の表を見て

たとおり、たとえば成績通知書を確認することで

いただくと、各学年の GPA の中央値はおよそ2.2

順調な学生生活を送れているのか、また学生生活

程度となっています。ですから、お子さんの GPA

につまずいているのかを把握することができる場

がそれよりも上であれば比較的成績が良好、下で

合があります。そのためにも、今回の父母会での

あればそれほど成績が良好とはいえないというこ

情報交換をご活用いただき、いずれの学生さんも

とになります。そして、GPA が３点台であればお

充実した学生生活が送れるようにサポートをいた

よそ成績上位12％～15％となりますので、極めて

だければと思っております。

成績が良好となります。この表では GPA と単位取
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2018. 8. 4 父母会／富山会場

富山県への UIJ ターン就職について
谷村 和則（富山県総合政策局

皆さん、こんにちは。ご紹介に預かりました、
富山県総合政策局企画調整室でＵターンの担当を

富山県の住みやすさ、暮らしやすさ

地方父母会
での就職講演

させていただいています谷村です。大学は京都の

１点目ですが、住みやすい、暮らしやすさのデー

大学にいっていまして学生の時、友人たちと「鱒

タ、働きがいのある富山県、富山県は「就職率」

寿司がおいしい」、「富山県は宇奈月温泉が有名だ

が全国でトップクラスであることを示しています。

ね」という話をしていましたが、若干、他県に比

公表している20県中、２位ということで就職率は

べると知名度が低いのでは、と思うことがあった

高い。私が就職したのはこの頃ですので今の学生

ような気がしています。３、４年前、国に出向す

は羨ましいなと思っています。
「若者の正規雇用率」

る機会がありまして、そこでも全国からいろんな

も全国ナンバー１、それだけ富山県には働きがい

出身の方が集まっていましたが、「最近、富山県

のある企業、そして雇用先がいっぱいあるという

は勢いがある、北陸新幹線が開業して観光地もいっ

ことを示しています。収入も豊かな富山県。意外

ぱいある。富山県には路面電車もある。勢いのあ

に皆さん、ご存じないかもしれません。所得は一

る街だね」と次々にいわれ、世間の見方が、ここ

般的な給与でいうと大企業が集中している東京や

数年間でガラッと変わってきているのかなという

首都圏を中心に高いのはあたりまえですが、家計

印象を持っております。ほかにも環水公園があり、

収入、二人以上の勤労世帯の実収入を見ると富山

最近、その隣にも富山県美術館ができまして多数

県は共働き家庭が多いこともあって家計収入は月

の方が、県外だけでなく、国外からもお越しいた

あたり約60万円で全国８位。その中で可処分所得、

だき、誇れるものがいっぱいある。ぜひ皆さんも、

給料から社会保険料とか税金を引かれた手取り収

富山県は世間から注目されている県であるという

入が全国３位。28年の調査ですが、その前は全国

ことをご子息の方にお伝えいただければと思って

トップでした。それくらい富山県は魅力的な職場

います。

がある。男性も女性も働ける職場がある。年収1,000

今日のお話は３点ありまして、まず１点目は「富

万円だった場合、一人で1,000万円稼ぐのと二人

山県の住みやすさ、暮らしやすさ」です。簡単な

で500万円ずつ、合算して1,000万円であれば社会

データ紹介をしたいと思います。ご承知のデータ

保険料や所得税を考慮すると、一人でいっぱい稼

もありますし、「えっ、そうだったの」というこ

ぐよりも二人で同じくらい稼いだ方が可処分所得

ともあるかと思います。二つ目として「富山県の

は高い。所得は高いが、物価水準が低い。東京は

U I J ターン就職に向けた取り組み」です。県で行

105.2ポイントで全国平均より５ポイントくらい

うさまざまなＵターン就職に関するホームページ

高い数字ですが、富山県は全国水準より低い。所

のサイトやイベント、支援制度等を紹介したいと

得が高いのに物価水準が安い、その分だけ豊かな

思います。時間があれば「富山県内の企業の魅力」

生活を送ることができるということです。

についてもご紹介したいと思いますが、２番目の
話を中心にしたいと思います。
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「男性も女性が活躍できる富山県」。よくいわれ
るのが、都会と違って「待機児童０」、勤続年数
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も女性が全国で２位です。ご承知のとおり、富山

力が失われますが、人口構成も問題です。高齢化

県の持ち家率はナンバー１です。持ち家をもてる

社会といわれてどんどん65歳以上の人口が増える。

ほど富山県は豊かなのかなと思います。土地を一

今は３割なのが2060年には４割以上の方が高齢者

から買ってハウスメーカーに頼んで建物を建てる

というデータが出ています。それに伴い、15～64

となるとそれなりにお金が必要です。そういった

歳の生産年齢人口がどんどん減っていき、人手不

観点からも持ち家率が高いということはしっかり

足が顕著になってきています。そこを何とか食い

とした収入があることではないかと思います。京

止めなければいけないと富山県では U I J ターン就

都から戻ってきて一人暮らしを引き続きしたいと

職、移住政策に力を入れて若い人に本県に戻って

いう方もおられますが、東京の家賃と大阪、名古

きていただき、富山県を盛り立てる取り組みを行

屋の家賃を比較して、３大都市圏と比べると富山

なっていこうと考えております。

県の家賃は低い。富山市の中心部１LDK でも５、

20～24歳の社会移動の状況をみると男性は比較

６万円で済むと思いますが、京都ではそれくらい

的、戻ってきてくれていますが女性は徐々に減少

でいい物件はそれほどないのではないかと思いま

傾向にあるものの転出超過です。一方で、富山県

す。私も住んでいた時は５万円か６万円でしたが、

出身学生のＵターン就職率は年々上昇しており、

そんなにいいところで住んでいなかったという記

今は58.2％、６割の方が本県に戻ってきています。

憶があります。

富山県独自調査なので全国と比較はできませんが、

富山県はコンパクトな県で通勤時間は７割の方
が30分未満で通勤できる。東京など大都市圏では

過去のデータ等から見ると比較的、富山県はＵター
ン就職してくれる率が高いと思っています。

30分以内で通勤できる人は３割。満員電車でギュ

今は大学３年生の７月ぐらいからインターンシッ

ウギュウになって着く頃には疲弊しているという

プを行い、その後、自己分析、仕事の理解、業界

人たちから比べると富山県は自家用車でも通えま

研究、企業研究を重ねて ES（エントリーシート）

すし、渋滞は比較的少ないと思いますので通勤も

作成などの準備を進めます。経団連の指針では３

しやすく、その分、時間のゆとりができるのでは

月に就職活動が解禁になります。しかしながら、

ないかと思います。

これは経団連の指針であって経団連に加盟してい

富山県のU I Jターン就職に向けた取り組み

ない企業等の選考活動は３月を待たずに行なわれ
ているもの事実だとお伝えしておきたいと思いま

本県の U I J ターンに関する施策をご紹介したい

す。それに伴い、県のイベントも様々に行ってい

と思います。なぜ富山県が U I J ターン就職に取り

ます。まず県の運営しているサイトの紹介をした

組むのか、その背景についてです。人口の分布図

いと思います。Ｕターン就職支援ウェブサイト「と

によると、富山県の人口のピーク時は1998年（平

やまＵターンガイド」、これはいわゆるマッチン

成10年）には112万6,000人だったのが、平成10年

グサイトです。また、県ではさまざまな就活イベ

をピークに減少に向かっています。最新の数字は

ントをやっていますがメール配信にて情報をいち

105万6,000人、これからどんどん人口は減ってい

早くお伝えしております。続いて「中小企業の働

きます。U I J ターンに取り組む前、地方創生の部

く魅力発信サイト」。皆さんのご子息はもしかし

署で「東京一極集中に伴う人口減少課題にどう立

たら大企業を目指される方が多いのではないかと

ち向かうか」ということを担当していましたが、

思いますが、中小企業の魅力も知っていただきた

人口推計を富山県で出しまして、2017年で105万

いと思っています。大企業にはない中小企業の魅

6,000人が約50年後には何もしないと64万6,000人

力というのは必ずあるはずです。

まで人口が減るというデータがあります。これか

そして学生向けのサイト、
「富山の「しごと」
「く

らは人口減少社会です。人口が減るとその分、活

らし」魅力発見サイト」です。動画コンテンツを
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豊富に取り揃えたサイトです。その一つが「とや

務担当者と気軽に話せる機会があって大変満足で

ま女子の休日」です。学生へのアンケートで「ど

す」、「次も参加したい」という感想をいただきま

うして富山県に戻ってくれないの？」という答え

した。京都会場は百貨店近くのカフェで暑い中、

の一つに「富山県って遊ぶところがないから」と

39℃くらいになって汗だくでしたが、この時も20

いうのがあります。それは東京と比べればしょう

名弱の大学生に集まっていただき好評をいただい

がない話ですが、北陸新幹線が開業して東京に約

たと思います。このイベントは７月だけでなく、

２時間でいけます。社会人になると毎日遊べるわ

11月にも京都で行なうことにしています。ぜひ皆

けではないので、都会の魅力に触れたければ新幹

さん、声をかけていただければと思います。

線を使って東京にいく。では日常、富山でどこに

「とやま就活バスツアー」は、学生が実際に企業

遊びにいくか、皆さん知っているようで実は知ら

を何社か気軽に見学してみたいということで昨年

ないのではないかと思い、実際に県外出身の富山

度は６コース設けて１コース20名の学生に参加し

大学生と県外出身で富山県に就職した方とアイド

ていただきました。１日、３企業を回りましたが、

ルの中井りかさんといろんなところをめぐって「富

実際に参加した目的は何だったのかを学生に聞き

山県は実はこんな休日の過ごし方があるんだよ」

ますと「訪問企業の興味があった」、
「業界研究に」

と紹介した動画です。

とか「家族や学校のすすめ」もありましたとのこ

また、様々な富山県の企業を知っていただく入
り口の動画として、硬いところだけではなく、今
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とでした。今年は８月21、22、23日、28、29、30
日で応募しているところです。

の学生は福利厚生とか働きやすさ、社内の雰囲気

「元気とやま！父母向け就職セミナー」を９月に

も気にされるので社内食堂で女性同士がトークし

開催しています。石井知事が実際の働きやすさと

ているところなどを紹介する３分間の企業 PR 動

か富山県の将来像をお話され、去年は初めて経営

画も掲載しています。現在、48社掲載しており、

者の方にきていただきまして経営者視点からみた

今年度は新たに15社追加する予定です。

富山県の魅力を語っていただきました。学生の就

若い女性の社会動態を改善するのが政策のポイ

職活動と親としてのサポート方法については、専

ントですが、
「就活女子応援カフェ」を平成27年

門の業者に講演いただき、今後、就活を迎える学

度からやっております。今年の７月に東京、名古

生にどのようなサポートをすればいいかをご教示

屋、京都でも行いました。ざっくばらんに女性社

いただきました。９割近くの方が満足して帰られ

員と女子大学生の意見交換を女子会のイベントを

たということで「県内に知られていない企業を知

しています。男性がいくと、こうは話が弾まない

ることができた」、「わかりやすく、不安が解消で

と思いますが、実際の空気はこんな感じで女性の

きた」、
「子どもにどう伝えるかよい機会をえた」、
「親

社員と学生が、お茶やケーキを用意して話してい

としてどうサポートすればよいのか理解できた」

ただく。東京会場ですが、「日本橋とやま館」と

という声を頂戴しております。今年は富山会場は

いうアンテナショップがあります。その中の和食

９月24日に、高岡会場は９月29日に開催します。

レストランはま作にて20名に参加いただき、和や

あわせて今年から個別相談会を開催します。事前

かな雰囲気で学生の方は様々な質問されていまし

に電話予約が必要ですが、会場あたり先着10組限

た。参加されて「富山県の企業を具体的に知るこ

定ですので、ご参加、相談したいという方は早め

とができた」
、「福利厚生面、会社の雰囲気までい

に応募していただければと思います。

ろいろ教えてもらった」、「女性同士なので社員の

学生向けに就職セミナーをやっていますが参加

方にも質問しやすかった」という声をいただいて

者アンケートによると９割以上の方が満足してお

います。京都の会場では、
「参加してみて、もの

られます。11月、就職活動の準備編、２月に直前

づくり企業でも活躍できることがわかった」、「事

編を行なう予定です。京都でも行なうことにして

地方父母会での就職講演
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いますので、ご周知いただければと思います。
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せん。中小企業は上司と距離が近く、その分、や

「県の支援制度」についてです。交通費助成の制

りがいをもってすぐ働けるいい面もあります。中

度は、富山県で合同企業説明会をするにあたりお

小企業ではコミュニケーションが重要になってく

金がかかりますのでそういう方への県、労働局主

るとか、スペシャリストになれる魅力があります。

催の合同企業説明会に参加していただくと最大で

富山県にもいろんな企業がありますよという紹介

補助率２分の１で１万円を富山県から支援させて

です。動画サイトとともに見ていただければと思

いただく制度です。富山県のホームページにも詳

います。

細が載っております。合同企業説明会に参加され

「離職率」についてですが、全国から比べると

る時には「制度があるから見てみたら」といって

富山県は離職率が低い。「３年で３割辞める」と

いただければと思います。

いわれますが、富山県は若干低く、こういうこと

相談窓口の紹介ですが、富山くらし・しごと支

もぜひ皆さんのご子息にお伝えいただきまして、

援センターにて専門のスタッフを配置し、就職に

今後の就職活動のサポートをしていただけると本

関する疑問も質問、エントリーシートの書き方、

県としてもうれしいと思っております。どうもご

実際に面接も行なっています。キャリアセンター

静聴ありがとうございました。

でもやっているケースもありますが、順番待ちで

司会●谷村様、ありがとうございました。何かご

対応できないケースもあると聞いていますので、

質問ございませんか。先程、京都で就職セミナー

是非、悩み相談とかエントリーシートの添削、面

が行なわれる予定だということですがいつ開催さ

接の練習をお受けしたいと思っております。

れますか？

富山県の企業の魅力

谷村●京都では11月11日に女子カフェを行います。
あわせて近隣の場所で男性も女性も参加できるセ

「富山県の企業の魅力」のについては、傾向だけ

ミナーを11月に、２月に就職活動の直前編で就職

申し上げます。世界金融不況、リーマンショック

セミナーを京都でも行います。ぜひ参加していた

の後、有効求人倍率は上昇傾向にあります。全国

だければと思います。

平均より富山県は有効求人倍率が高くて最新の数

司会●ホームページをみればいいですか？

値でも全国上位です。今は実に２倍近い数値です。

谷村●「とやまＵターンガイド」に学生に登録して

職業別の有効求人倍率を見ますと職種別にばらつ

いただきますと、こちらからメールで発信します。

きが大きい。建設業は、５倍以上。事務職は0.7

ぜひ登録をお願いします。

倍です。企業の規模別では5,000人以上の大企業

司会●県でインターンシップが行なわれているか

では0.37倍で人を選べる状況です。人手不足で簡

と思いますが、ホームページから検索すればよろ

単に大企業に入れるのではないかと誤解する人が

しいですか？

たまにいますが、今も昔も大企業に入るのは難し

谷村●県の方で「インターンシップナビとやま」

いというのは同じです。企業の規模感によって全

というサイトを運営しています。県内企業のイン

然有効求人倍率は違うことは頭の片隅に入れてい

ターンシップ情報を掲載していますので、みてい

ただければと思います。

ただければ参考になるかと思います。

中小企業と一口にいいますが、ほとんどが中小
企業です。大企業は0.3％、従業員ベースでみて
も７割以上が中小企業です。大企業ですと、飛び
抜けて優秀な人、最初から幹部候補に選ばれる人

お問い合わせ先



富山県総合政策局企画調整室
U I J ターン促進担当

は別かもしれませんが、大きい仕事を早いうちか

〒930-8501 富山市新総曲輪１番７号

ら任せてもらうことはなかなか難しいかもしれま

TEL：076-444-4608

FAX：076-444-8694
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2018. 8. 25 父母会／高松会場

パネルディスカッション

「社会が求める人財とは～地元企業のリアルな声を聞こう～」

中村 愛美

西原 寿雄

小山 晃宏

（株式会社シーズ）

（株式会社ザグザグ）

（株式会社ハヤシ）

中村●株式会社シーズで学生支援チームのマネ

西原●こんにちは。このような貴重な場にお呼び

ジャーをしております中村です。まずは弊社のご

いただきまして誠にありがとうございます。ザグ

紹介をさせていただきます。株式会社シーズは岡

ザグで採用担当をしております。前職はリクルー

山に本社をおきまして、岡山、広島で就職支援を

トにいましてザグザグに転職してきて十数年です

メインの事業としている会社です。岡山で就職し

が、人材系の仕事に携わっています。今日はその

たい方向けの地元岡山就職サイト「オカジョブ」、

あたりの経験も踏まえてお話できればと思います。

香川バージョンの「カガワジョブ」、広島バージョ

後半のディスカッションではザグザグの話ではな

ンの「ヒロジョブ」という３つのエリアでサイト

く、就職に関するお話ができればと思っています。

を展開しています。この登録カードにて会員登録

ザグザグというと、お買い物にお越しいただいた

ができる仕様となっています。すべて無料で使え

こともあるかと思いますし、ポイントカードをお

るサービスですので、お子様にご案内いただけれ

持ちの方もおられるかと思います。まだもってい

ば幸いです。合わせて９月１日、岡山で３年生向

ない方はこの土日、10ポイントサービスをいたし

けのイベントをさせていただきます。夏休み期間

ますので、ぜひお越しください。

でお帰りのお子様でご興味があればぜひご案内く

株式会社ザグザグはドラッグストアの運営をす

ださい。このようなイベントの企画を通じて地元

る会社ですが、ドラッグストアは小売業界の中で

に就職したい学生さんを支援させていただいてい

も人口が減少している中で売上を伸ばしている業

ます。今回、お声がけをいただき、地元の企業様

態の一つです。ザグザグは創業して30年弱、647

をお呼びしてパネルディスカッションをさせてい

億円ということで岡山県下ではナンバー１のドラッ

ただくなかでファシリテーターを務めさせていた

グストアで成長を遂げています。店舗数も順調に

だくことになりました。

推移して154店舗を展開しています。香川県内で

今回ご参加いただきましたのは、株式会社ザグ

28

も続々と緑の看板が立っているかと思います。今

ザグ様と株式会社ハヤシ様の２社です。各社、そ

後も積極的に出店をしていきたいと思っています。

れぞれの事業説明を簡単にさせていただきます。

このたびナチュラルホールディングスの一員とな

どんな会社なのか、ご理解いただければと思いま

ることになりました。九州にあるドラッグストア

す。

モリという同じドラックストアの企業ですが、ホー

地方父母会での就職講演
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ルディングス化をしまして西日本でもトップクラ

けではなく、しっかり評価をしていただいていま

スのドラッグストアとして成長したということに

す。毎年、接客コンテストがありますが、ミステ

なります。お店にいかれると、トップバリューの

リー評価の方が、いつこられて評価されているの

商品なども店頭に並んでいます。今まで岡山県の

かわからないのですが、２年連続、接客部門で全

企業でしたが、このホールディングス化によって

国一位となっております。そこまでしっかり力を

全国に打って出る企業として大きくなった、そこ

入れております。

まで成長したとご認識していただければと思いま

大事にしていることは創業者がいっていたこと

す。その中で我々がやっている事業は実はドラッ

ですが「目の前の人を自分の一番大切な人だと思っ

グストアだけではなく、調剤薬局事業や介護事業

て接しましょう」ということです。お客様も、そ

にも参入しており、香川にも１施設あります。ド

うだと思いますし、一緒に働くスタッフ、仲間に

ラッグストアしか、ご存じないかと思いますが、

も一番大切な人だったらどうするのかと考えて行

様々な事業をしております。

動しないといけないといわれてまいりました。仕

企業は一つの事業ではなく、いろんな事業をし

事ですから売上も大事ですが、お客様に満足して

ていて就職する時に選ぶ時に困るということがあ

いただくことを考えて接客しましょう。いっしょ

るかと思います。ザグザグもいろんな事業を展開

に働く仲間を大事にしていこう。従業員を大事に

しております。ではなぜザグザグがドラッグスト

していきたいと育休、産休の取得率も高くしてい

アだけでなく、調剤薬局とか介護事業を展開して

ただいています。地元香川で働く働き方を用意し

いるか。今、医療費が、かなり高くなってきてい

ておりますので、ぜひお子様にもご紹介していた

ます。日本が抱える問題の一つです。医療費を下

だければと思います。ありがとうございました。

げていかないといけないというのが国の方針かと
思います。それに我々の事業もマッチしていくた

中村●ではもう１社の株式会社ハヤシ様より企業

めに地域包括ケア、病院にかかりきりではなく、

紹介をお願いします。

自宅で通院したり、介護も必要な時だけいくとい
う形に変えていく中で、医療、介護、予防、生活

小山●株式会社ハヤシからご紹介をさせていただ

支援が必要だと考えています。ザグザグが行なう

きます。画面上にステキな男性と女性が出ていま

事業、地域包括ケアすべてにかかわることができ

す。これは全部、弊社の社員です。モデルのよう

る事業を展開していると思っていただければと思

に見えますが、そうではありません。このように

います。

熱い情熱を持った若いスタッフが多い会社です。

創業当時から特にドラッグストアでなければな

私自身の前職は違う会社にいましたので、ハヤシ

らないということではなく、とにかく地域の生活

に入って入社４年目になります。以前はドコモ

の質を高めるためにどういうことが必要か。その

ショップで店長をしたり、その後はスマホの部品

上で取り組んでいるのが、まず身近にあること、

をつくっている会社で管理部門の責任者を務めて

どんどん緑色の看板をつくっていく。身近にあり

いました。その後、アニメのゲーム、具体的には

気軽に立ち寄れる場所に専門性の高いスタッフを

「キャプテン翼」「幽遊白書」「ブリーチ」などを

配置していく。専門性の高さ、接客になりますが、

つくっている会社で運営をさせてもらっていまし

ドラッグストアの業態は小売業の中でも特殊で、

た。岡山が地元ですので地元の会社に戻って今、

セルフで商品を買うよりも、医薬品、化粧品は接

ハヤシという会社で採用の仕事をしております。

客が必要で専門性の高い商品をおいていますので

他の企業の人事担当のお話を聞いていると各企業

小売業より接客の色が濃くなる。ザグザグも接客

の方々の営業などを経験して採用担当になってい

に力を入れてまいりました。接客に力を入れるだ

る方が多いのですが、私のように他の部署から採
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用担当をしているのは数少ないので、幅広い業界

億円売上げる自動車ディーラーの営業マンです。

の話も含めて、できれば学生にこういう視点をもっ

ハヤシのスタッフは新卒２年目で３億円くらい売

ていてほしいということや、パンフレットに書い

り上げる人もいます。若くして20代でトップセー

てない点を重点的にお話したいと思います。

ルスになるスタッフが特に男性に関しては多い。

ハヤシという会社は岡山県に３店舗と香川県に

地元の女子大学卒のスタッフも車のことは全く知

ある自動車ディーラーになります。テレビ CM で

らずに入ってきていますし、今年20名の内定者の

は「車のハヤシ」という名前でご案内しています

うち大学に通いながら教習所に通っている学生も

ので、岡山県、香川県に在住の方は、CM で見た！、

います。このように車の知識のない方でも入社し、

サザエさんのマスオさんの声の！と思っていただ

そして活躍している実績があります。一般のイメー

けると思います。創業は46年目、歴史のある会社

ジとして車業界はノルマがきつい、外周りの営業

ですが、自動車を中心とした専門の仕事をさせて

が大変、車好きでないとできないと思われがちで

もらっています。販売、車検、オイル交換、板金、

すが、ノルマはうちの会社では一切ありません。

傷などのメンテ事業までさせていただいています。

外周りの営業も、うちでは一切行いません。ハヤ

近年、ホールディングス化を進めていますのでレ

シの会社は一切ノルマがないということは僕が責

ンタカー事業、１万円のリースに関しては別の法

任をもっていわせていただきます。

人として運用させてもらっています。今回、倉敷

さらに車好きの社員は、ほぼ２割程度。もとも

市真備町で大水害がありましたが、弊社の230名

と自動車業界を軸とした人たちが２割、残り８割

のお客様の車が沈んでしまいました。水没してだ

は全然違う、公務員を目指していた、金融、食品

めになった車を、利益を度外視して救済するとい

会社を目指していた人たちが数多くいます。親御

うことで、
香川にあるレンタカーを岡山に全部もっ

さんにも、入社後に活躍できるかどうか、どうい

てきて一人でも多くのお客様に生活の足として貸

う社風かを見ていただきたいと思っています。テ

出しをすることをさせていただいています。

レビ CM やラジオで集客をさせていただいて企業

今日、知っていただきたいのは３つの特徴です。
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活動をさせていただいています。取り扱う商品は

一つ目は、ハヤシという会社は日本でトップクラ

オールメーカーの商品を取り扱っています。それ

スの営業力をもつこと。地方の中小企業の中にも

ぞれのメーカーが出してきた最新モデルの車を公

そういう会社があります。ハヤシは2017年度、年

平な目で見てお客様に提案できるところが弊社の

間販売台数を個人で606台、高田というスタッフ

強みと思います。接客コンテストでザグザグ様が

が達成しました。606台という記録は日本で一番

一位というお話がありましたが、うちも全国大会

という営業マンになります。全国調査でも、これ

のコンテストで入社２年生、３年生が入賞する人

以上売っている営業マンはいないかと思います。

間を数多く輩出できているところも特徴になるか

売り上げ金額では高級車を売っている他社の営業

と思います。車好きではない人が社員になること

マンの方が多いかと思いますが、台数でいうと、

に関しては企業研修制度があります。昨年度、教

この高田が一番です。会社全体としては年間6,300

育研修制度が充実している企業とのことで岡山県

台の車を販売させてもらっています。トヨタ自動

で一位に選ばれました。ぜひここだけはメモをとっ

車、日産自動車のようにメーカー系の自動車販売

て帰っていただきたいのですが、どこの会社に入っ

会社が強いのではないかと思われますが、実は岡

ても大学で培った専門分野を生かせるとは限らな

山、香川で一番多く車を販売させてもらっている

い。経済学部では汎用性の高い知識を学ばれてい

のがハヤシという会社です。業界の水準では一人

くと思いますが、入社後、どれだけ学生に対して

の営業マンが売る台数は一人５台前後が標準です

会社が企業研修費を払い、どれだけ研修を行なう

が、高田スタッフは１カ月87台、年間でいうと１

かを理解してご入社いただくことをおすすめした
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いと思います。いつ、誰が、どこで教えてくれる

ると、知っている会社の名前から入る。聞いたこ

か。この３点について、お子様に確認するように

とがある、看板を見たことがあると名前から入る

強くおすすめしたいと思います。ハヤシでは人事

ことがありますが、本来、やってほしいのは「自

部で研修をしますが、基本的には社外からプロの

分をどう生かせるか」という部分です。地元に帰っ

講師を呼んでやります。毎月、研修します。費用

てくる、納税する、地元貢献するということです

は年間、一人の内定者に70万円かけています。国

が、ハヤシとしては全国展開する予定は一切あり

公立大学の学費並の費用を入社後も学習塾のよう

ません。岡山、香川にお店を出していますが、近

に会社が払いながら一流の営業マンや社員に育て

隣府県には出させていただく予定はありますが、

ています。外部のコンサルタントと協力しながら

全国規模で仕事をしようとしていないので地元に

考え方を身につけながら新卒で３年以内にプロに

貢献したい、地元のお客様とつながっていたい。

育てることを目的にやっております。日本一の記

お客様と接点を定期的にもって働けるということ

録をもっていたり、販売台数でも日本一をとった

が、地元ならではないかと思います。私は以前、

り、最近、学生に支持いただいているので就職の

六本木ヒルズにあるゲーム会社に勤めていました。

企業ランキングで岡山県でも６位に、唯一、中小

その時は外部の人とは名刺同士のお付き合いしか

企業で入っています。今年、弊社は20名の内定者

なかったのですが、地元に入ると地元のスーパー

がいますが、競争率は27倍でした。27人に一人の

とかで就活生の学生とすれ違うことがあったりし

学生に入ってもらう。この後、パネルディスカッ

ます。今年、お盆に家族旅行で神戸の有馬温泉に

ションでいろいろお伝えできればいいかと思いま

いきましたら、そこで内定者の学生にお会いしま

すので会社の状況、採用環境に関して触れさせて

した。女性の学生でしたが、４歳の子どもをつれ

いただきました。ご静聴どうもありがとうござい

ていたら「知らないお姉ちゃんが手を振っている

ました。

よ」。嫁さんが「何、それ？」。地元は狭い、しっ
かりしたコミュニティで継続して生活したり、成

中村●ありがとうございました。それではパネリ

長したりできるところが地元で働くメリット、意

ストとして西原様、小山様にきていただき、今か

義ということだと思います。

らいくつかお二人にご質問をしてお答えをしてい
ただきます。保護者の皆様からの質疑応答の時間

中村●それでは西原様はいかがでしょうか。

も設けようと思っております。私からご質問をい
くつかを準備してきましたので順番にお伺いしま

西原●ハヤシさんのお話の中で出てきた学生さん

す。

ですが、実は弊社も内定を出していまして、大事

まずは１つ目です。皆様のお子様方は京都の大

件だなと、動揺を隠しながら聴いていました。学

学に通っておられますが、親心として「地元に帰っ

生とも普段、会ってしまうこともあるかなと思い

てほしい」という気持ちがあるかと思いますので、

ます。京都にもすばらしい企業がたくさんあって

地方の会社であるザグザグ様とハヤシ様に「地元

学生からすると魅力的に、憧れを持つこともある

で働くこと、地方で働くことに対する意義、その

かなと思います。一つは地元に帰ってきて地元に

面白味について」
。魅力をお話いただきたいと思

貢献する意識も、最近の学生は強くなってきてい

います。

るのかなと思います。岡山、香川にもいい企業が
たくさんありますので。そのあたりも押していた

小山●地元の岡山、香川等で働くことについて、

だきたいと思います。ただ、情報収集の方法が京

地元にいい企業がたくさんあると親御さんからア

都にいると難しい。普段目に入りにくくなるので

ピールいただけたらと思います。就職活動を始め

岡山、香川の企業を見ようと思わないこともあり
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ますので、ご両親からの情報提供をしっかりとし

どうかを見させていただきます。近年では競争力

ていただければと思います。

も上がってきて各職種で実技試験をさせていただ
いています。ロールプレイで模擬接客をさせても

中村●私も京都の大学にいきましてＵターン就職

らう。面接だったら「第一志望の会社にはこうい

の時、
なかなか地元の情報を得ることができなかっ

いなさい」とかキャリアセンターとか、就活のセ

た。
地元の新聞も手に入りにくく、
「こういうニュー

ミナーで仕込まれるんですが、実技試験はそうは

スがある、こういう就活イベントがあるよ」と皆

いかない。車のことを知らない状態で、どういう

様から発信していただけたら助かると思いますの

アプローチができるかを見させてもらっています。

で、そういう面でご協力いただきたいと思います。

事前勉強をしたことがなく、当日、その場でアド

続いての質問です。御社で活躍できる人材、求

リブとか、自分の感性でどう答えるかを見させて

められる人物像はどんなことが挙げられるか。
「内

もらう手法でやっていますので、結構、人前で話

定者はこういう特徴があるよ」、「こういう共通点

すことができるメンバーが揃っているかと思いま

がある」とかお伺いしたいです。

す。ただ今、内定者研修でキャンプにいっていま
す。そこで主体的に行動できるかどうか、そこで

西原●弊社は毎年、50名～100名くらいの入社を

必要なこと、やらなければいけないことを逆算し

迎えています。ザグザグは自前ですべてをやると

てどう考え行動するのか、そういうことを見なが

ころが特徴的でシステムの部署があったり、デザ

ら主体的に動ける人を求めています。

インの部署があったり、外部に出せそうな仕事も
すべて社内で行なう。いろいろな勉強されている

中村●「主体的」というキーワードが出てきました

方にきてほしいと思っています。どうしても小売

が、私も株式会社シーズで人事やっていますが、

業となると一つはコミュニケーション力が重要か

主体的に自分がこうしたいからやるということが、

と思いますが、どこの企業も必要な能力の一つか

ちゃんとリンクしていない学生が、最近の傾向と

なと思います。自分自身が何に長けているか、ど

してあると思っています。「誰かにいわれたから、

ういうところが苦手なのか。把握している方がよ

この会社を受けました」「誰かにいわれたらこう

ろしいかなと思っています。自分の得意分野をど

いう仕事につきたいと思っている」という学生も

う生かしていくか、企業側も責任をもって育てな

います。「自分がこうしたいから、だからこの会

いといけない。いろんな事業をやり、部署もあり

社に入りたい」と伝えられる人材は、どの会社で

ますので、いろんな方にお越しいただいて、自分

も望まれるのかなと思います。

の得意分野を発揮していただきたいと思っていま

次の質問は、「学生の間に身につけておいてほ

す。自己分析することがよろしいかと思います。

しいもの。社会人生活が始まる前に身につけてお
いてほしいもの」。４年生の学生は就職が決まっ

小山●ハヤシの内定者20名は最強の個性軍団だと

ている方もおられると思いますので、そういう方

思います。高い商品を扱う仕事になるので車のメ

には「入社前に身につけておいてほしいこと」。

ンテナンスも販売も一生に３、４回程度しか買わ

この二つについて、小山様から。

ない商品を買っていただくのでお客様に対する情

32

報提供力、コミュニケーション能力が高いことは

小山●自分の見識を広げていただきたい。親御さ

もちろん、今日、この場で車を買ってくれる理由

んのバッグアップも必要かなと思いますが、海外

をちゃんと伝えることができることを面接の場面

旅行とか留学に関しては会社としても強く推奨し

で見ます。学生が、うちに入って何をしたいのか、

ています。内定者にお願いしているのは「所属し

どういう成果を出したいのかをきちんといえるか

ている学部の学生たちとコミュニケーションをとっ
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ているか？」と聞いています。同じ経済学部でも

金銭的な負担もありますが、Ｕターン就職される

専攻も違う人もいますが、ちょっと声をかければ

方に対して人事の立場から何かアドバイスを。合

仲良くなれ、新しい見識を得られるのに、いつも

わせて、Ｕターン学生でこういうところを P R す

の馴染みのメンバーだけでのコミュニティばかり

れば有利だという情報があれば教えていただきた

になると、社会に出てから新しいコミュニティを

いなと思います。Ｕターン就職のアドバイスにつ

つくるのに苦しい傾向があるので「一人でも多く

いてお願いします。

友だちを作りなさい、知り合いを増やしなさい」
とお願いしています。お客様と接するのは基本的

小山●Ｕターン就職についてのアドバイスは、20

には「初めまして」というお客様ばかりです。初

年卒の学生に関しては３月から広報解禁、６月か

めてのお客様とどうコミュニティをつくるか。学

ら選考解禁となっていますが、今年は岡山県・香

生の間から「知らないコミュニティに飛び込みな

川県では去年よりも１、２カ月早いペースで進ん

さい」とお願いしています。

でいくと予測しています。企業の採用担当者同士
で話をしていると「選考会や説明会が早いよね」。

西原●何を目的に身につけるかによって変わって

冬休みをうまく使って帰省をして情報収集やセミ

くるかと思いますが、「将来、こんな職業につき

ナー、説明会に参加いただくのがいいのではない

たい」と明確にわかっていれば、それに向かって

かと思います。２月から実質的に選考が始まると

ください。選考させていただいた学生に「入社ま

思っていただいて間違いないかなと思います。３

でにすることはありますか？」と質問をいただき

月になってすぐ説明会は始まりますのでスタート

ますが、回答は決めていまして「今しかできない

ダッシュが遅れると地元に帰れない、大阪とか京

ことを一生懸命やってください」とお願いしてい

都にいい会社があるから、そっちで就職すればい

ます。遊びかもしれないですが、会話をすること、

いという流れができあがる。その後、もう一回、帰っ

バイトをするとか、今しかできないこと。それを

てきても岡山、香川を受けるとなるときつくなる

一生懸命やってほしいと、よくいっています。見

ので最初の１月、２月の段階で帰って情報を得る

識を広げることも重要です。海外にいけない場合

機会を与えていただければと思います。県外に出

も日頃からでもできるのか。日々、何気なく受け

ている学生を企業としても魅力を感じています。

ているサービスで、どういうところでお客様が喜

自立しながら家事もしながら生活されている、一

ばれるのか。回転寿司とお寿司屋さんの違いは何

定の社会人力を身につけていると思うので、どう

かと。世の中にもたくさんの学びや発見はあるか

いう生活リズムなのかを面接で質問することもあ

なと思っているので、それは視点を変えればでき

ります。朝弱いと大丈夫かなと思われたりします

るかなと思っています。

ので、そういうことのないよう生活態度を整えて
いただきたいと思います。Ｕターンされるのであ

中村●お二人とも「見識を広げる、見聞を広げる」

れば、１月を目処に帰省して情報収集していただ

というキーワードが出てきましたが、就職活動が

ければと思います。

終了して進路が決まっている方ももちろん、これ
から就職活動に取り組まれる学生をお持ちの皆様

中村●西原様はいかがでしょうか。

には、今のようなお話を伝えていただければ幸い
です。

西原●我々も県外に出られている学生には魅力を

では続いて同志社大学は京都にある大学ですの

感じております。理由は小山さんがいわれたとお

で、地元に帰って就職が叶うならＵターン就職に

りですが、個人的には関西の学生が大好きで社交

なります。私も経験しましたが、情報が入らず、

性も高く、話していて楽しい。そういう意味でも

DOSHISHA UNIVERSITY

33

講演
Lecture

2

パネルディスカッション「社会が求める人財とは」

個人的にも魅力を感じています。時期については

す。学生が有利な状態で就職活動を進められる。

おっしゃる通りですが、学生が最も親に求めるも

今年よりもさらに進むと思います。その意味では

のがあるのです。それがお金なのです。帰ってく

簡単に内定がとれてしまう。そこで果たしてそこ

るにも交通費がかかるのと、実際にＵターン学生

でいいのかを改めて親御さんからお子さんにいっ

に聞くと「お金がきついです」という学生が多い

ていただきたいと思います。安易に決められる方

ですね。高ければ就活中に数十万円使う。下手す

もあります。はじめに内定をもらったからと。実

れば泊まりで、ということもあるので、実家に帰っ

際、おられますので今一度、「本当にそこでいい

てくればいいのですが結構、そういうところで負

のか？」という問いかけをしていただければ、さ

担を感じている学生が多かったと思います。親御

らに良い就職活動ができるのではないかと思いま

さんから支援する、事前にそういうことを含めて

す。

「アルバイトで貯金しておくんだよ」とお伝えし
ていただくと就職活動はスムーズに進められるの

小山●私も関西圏、関東圏の学生も多く会って思っ

ではないかと思います。

たのが、年内中に親御さんとお子さんの方向性を
定めていただいた方がいいかなと思います。「い

中村●はい、ありがとうございました。お金の話

い会社があるのだったら京都、大阪で働いていい

が出てきましたが、ちなみに私は20万円、就活前

よ、海外でもいいよ」。「業界はここでいってくだ

に貯めていましたが、全部なくなりました。私の

さい」とか「あまり聞いたことがない会社は NG

頃はリーマンショック後の就職活動でかなり厳し

ですよ」。はじめにいっていないと学生が混乱す

い時代でしたので就職活動が１年以上かかりまし

るケースがある。お子さんの意見が通るケースも

た。その間の交通費・備品代・就職活動に関わる

あるでしょうし、そこの話し合いができてなくて

飲食代など、そういうことを加味して20万円くら

「どこへいくんだ？」といったら「そんな会社だ

いかかりました。あとはリクルートスーツも一着

めよ。私、聞いたことがない」ということで覆る

だけでなく、二着、三着必要になることもありま

こともあります。うちの会社でも、そういうのが

すので保護者の皆様にはそういう金銭的な支援も

ありました。他の会社でもあります。そういうケー

していただけたらと思います。あとは地元で就職

スは学生も時間をとってその会社を調べたり、選

する仲間を見つけるということでは地元で開催さ

考を受けたりしていますので、一本筋が通ってい

れるイベントにも参加していただけるとスムーズ

たら第一志望の会社に注力できたりするので「方

かなと思います。

向性」の話し合いに関しては３年生については年

最後の質問です。これは西原様にも小山様にも

内に行なっていただければと思います。最近の親

事前にご案内していませんでしたので、アドリブ

御さんで多いのは、選考を受けている途中までは

の質問です。
「これから就職活動に取り組まれる

何もいわない。「がんばって内定とってね！」と

お子様にどうやって親としてつきあっていけばい

サポーターのように応援してくれている。面接で

いのか。どんな関わり方をすればいいのか」。保

「親御さん、何といっているの？」「めっちゃ、

護者の方々は先輩だと思いますが、一言アドバイ

応援してくれています、僕に任せてくれています」

スをいただければと思いますので、よろしくお願

というのですけど、内定が出ると、その学生が「い

いします。つきあい方、見守り方。そこが保護者

く、いかない」の話になって「家族会議するから

の皆様が知りたい部分なのかなと思います。

帰っておいで」ということがあります。「方向性」
のすり合わせは、ぜひ、選考前にしておいていた

34

西原●正直いうと、１年、２年生の方の就職活動

だきたいと思います。それで途方にくれて困る学

の時期はもっと売り手市場になっていると思いま

生がキャリアセンターとかゼミの先生に「親から
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NG だといわれたんですけど」。ホンネの話は親御

お問い合わせ先
株式会社シーズ

期化して、そもそもいきたいところにいけなかっ

（オカジョブ・ヒロジョブ・カガワジョブ

がりかねないので方向性の話し合いはしていただ
いた方がいいかなと思います。

Lecture



さんにできなくなって路頭に迷って就職活動が長
た、志望以外の業界にいってしまったとかにつな

講演

岡山本社

運営事務局）
〒700-0985
岡山県岡山市北区厚生町3-1-15
岡山商工会議所ビル２階

中村●無茶ぶりでしたが素晴らしい回答をありが

【フリーダイヤル】0120-988-550

とうございます。

【メールアドレス】i nfo2020＠okajob.com
■岡山の就活サイト『オカジョブ』
https://okajob.com/2020/
■広島の就活サイト『ヒロジョブ』
https://h i rojob.com/2020/
■香川の就活サイト『カガワジョブ』
https://kagawajob.com/2020/
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2018. 9. 1 父母会／岡山会場

パネルディスカッション

「社会が求める人財とは～地元企業のリアルな声を聞こう～」

中村 愛美

元治 健太

久田見 聡

（株式会社シーズ）

（株式会社天満屋）

（株式会社トマト銀行）

中村●株式会社シーズという会社で学生支援チー

だけましたら幸いです。昔、お子様の確認をとら

ムのマネジャーを務めております中村と申します。

ないまま、保護者の方がご記入、提出いただいて

どうぞよろしくお願いいたします。

登録させていただいたら、ご本人から「こんなん

株式会社シーズについて少しご説明をさせてい

登録した覚えがないんですけど」ってクレームが

ただきます。株式会社シーズの本社は岡山にござ

ありましたので、ぜひご了解を得てから登録して

います。岡山商工会議所の中にある会社なのです

いただくよう、よろしくお願いします。

が、地元で就職する学生の就職支援、地元で採用

なお、この登録カードは今の３年生用のサイト

活動をしてらっしゃる企業の採用のお手伝いをし

です。卒業年度が2020年度卒なので「オカジョブ

ている会社でございます。私どもシーズは就職情

2020」となっておりまして毎年リニューアルさせ

報サイトを運営しております。「就職情報サイト」

ていただきます。登録カードは現在３年生の方向

とお聞きになると「リクナビ」さんや「マイナビ」

けに作成しております。12月末、実施いたします

さんは聞いたことがある方もいらっしゃると思う

「職学校 Live」というイベントのチラシも入れて

のですけれども、我々のサイトは「オカジョブ」

います。京都や関西、関東の大学に進学なさって

という就職情報サイトです。岡山で就職したい地

いて地元での就職を考えていらっしゃる方向けに

元の学生さんのための地元の就職情報サイトでサー

弊社では年末年始の休みの期間、夏休みの期間、

ビスを展開させていただいております。地元岡山

春休みに、このようなイベントを開催させていた

で働ける企業を200から300社サイトで紹介してお

だいております。お子様が帰省されるタイミング

りますのと数々の就職イベントを企画開催させて

に、ぜひご案内いただければ幸いでございます。

いただいております。
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この度、同志社大学経済学部父母会を岡山で開

このカードが「登録カード」といいまして、シー

催するにあたって地元の企業をお呼びしてパネル

ルのところに学校名、お名前、ご住所、メールア

ディスカッションをなさるとのことで、今回は「オ

ドレスを書いて投函していただくと無料で会員登

カジョブ」のイベントにもたくさん参加いただい

録できます。会員登録をされている方が無料で参

ております２社の企業にお越しいただいておりま

加できるイベントですので、お子様にそういう希

す。皆様、よくご存知の２社だと思うのですが、

望がありましたらご提出いただくようお伝えいた

仕事内容、事業展開をパネリストのお二人からお

地方父母会での就職講演
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話いただきたいと思っております。今回のパネル

この３店舗があります。広島県にも３店舗ありま

ディスカッションにパネリストとしてご参加いた

して岡山寄りの福山駅前にある福山店と広島市内

だきますのは株式会社天満屋人事チーム兼人材開

に２店、「広島アルパーク店」と「広島緑井店」

発チームの課長の元治健太様と株式会社トマト銀

の３店舗があります。グループ企業ですが、鳥取

行・人事部調査役の久田見聡様でございます。お

の米子に「米子しんまち天満屋」があります。

二人から企業説明をお願いいたします。

私どもは地域（エリア）を限定しておりますの
で、その地域のお客様にどれだけ長い間、支持を

元治●天満屋で人事を担当しております。日頃、

していただけるかというところが事業存続のカギ

岡山本店など弊社をご利用いただきましてありが

となっております。これから広く全国に展開して

とうございます。採用や人事にかかわらせていた

いくという方向性ではなく、岡山を中心とした中

だいて３年ほどとなります。３月には同志社大学

国地方の方の生活を、より豊かにしていただける

にお伺いして学内の合同会社説明会に参加させて

ようなサービスをグループ企業を交えながら提供

いただきますが、きれいなキャンパスで大学生活

し、今後190年、それ以降につなげていけるよう

を送られている学生さんを常にうらやましく思っ

にと考えております。今日はいろいろパネルディ

ています。先ほどのお話を聞いて父母会の皆様と

スカッションでお話をさせていただけたらと思い

先生方の連携やサポートが充実していてすごいな

ますのでよろしくお願いいたします。

と思いました。
天満屋にはこの春、３名の同志社大学の卒業者
が入社してくださっています。そして昨日インター

中村●ありがとうございました。続いて「トマト
銀行」様、よろしくお願いします。

ンシップで２年生、３年生向けの就業体験を天満
屋で実施させていただきました。同志社大学から

久田見●トマト銀行人事部で調査役をしておりま

２名の方が参加いただいており、非常に有難いと

す久田見と申します。聞き慣れない役職かもしれ

思っております。

ませんが、銀行では一般的な役職名です。別に調

それでは、天満屋の紹介をさせていただきます。

査をするわけではないのですが、調査役という役

天満屋ができたのは江戸時代で、今年創業189年

職名になっています。本日は、このような席でお

ということで、おかげさまで来年の2019年には

話をさせていただくことを、とてもありがたく思っ

190周年を迎えます。最初から百貨店だったわけ

ております。お子様も同志社大学に進学され、そ

ではなく、岡山県の西大寺に小間物（女性の櫛と

ろそろ就職のことを意識する時期ですが、初めて

か簪などの婦人雑貨）を扱うお店から始まりまし

の方もあれば、上のお子様でご経験のある方もお

た。その後、呉服店として着物を扱うようになり、

られると思います。就職というのは子育ての最終

百貨店へと進化をしていきました。そして岡山だ

段階の重要なイベントということで、ご関心も高

けではなく、広島にも店舗を展開させていただい

いかと思います。トマト銀行の情報はもちろんで

て今、中国地方で米子を合わせると７店舗、百貨

すが、今日は就職全般でお役に立つお話をできれ

店の展開をしております。岡山では身近なところ

ばと思っておりますのでよろしくお願いいたしま

ではスーパーの「ハピータウン」や「ハピーズ」

す。私は、現在人事部での在籍期間が10年を超え

も目にしていただくこともあるかと思うのですが、

ています。金融機関では３、４年で異動になるの

あちらはグループ企業の「天満屋ストア」という

が一般的ですが、本部など仕事によってはこうい

会社がスーパー事業を展開しています。百貨店は

うケースもあります。人事制度や人事情報システ

岡山県に３店舗ありまして、表町にある岡山の本

ム、企業年金制度などに携わってきているのです

店と倉敷駅前の倉敷店、県北の津山にある津山店、

が、採用についても継続的にかかわっております
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ので、この10年超の採用事情については体験して

ないかと思います。社長の髙木も同志社大学の

おります。

OB でありますが、トップマネジメントとして、

まずは、トマト銀行の企業の概要についてお話

営業点や本部を訪ねたりする際には精力的にたく

させていただきます。昭和６年創業の普通銀行で、

さんの社員に関心を持って接し、一人ひとりの社

上場企業という側面もあります。岡山県を中心に

員のことについても人事部門でもびっくりするほ

事業展開をしておりますが、東京、大阪、兵庫県

どしっかり頭に入っています。

内の４店舗、福山、インターネットサイトをあわ

福利厚生面として、休暇は年末年始、土日祝日

せた61店舗と、他に住宅ローンセンターなどの拠

をあわせて年間所定休日だけで121日程度あります。

点があり、
営業活動を行っています。職員数は、パー

他に年に１回、９日や10日の連続休暇を全社員が

トタイマーも含めて約1,100名。人事制度の概要

とるなど、規則的で充実した休暇がとれると思い

として、総合職と一般職、そこから昇進する管理

ます。また、最近の傾向では、女性活躍推進、育

職の職制があります。総合職は一般的に法人など

児支援の制度も非常に充実していると思います。

事業先への渉外業務からスタートし、転居をとも

利用者がとても多いのも特徴です。出産、育児と

なう異動があります。一般職は主に個人先を対象

仕事を両立して頑張っている社員がたくさんいま

に内勤営業を行うリテール業務が中心で、転居を

す。他にも資産形成のための制度や借上げ社宅、

ともなう異動はありません。どちらも３、４年ご

寮といった居住面の制度も用意しております。

との異動が基本です。銀行ではモノは取り扱いま

採用面については、経団連の指針に沿った採用

せん。目に見えない情報や知識、スキルといった

をしておりますので現状では３月から情報提供、

人間力が重視されますので、人材育成や自己啓発

４年生の６月１日から実際の採用選考を行ってお

については在職中継続的に取り組んで行くことが

ります。今後の予定はわかりませんが、学生の動

必要で、通信教育や検定試験、研修などのプログ

向を踏まえて適切な対応を考えて行きたいと思い

ラムや経済的支援などの制度を運用しています。

ます。具体的な採用方法は、WEB 上でエントリー

ただ、将来的に銀行員としてだけではなく芸術、

いただいて、オープンエントリーシート、SPI の

音楽、スポーツなどにも関心を大いに持っていた

適性検査を提出していただきます。その後の面接

だき、住まいの地域コミュニティ、家庭、友人な

は基本３回、集団、個人、個人と面接で選考しま

どの個人的なつながりの中でも魅力ある社会人と

す。選考ポイントは、あくまで面接重視です。最

して成長していただきたいと考えています。

近の採用人数は40名から60名というところです。

入社後は、全員営業店に一旦配属となり、銀行

現在の就職に関する環境は「売り手市場」という

の本業を身に付けていただきます。その後、経験

ことで学生にとっては有利な環境に違いないと思

を積み、30歳過ぎくらいから初めての役職につい

いますが、それでもやはり集中するところは競争

て部下を持つようになります。そして40歳過ぎく

率も高いですし、難関ということに変わりはない

らいからは総合職を中心に支店長などの管理職へ

と思います。また、全体的には内定が出やすいか

の昇進を目指すのがキャリアパスのモデルです。

もしれませんが、それ故に安易に納得することか

銀行の場合、営業店など拠点が多いのが特徴で、

らくるミスマッチは防ぎたいと思っております。

トマト銀行でも80程度の部室店があり、活躍でき

人から聞いた情報や WEB 上の情報だけではなく、

るポジションも多いのではないかと思います。人

やはり自分の足を使って体感するのが非常に大切

材のマネジメントについては、仕事面のみならず

ではないかと思います。

社員一人ひとりの人間性、生活環境面も踏まえた

就職というものは、学生本人はもちろん、ご家

マネジメントをしたいと思っており、人ありきの

族にとっても大変重要なライフイベントですが、

組織、企業風土と思っていただければ良いのでは

就職してからが本当のスタートです。お子さん自
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身が本当の意味で自立して行くスタート地点にな

元治●私が思うところでは２点あります。１つは

るわけですが、それまでの就職活動中は不安にな

いろんな仕事があって、どんなことをするかが大

ることもよくあります。自主性は尊重しつつ適度

事だと思いますが、「何のために仕事をするのか」

には干渉して社会人の先輩としてしっかり応援し

と考える時、自分が育った場所に貢献したいとい

てあげればと思います。

う思いは誰しも強く持たれているのではないかな

今日はよろしくお願いいたします。

と思います。全く同じ仕事であっても「地元のた
めにやる」「世界のためにやる」、ということでは

中村●ありがとうございました。以上のパネリス

少し思いが変わってくるところがあると思います。

トの皆様と進めてまいります。私の方からいくつ

「地元に対する思い」をもっていらっしゃる方に

か質問を準備させていただきましたので、その質

対しては、そういう部分は響くと思います。天満

問にお答えいただく形で進めていこうかなと思っ

屋という会社は、中国地方、特に岡山を基盤に事

ております。

業展開をしている会社ですので、その部分が響く

一つ目の質問です。天満屋様もトマト銀行様も

学生に対しては、より自分の思いをもって仕事が

岡山の会社であると思うのですが、「地方、地元

できるんじゃないかなというところが一つの魅力

で働くことに対する魅力、意義」について、どう

です。

お考えなのかというところをお聞かせいただきた

もう１つは、全国の大手、大きな会社というよ

いなと思います。同志社大学であれば関西や関東

りも、天満屋のような大手に比べると少し中小規

で働く選択肢も大いにある中で「地元で働くこと

模の会社に入社すると、社員一人ひとりが抱えて

に対する魅力」というところを今一度お話いただ

いる責任、その会社への貢献意識が、より求めら

きたいなと思っております。では久田見さんから

れてくるところがあります。早いうちから経営的

お願いします。

な考えに触れたり、社長と話をする機会があった
り、大きな会社に比べるとチャンスはかなり大き

久田見●地元でということなのですが、日本語が

いと思います。私は大変有難いことに20代で課長

通じればどこでも働いて行くことができるくらい

というポジションになりましたが、30代の早い段

の逞しさがほしいなと思う一面もあります。それ

階で経営にかかわる機会もあり、それが大きなや

はさておき、地元について考えると、生まれ育ち

りがいになっています。

慣れ親しんだ地域であり、
「地元の文化」、
「地元愛、

「誰のためにやるのか」というと「地方のため、

郷土愛」といったものは心に刻まれていると思う

地元のため」という思いが強まってくることもあ

のです。その愛着のある地域、地元に仕事を通じ

ります。もう１つは、
「早い段階で責任のある仕事、

て貢献することができることは、地元ならではの

やりがいのある仕事にかかわる」チャンスがある。

やりがい、充実感につながるのではないかと思い

その２点が地方、特に地域で働く意義・魅力とい

ます。また、地元には大学進学まで育ててもらっ

うことになるかなと思います。

た大切なご家族もいらっしゃって、同じ生活圏で
働くことで「安心感」を感じられたり、「安定し

中村●ちなみにお二人はＵターン、Ｉターンの経

た生活基盤」が得られやすいといったことも魅力

験はいかがですか？大学は県外に進学されたので

につながると思います。

すか？ご実家は岡山ですか？

中村●
「安定感」
「安心感」という言葉が出ました。

久田見●岡山です。

元治様はいかがですか？
元治●私は岡山寄りの兵庫県です。
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中村●私も京都の京都女子大学に進学をしまして

て一度このやり方でお客様に喜んでいただいた経

地元に帰って就職するか関西で就職するか非常に

験をもとに、また同じことをくり返すだけでは満

悩んだ経験があります。岡山で働くことは自分が

足を越える感動を提供することはできないと思い

生まれ育ったエリアですので人と人とのつながり

ますので、マニュアルということではなく、自分

が強いと思っています。仕事上でお知り合いになっ

の強みを生かした「創意工夫」をして、新しいや

た方が友人のご家族だったとか、同じ高校の先輩

り方でお客様に喜んでいただける取り組み、仕組

だったとか、自分の生まれからの濃いつながりと

みを考えていくことが必要です。その３点につい

いうのが社会の中にたくさんあるのはいいことだ

て、それをどう学生生活の中で実行してきている

なというのは今、実際にＵターン就職をしてみて、

かというところも確認させていただいております。

そのように思います。

ただ現時点では、その３点が完全に備わっていな

次の質問です。先程、天満屋で同志社大学の学

くても、その中でも一つキラッと光るものがあっ

生の内定が３名出たというお話しがありました。

たり、まだここはそこまで見えないが、でもその

企業の採用選考は大体８月から始まりまして今、

素養があるんじゃないかと思われる方には注目し

大学４年生については就職活動が終わってらっしゃ

ております。百貨店ということもあって入社前の

る方も多いかなと思います。企業もすでに内定を

研修や教育は非常に力を入れております。そういっ

出している状況だと思いますが、御社からの内定

た素養さえあれば、どんどん伸ばしていけると思

いただけている人たちの特徴とか共通点、「うち

います。そういった３点について自分なりの言葉

の内定をもらっている子はこういう子が多いよ」

で、テーマは１人ひとり違って、それに繋がるエ

ということがありましたらぜひ教えていただきた

ピソードを面接で表現していただいて、そこに魅

いと思います。

力を感じた学生の方と一緒にお仕事をしたいと思っ
ております。

元治●内定者の方の共通点ですが、言い換えると
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「弊社が求める人材像」についてお話させていた

久田見●私たちは面接重視で選考して行くのです

だきたいと思います。大きなポイントは３つあり

が、「内々定」を決定する前には当然部内でいろ

まして一つは
「ホスピタリティ」、２つ目に「コミュ

いろな検討を重ねて行くわけです。面接官が受け

ニケーション能力」、それに「創意工夫」、この３

た印象を話す中で、金融機関、銀行、そしてトマ

点を私たちが求める人材像として、これは以前か

ト銀行で働きたいという意志、思いがしっかりと

ら掲げているワードです。それはなぜかというと

自分の中でできている学生を採用したいと思って

弊社には昔からある「業務心得」というのがあり

います。実際やってみないと仕事というものはわ

まして、これを落とし込んだのがこちらの３つで

からない部分が大きいと思いますが、学生として

す。私たちの仕事は一言でいうと「地域のお客様

就職活動を行う中で一生懸命理解しようと業界研

を幸せにする」ことです。そもそも人の笑顔だと

究を行い、銀行で働きたいと思い、トマト銀行に

か喜びとか、
「ありがとう」といってもらえるこ

関心を持ちいろいろと知っていただくことで、こ

とが、自分のやりがいになるのかというところが

こで働きたいという気持ちが強くなり、それが第

一番大きいという意味で、「ホスピタリティ」と

一志望であってもなくても、そういう思いがしっ

いうおもてなしの気持ちを兼ね備えているかとい

かりと伝わってくる学生が内々定につながるので

うのが１点。その思いをいくら持っていても行動

はないかと思います。現実の仕事というものは厳

に移して、どなたかにそれを伝えていかなくては

しいものです。山もあるでしょうし谷もあると思

喜びを得ることができない。それをしっかり伝え

います。しかし、意志が明確で、動機付けがしっ

ていくための「コミュニケーション能力」。そし

かりできていれば、どんなことも乗り越えて行け
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ますし、そういった基本の部分ができている若い

生きて行くんだという力強さ、こういったものを

社員はすごいスピードで成長して頼もしくなって

さまざまな機会に身に着けていただければ頼もし

行きます。そういったところは良く見たいと考え

く感じます。アルバイトに行ってみたら叱られる

ています。具体的には、勉強でも部活でもサーク

ことがあったり、思ったよりきつい仕事だったり

ルでも何でもいいのですが、自分がやろうと決め

したけれど、辞めずに頑張った経験などもこういっ

たことをやりきった実績などもそういった判断に

た成長の糧になるんじゃないかと思います。

つながる評価であると考えています。
元治●私からは２つあります。一つは「チームで
中村●覚悟ですよね。
「そこで働きたい」と覚悟を

何かを成し遂げたことがあるか」です。ぜひチー

持っている学生。私も弊社の人事を務めているん

ムで何かをすることを積極的にやっていただきた

ですが、そういう学生は、とても光ると思います。

いと思います。面接でエピソードをお話いただく

就職活動で自己分析、自分がどのようなことを今

のですが、その中で「資格試験をがんばりました」

までしてきて、どんな会社でどのように働いてい

「１日何時間勉強しました」など、これはこれで

きたいかを、今一度、自分の中で落とし込みをし

すばらしいことですが、ただ自分だけがいくらが

たうえで「働きたい」と覚悟をもつ学生が、どの

んばっても限界がありますから、チームで成し遂

ような会社でも求められる人物像かなと思ってお

げることで、より自分の夢を実現していくことが

ります。

できると考えています。おそらく他の会社でもそ

それでは次の質問です。企業の立場、社会人の

ういう点は求められるのではないかと思います。

先輩として、学生である間にこういう経験をして

一人ではなく、２人でもいいですからチームで何

おいたほうがいい、アドバイスがあればお願いし

かを思いをもってやったという経験を積んでいた

ます。就職活動に生かすためにはこのような経験

だくのがいいのではないかと思いました。

をすることをお勧めしますといったご提案いただ
けたら幸いです。

もう一つは「自分で考える」ということです。
簡単な例ですが、大学生活って仲のいい友だちだ
とかサークルのメンバーとの時間が多いと思いま

久田見●一つは経済産業省が平成20年頃から提唱

すが、
「自分の友だちが言うから、これやろう」
「仲

している「社会人基礎力」が参考になると思いま

のいい友だちがアルバイトしているから、ここで

す。ホームページを見ていただくと詳細がアップ

アルバイトしよう」、そうではなく、自分の思い

されていますが、社会人として活躍し続けるため

をもって考えて決断する。その結果、何をしたか。

に求められる力が、わかりやすくまとめられてい

それは何であってもいいのですが、理由をもって

ると思います。
「考える力」
「前に踏み出す力」
「チー

「自分はこう思うからこれをやるんだ」「自分で

ムで働く力」の３つの要素を「社会人基礎力」と

考える経験」を積んでいただくといいのかなと思

しています。

いました。チームで何かをやる経験と自分で考え

それ以上に、個人的にしっかり身につけておい

て行動する。この２点を、これは自分の反省点を

ていただいた方がいいかなと思うのは体力、健康

含めて意識してやっていただくと社会人になった

力です。働いて行く上では大切なことだと思いま

時、さらに役立つんじゃないかと思います。

すし、心身ともに健康な状態を維持してこそ良い
仕事ができると思います。

中村●肌感質ですが主体的な学生は最近、少ない

また、雑草的なタフさも強みになると思います。

なというのは感じます。「お母さんがこの会社を

コンクリートであろうがアスファルトであろうが、

受けた方がいいというので受けにきました」とい

どういう環境であっても置かれた場所で芽を出し

うような学生がリアルにいらっしゃるのです。自
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分がどう考え、どう判断し、どう行動するのかを

の意向が決定権を持つと、入ったあとでミスマッ

きちんと持っている方は、どのような仕事につく

チ感を抱いたり、せっかく入っても長く続かない

にせよ大成するのかなと思います。自分で考えて

事態に結びつく原因となることも考えられるので、

判断する経験を学生の間に培っていただきたいな

基本は本人の自主性を尊重してあげたらいいので

と思います。

はないかなと思います。お子さんに向いていると

最後の質問とさせていただきます。今日は保護

思う仕事や企業、Ｕターンについての考えなどお

者の方向けのセミナーということで、これから就

子さんに伝えたい大切なことがあれば、就職活動

職活動に取り組まれるお子様も多いと思います。

の早い段階で話し合ってみられれば良いのではな

就職活動に直面したお子様の見守り方と、支え方

いかと思います。選考はスピード感を持って展開

を保護者の方々に何かアドバイスがあればお願い

する場合もありますので、選考が進んだ決定間近

します。
「就職に臨むお子様たちに対して、どん

のタイミングや内々定に対する回答の段階では、

なサポートをしていけばいいのか。親としての関

お子さんが混乱することもあろうかと思います。

わり方はどうすればいいのか」
、少しアドバイス

また、現実問題としてお金がかかることもあり

いただけたらと思います。保護者の方々が一番知

ます。例えば東京へ行ったりだとかといった交通

りたい部分かなと思いましたので急遽、質問に入

費などの金銭的なフォローについては「大丈夫？」

れさせていただきます。

と声を掛けられればいいのではないでしょうか。

元治●企業の立場で皆様方にえらそうに言える立

中村●金銭的な援助も最後に出てきたのですが、

場ではないのですが、学生から伺った話をご紹介

私が学生の時、Ｕターン就職で就活用に自分で20

いたします。ある学生から「就職活動状況に関し

万ほど貯めていたんですが、全部なくなりました。

て過度に介入しない一方で、学生側から話題を振っ

私は就職活動の活動量が結構多く、移動も多かっ

た時、ただ話を聞き、受け止めてくれて心強かっ

たことがありまして、そのぐらいの費用がかかっ

た」とお話しされたことがありました。ご両親の

てしまいました。保護者の皆様にはそういうサポー

中で就職活動に対する想いはあると思いますが、

トもしていただけたらいいなと思います。

早いタイミングで、それを伝えてしまうと「ちょっ

仕事柄、学校のキャリアセンターにもご訪問さ

と相談をやめようかな」というケースがあるので

せていただき、担当の方とお話させていただくこ

はないかと思います。そういう話題になった時は

とも多いのですが、この前伺った学校で、もう就

「うん、うん」と聞いて差し上げるのが一番いい

職活動がほぼ終えられて内定が出て内定承諾する

のかなと思います。具体的なアドバイスを求めて

かどうかというところまでいっている学生の話を

いる時は具体的に学生から質問がある時だと思い

聞きました。ご両親は選考では「がんばってね」

ます。明確な質問がない限りは受け止める。そう

と応援してくださったようですが、いざ内定が出

していただくのが「すごく安心して、よかった」

ました。それを承諾するかしないかというところ

といっていた学生がいましたので、私の意見では

で「いや、あんな会社はダメよ」とストップが入っ

なく恐縮ですが、お伝えさせていただきます。

たようで、今までがんばって内定までこぎつけた
のに結局、その会社を辞退したという話を聞きま
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久田見●過保護や過干渉、また無関心は避けてい

した。「この会社、この業界はできれば避けてほ

ただくことではないかと思います。今の学生と親

しい」というご意向がもしあるのであれば、早め

御さんが社会経験をこれまで積んでこられた立場

に就職活動が始まる前にお話いただきたいと思い

では、価値観や企業、社会の見方も多少違うとこ

ます。ご家族の意思疎通が、ある程度まとまって

ろがあると思います。就職を決める最終段階で親

きてから就職活動をしていただいた方がスムーズ
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ですし、学生自身が傷つくことも減るはずですの

会社ですので小回りがきくので、そのあたりは一

で、そこはぜひお願いしたいと思います。就職活

人ひとりに寄り添った制度の構築をやっていただ

動というのは自分の働く場所を考える大切な時間

いている感じですね。

だと思いますので、学生が一人ぼっちにならない

私が欲しいといっていた短時間正社員制度を活

よう支えていただきたいのはもちろんです。うち

用して今は働いています。短時間正社員制度も５

の母は過干渉だったので大変だったのですが、つ

時間、６時間、７時間から自由に選んでいい。
「子

かず離れず、お互い心地よい距離感で見守ってい

どもが保育園に慣れてきたので６時間にします」

ただければ幸いだと思います。

「子供一人でできることが多くなった、両親の力

それでは私からの質問は終了にさせていただい

を借りることができるので７時間にします」とフ

て質疑応答の時間に移らせていただこうと思いま

レキシブルに選べる制度にさせていただきました。

す。もっと深く、こういう部分を知りたいといっ

お二人はいかがでしょうか？

たお声がありましたら挙手をお願いいたします。
元治●天満屋は「働きやすい」だけの会社を目指
質問●２年生の子どもの親です。最近、
「売り手市

しているわけではなく、「活躍しやすい」会社を

場」で、ひ弱な学生が多いとよくいわれると思い

目指したいと思っています。入社年次が浅いうち

ます。今、入社３年以内に退職される方が35％ぐ

に辞めてしまうのは「働きやすい環境にない」か

らいいて現実が違ったら辞めてまた違う企業を探

らです。これはあたりまえだと思うのですが、そ

すといわれていると思うのです。ずっと働いても

の上に「どう働きがいがあるか」だと思います。

らうために企業ではどのような努力をされている

弊社は長い間、「働きやすい」制度、仕事と育児

のかなと思いまして、具体的な取り組みなど教え

や介護が両立できる制度、女性の多い会社など、

ていただけたらと思います。

他社と比べると一般的には進んでいる方だと自負
しています。ただそれだけでは長くその会社でやっ

中村●企業での働きやすい体制ですね。私も一応

ていこうとはならないので、「どう働きがいを生

人事をやっているのでご説明を先にさせていただ

んでいくか」という点に今、１ステップ上ってい

きます。弊社では人事の会社ですので先進的な取

ろいろ議論しているところです。具体的には「働

り組みをやっていきたいと思いまして、さまざま

きやすさ」というと「短時間勤務制度」は今、１

な取り組みをしております。
「プレミアムフライ

日４時間から７時間の７パターンから選択できる、

デー」は聞いたことありますでしょうか。月末の

小学校３年生までお子さんがいる場合、相当、長

金曜日が15時で終了するというものですが、それ

い期間、休暇がとれる。「働きやすい環境」とい

もいち早く導入しています。その他にも女性をしっ

うことでは本当にその方のキャリアにつながって

かりと活用していく、女性が働きやすい会社づく

いくかどうかというと、逆に育児休暇を長くとる

りを弊社としてもスローガンに挙げております。

ことによってキャリアのチャンスが少し遅れてし

私も２歳の子どもを育てながら仕事をしておりま

まうこともあるので、環境さえ整えば早く復帰し

す。シーズはそれほど大きな会社ではないので、

て、より責任ある仕事に就いていただく。そのた

育休に入る時、
「中村さんが、うちの会社の働く

めには短時間勤務の方にも「この日はフルタイム

ママの地位を確立するためにどんな制度があった

で勤務できるよ」という時は、フルタイムの勤務

ら復帰しやすい？仕事と両立がしやすい体制づく

ができる日数限定の制度などの導入を検討してい

りってどんなものだと思う？」って代表から聞か

ます。他には、現在申請中なのですが、岡山本店

れました。私が「こういう制度があったほうがい

内に企業内保育所の設置を検討しています。働き

い」というと全部叶えてくれました。40人規模の

やすくするだけではなく、保育園ではなかなか対
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パネルディスカッション「社会が求める人財とは」

応できない。でも弊社がそういったものをやるこ

当社では家庭訪問という制度もあって、職場だけ

とで土日であっても勤務時間の幅が広がり、
「キャ

本人だけとのつながりではなく、ご家族からも伝

リア形成」や「働きがい」につながると考えてい

えたいことがあるのであればお伺いすることがで

ます。このように「働きやすい環境」だけではな

きる機会を設けています。他にも、年間を通じて

く、
「働きがい」の部分を議論して活躍しやすい

のいろいろな切り口、いろいろなタイミングでの

会社にしていこうということが今、私たちの会社

本人との面談や、社内 LAN を使って人事部へ直

の一番大きなテーマです。

接届けられる申告制度もあり、一人ひとりの声を

もう一つ、入社して若手にチャンスを与えてい
くためには、ルーティン事務だけだと成長につな

聞くことができる体制を大切にしていきたいと思っ
ています。

がらないケースもあります。早めにマネジメント
や、より広い範囲をカバーする仕事を任せていく

中村●「面談」というキーワードが出てきました。

ために小単位のリーダーを任命します。９月から

メルカリをご存知だと思いますが、メルカリは、

始まる制度ですが、役職者にならないと経験でき

この前、上場されました。メルカリの急成長の秘

なかった仕事や、チャンスを与えていこうという

訣は「面談」にあると聞いたことがあります。面

プログラムを、若手社員２年目、３年目を中心に

談はキャリアビジョンのすり合わせを上司と部下

10人ほど選出して１年間でローテーションを組ん

で行い、モチベーション向上を後押しするといえ

で幅広い方にチャンスを与えるという「やりがい」

ますし、離職したい方の早期発見にも生かせます。

につながる制度的な取り組みを進めております。
「働

メルカリは年間12回、上司と面談があるようです

きやすさ」が最低限ある中で、どう「働きがい」

ので、毎月ですね。面談の回数が多いから、離職

を生んでいくかに力をいれてやっていることを一

が少ない、急成長しているということではないの

つ、お伝えできるかなと考えております。

ですが、今年から弊社も面談を10回することにな
りました。そういう形で個々とのつながりを強め

中村●トマト銀行さん、いかがでしょうか。

ていくのも一つ、企業の取り組みだと思います。

久田見●採用面接で、特に最終面接ではゆっくり

お問い合わせ先

時間をかけて１対１でお話しする中で、意思確認

株式会社シーズ

をかなり深堀りしています。結構雑談も交えなが

（オカジョブ・ヒロジョブ・カガワジョブ

らの面接ではあるのですが、お互いミスマッチを
おこさないよう本音でお話しさせていただいてい

岡山本社

運営事務局）
〒700-0985

ます。ここでの意思確認はしっかりやっています

岡山県岡山市北区厚生町3-1-15

ので内定が確定した後の辞退はほとんどありませ

岡山商工会議所ビル２階

ん。
制度的なものは盛りだくさんで、法定の制度は
もちろん厚生労働省の推進している取り組みや制
度は積極的に導入していて、最近では「プラチナ
くるみん」の認定や企業主導型保育園も何ヵ所も
導入を進めていますので、こういった制度を上手
に利用していただければと思います。
また、一人ひとりのケアを大切にしています。
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就職活動を控えた学生に向けて～人前で話すコツ～
山上 和美（フリーアナウンサー）

ラジオの FM 三重って聴かれたことはあります

人に話をするということについて考えてみます

か？朝７時半から「READY」という番組の火曜日

と３つの要素が上げられます。一つ目は「人とし

を私が担当しています。ぜひお聴きください。今

ての信頼性」、２つ目が「情熱」、３つ目が「理論」

日は私よりトークがお上手な沼井さんの前でお話

です。それぞれもう少し簡単に言いますと「信頼

するので緊張するのですが、今回は「就職活動を

性」というのは、まず見た目が影響を与えること

控えている学生に向けて」ということで、このよ

がある。「情熱」というのは話し方です。一生懸

うなテーマを設けさせていただきました。
「人前

命話していると何となく伝わるものがある。適当

で話すコツ」
、
「今、企業が求めている人材とは何

に話していると人の心に届かない。３つ目の「理

か」
。2017年、経団連の調査ですが、どういう人

論」というのは話の組み立て方ですね。「いいこ

材が採用で求められているか。１位が「コミュニ

とを言っているんだけど、なんだか入ってこない」、

ケーション能力」があること。15年連続で１位で

だらだら話をしていると思うケースもあるのです

す。２位が「主体性」、３位が「チャレンジ精神」、

が、この３つが大きな影響を与えると思います。

４位「協調性」
、５位「誠実性」と続いていますが、
何といっても「コミュニケーション能力」がなけ
れば、というのが、どの企業でもそうなのです。
コミュニケーションって一体何かを考えますと、

人としての信頼性
一つひとつ詳しく見ていきましょう。「見た目」
です。ちょっと想像してください。実際にあった

広辞苑を引くと「社会生活を営む人間の間に行な

現場ですが、暑い夏、選挙がありました。立候補

われる知覚、感情、思考の伝達。それらが言語や

者３人います。皆の服装はシャツにズボン。一人

文字、その他、視覚、聴覚に訴える各種のものを

は半袖シャツ。もう一人は長袖シャツ、３人目の

媒介とする」ということで、言葉はもちろんそう

人は長袖のシャツを腕まくりしていました。３人

なのですが、視覚、聴覚の情報も含まれていると

の印象はどうですか。「やる気がありそうに見え

いうのがコミュニケーションの考え方なのです。

る人」。半袖ですか？長袖の人？長袖シャツを腕

日本人は同じような価値観の中で生きてきたので

まくりしている人ですか？１番だと思う人。２番

自分の思いを伝えるということに、あまり努力を

だと思う人。３番だと思う人。ちなみに１番を選

しない。
「察してほしい」、「想像してほしい」。欧

んだ方の理由は？「暑い中で活動するという見通

米などいろいろな人種が集まっている国では自分

しをもって」。確かにそうですね。暑いですからね。

の主張をしなければいけない。その意味で日本人

他に１番を選んだ方は？「暑いというのにあわせ

はコミュニケーションに対する意識も、あまり育

て。TPO をわきまえて」。確かにそれもありますね。

んでこなかったというのが実情です。でも社会で

（２番を選んだ方はいない）３番だと思う方。
「腕

は今、コミュニケーション能力が求められている。

まくりをしているのは、今からやるぞという印象

それをいかにして身につけるかというのが今日の

を与えるというか、腕まくりというイメージが、

お話です。

やる気につながるから」。横井先生はいかがですか？
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「腕まくりは、頑張るというイメージがあります

目が笑っていないという表現で例えられるように、

ね」
。
日本人の感覚として腕まくりをするのは、
「今

日本人は目の表情が大事なのです。目には、もう

からやるぞ」というやる気の現れ。それが実は人

一つ要素があって、まばたきをする。これも人に

にそのイメージを与えた。まさにその通りなので

印象を与える。まばたきは３、４秒に一回する。

すよ。本人が意識したかどうかわからないのです

まばたきが多いと印象がよくない。「この人、大

が、これは一つの戦略としてあるのですね。服装

丈夫かな、ちゃんとしているかな？」。「私、頑張

は無言のうちに自分の意思を表しています。私、

ります」と目を見開く、まばたき無しに訴える時

今日、一張羅を着てきましたが、ここにＴシャツ、

は強い印象を与えます。そういう意味で目の動き

ジーパンできたら「あなたは何しにきたの？」と

も大事です。「視覚情報」が人に与える影響、「非

思われる。服装は自分の意思の現れですので「非

言語情報」の中の「視覚」の部分です。

言語情報」
「視覚情報」ということです。
その次が「姿勢」です。姿勢をよくする。実は

情熱

姿勢と共に影響を与えるのが顎の角度です。顎の

もう一つは「聴覚情報」で、これも「非言語」

角度は意識されないと思いますが、実は顎の角度

ですが、耳から入ってくる情報です。講演を終え

が与える印象があって、真っ直ぐが一般的です。
「が

ていただくのは「いい声をしていますね」といっ

んはるぞ」と、やる気をみせる時には顎を少し上

た感想です。アナウンサーとしてはすごく嬉しい

げる。顎が上がりすぎると偉そうになる。上から

のですが、
「じゃあ、内容はどうだったのかしら？」。

目線、自然に目線が落ちます。これは人を上から

実は声というのは人間の脳の奥深くに届くのです。

見ているように映る。逆に顎の角度がちょっと低

言葉、文字は人間が進化した過程で後に育ったと

いと控えめな印象になる。低すぎると問題で、上

ころ「理性」で考える部分に届きますが、声は、

目遣いになり、あまり印象がよくない。卑屈な感

音楽を聞いて心地いいな、美しい絵を見てリラッ

じに見えてしまう。姿勢はもちろんですが、顎の

クスするという経験があると思いますが、それと

角度も大事なのです。これは自分に見えないこと

同じ効果を出しているといわれています。声が心

なので意識しないですが、自分の姿を見ているの

地いいのは聞いている人にとってはプラスの効果

は相手の方なので相手の方がどう反応するか、ど

がある。講演や人の話というのは終わった後、メ

う考えるかということでは重要なポイントなので

モでもとらない限り、１、２割くらいしか覚えて

すね。

いないといわれています。話は聞いたつもりには

３つ目は「立ち居振る舞い」です。私が二つの

なっているのですが、記憶に残っているかという

動きをします。どっちの方がいいですか。
「頑張

と、それほどに残っていない。何が残っているか、

ります」
という気持ちを表します。
（動作を付けず）

印象です。特に脳の奥に入る声の印象が記憶に残

「頑張ります」というのと（握りこぶしをして）

る。その声をうまく使いましょう。ただ単に声を

「頑張ります」というのと、どちらが「頑張る」

発したらいいのではなく、相手に届く声、わかり

という気持ちが伝わりますか？最初と２回目。
「全

やすい声が大事ですね。発声、発音、滑舌の良さ、

身で頑張るとやる方が、頑張るという気持ちが出

高低強弱、抑揚、間。言葉を発する時は楽に発し

ています」
。そうなのですよ。顔の周りにアクショ

ようと思うと、普通に何も考えずに「おはようご

ンが加わるのは明るさや元気さを表します。無言

ざいます」と口からそのまま出てくる。相手に伝

でもいいから、アクションを付けると「やる気を

えよう、伝わるように話そうと思ったら工夫が必

持ち合わせているんだな」という印象になります。

要で、
（山なりに発声する）
「おはようございます」

そういう意味で手の動きも大事なんですよ。

というと、印象が違うと思います。このように声

４つ目は「表情」です。口もとが笑っていても
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伝えたい」という時は大きな声になる。でも大き

報」。なぜ応募したのか、「志望動機」です。最後

な声ばかり出していたら煩くてしょうがないので、

に「抱負」。やる気を示す。報告に関しては、ど

今度は小さい声を出してみる。
「強弱」をつける。
「抑

ういうことに取り組んだのかという概要の説明。

揚」というと勘違いされるのが「波のように話し

次にどのような感じになったか、「結果」ですね。

たらいいんじゃないか」と思われるのですが、違

どういう「実績」があったか。３つ目はその「分

うのです。
波のように話すのは聞いている人にとっ

析」です。結果に基づいて「今後、私はどうして

てはちょっと気持ち悪いです。何がいいか。ボー

いくか」という話をする。
「スピーチ」は、まず「お

ルを投げるイメージ。ボールは真っ直ぐ投げられ

祝いの言葉」をかける。次に「褒める」、すばら

たらドシッときますよね。ふわっと山のように投

しい。最後に「さらに頑張ってください」と励ま

げられたら、ふわっと落ちてくる。言葉を発する

す。３部構成で話をすると相手にわかりやすい。

というのは、それに似ているのです。「山なり」

場合によってはプレゼンテーションしないといけ

に言葉を発すると相手のもとに届きやすい。最後

ないことがある。この時のやり方として「説得話

は「間」です。同じようにしゃべると飽きてきま

法」が知られています。１番目は「注意を引く」、

すので大事なことをいう前には少し間をあける。

注目を集める。自分はなぜこの話をするのか。２

するとその「間」で人の意識を自分に向けさせる

番目はその「必要性」を訴える、何故やるのか。

ことができる。そういうテクニックを使うと、相

３番目は、その「解決策」を訴える。ただやりた

手に、より伝わりやすくなる。話す「速度」です

いだけでは進みません。やりたい、じゃあ私たち

が、どれくらいの速さで話したらいいですか。イ

はどういうことができるか。ここまで話す人は多

メージとしては１秒間に５、６回くらいですね。
「お

い。さらに４つ目、「理想像」を見せる。人が動

はようございます」「ありがとうございます」。こ

くのは、
「この人、何かやってくれるんじゃないか、

れで１秒。原稿用紙１枚を１分で話すのは速すぎ

頑張ってくれるんじゃないか」と思った時、賛同

ます。半分から４分の３枚を１分間で話すような

する、行動するのですね。そのように話を組み立

感じで考えるといいと思います。人ってたくさん

てていくと相手の心を動かしやすい、説得力があ

のことを話したがる。あれも言いたい、これも言

る。プレゼンの時は、「話の組み立て方」はもち

いたい、それもしゃべりたい。だけど人の記憶に

ろんそうですが、手もすごく動いているのです。

は１割くらいしか残らない。言葉数を減らして、

言葉だけではなく、身体表現も必要です。

印象ある言葉を相手に届けるというのが伝わる。

今、お話したようなことを組み合わせると、自

長い時間アピールできたらいいだろうと思いがち

分の言いたいことを相手に伝えやすくなります。

ですが、そうではなく、相手が聞きたいとか、ど

もちろん完全ではないですが、スムーズにいく。

れだけのことを欲しているかを知って、それにあ

方法論としてあるわけですね。でも人間は緊張し

わせて話す。量ではない。「印象に残る言葉をど

ます。

ういう形で届けられるか」が大事で、そのために
必要なのは発声、発音、滑舌、高低、強弱、抑揚、
間なのです。

理論
実際に話はどうすればいいか。「話の組み立て」

緊張とのつきあい方
最後に「緊張とのつきあい方」という話をした
いと思います。何故、緊張するか。慣れない場所
で普段とは違う状況から防衛本能が働く。「失敗
したらどうしよう、みんな話を聞いてくれている

はこのような感じで考えてもらうといいですね。

かな？」という気持ちが起こるのですね。それを

３部構成です。自己 PR であれば自分の情報、名前、

いかに和らげるかが大事だと思っていて、緊張感

所属、どういうことをしているかという「自己情

は無いよりはあった方がいい。でもありすぎると
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困ります。ほどよい緊張感をどうするか。そのた

ましたか？」と聞いて、大体の方は「やりました」

めに一番大事なのは「心を落ち着かせる」ことで

というのですが、「受け答えはこういうふうに応

す。深い呼吸をしてください。リラックスにつな

えます」という準備、それはやりました。しかし

がります。交感神経より副交感神経が働くという

実際の面接の時は、立って、お辞儀して、座って

意味で、まずは呼吸を整えることが大事です。二

それからしゃべるという一連の動きがある中で話

つ目は「話し始めはゆっくりと」。人間、出だし

す。そこまではあまり練習していない。日頃から

で躓くと後々響くのですね。最初の一歩がうまく

本番の練習を何度も重ねる。そうすることで自分

いけば、後は何とか進んでいきます。最初こそ落

に自信がつくし、それが安心につながる。さらに

ち着いて話をすることを心がける。３つ目は「大

場数を踏むこと。回数を重ねることにとよって緊

勢に話をするとしても、一人に話をするつもりで

張の度合いは和らいでくる。回数を重ねることで

話をする」
。この時の一つのポイントですが、み

自分自身の安心材料にする。

んなと目を合わせすぎない。もちろん目を配って
いるんですけど、ジーッと見て視線が固定されて

今回お話したことは就職を控えている学生さん

しまうと緊張して心も固定されてしまう。ほどよ

や、会社に務めている方だけではなく、主婦の方

く視線をぼかしながら全員に目を配る。最後に「安

にも当てはまることで、人前で話をすることは誰

心材料」を用意する。ルーティンワーク、いつも

にでも何らかの機会があるのです。町内の集まり

やっていることがありますよね。それって安心し

かもしれない、趣味のサークルかもしれない。そ

ます。たとえば野球選手がバッターボックスに入

ういった場面で自分の思いを落ち着いてしっかり

る時、右足から入るか、左足から入るか、それぞ

と相手に伝えることができたら、それは自分にとっ

れ決まっています。いつものことだと安心する。

て心地がいい。楽になります。そういう意味で「話

緊張すると何かを握りたくなる。私はいつも司会

す」ということに対して今日、お話したことを意

をする時、スタンドマイクを用意されてもマイク

識していただけたらと思います。以上で私の話は

を手に持つ。そうすると自分にとっての安心材料

終わります。今日はありがとうございました。

になる。そのように自分にとっての「安心材料」
を用意することが緊張をほぐすことにつながりま
す。
これだけのことをした上で、さらに大事なのは
「練習」です。就職面接もそうですが、「練習し
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パネルディスカッション

「社会が求める人財とは～地元企業のリアルな声を聞こう～」

光安 拓郎

岡本 剛

木原 章太郎

（株式会社シーズ）

（トヨタＬ＆Ｆ広島株式会社）

（株式会社福屋）

光安●株式会社シーズは地元就職を目的とした就

ております。よろしくお願いします。

職支援を行っています。メインの事業はサイトの
運営で広島であれば「ヒロジョブ」という地元密

光安●最初に企業の紹介ということで、トヨタＬ

着型の就職支援サイト、岡山で「オカジョブ」。

＆Ｆの岡本様からお願いします。

香川では「カガワジョブ」で地元就職を応援する
サイトをやっております。就職イベントの企画運

岡本●会社の説明、どのような仕事ができるかと

営、サイトとイベントを通じて地元に就職したい

いうことでお話させていただきます。資料は実際

学生のみなさんを支援させていただいています。

に学生にお配りしているものですので「31年採用

今回、地元の２社の企業をお呼びしてパネルディ

向け」になっています。求人票、会社概要の案内、

スカッションのファシリテーター務めさせていた

仕事に対する説明等も入っていますので、会社選

だきますので、よろしくお願いいたします。

びを実感していただけるのではないかと思いま

会社の紹介を岡本様からお願いします。

す。
トヨタＬ＆Ｆやトヨタというと車のイメージが

岡本●トヨタＬ＆Ｆ広島採用担当をしています岡

強いかと思いますが、トヨタグループは裾野の広

本と申します。採用活動の時期がマチマチになっ

いグループで、車はもちろんですが、弊社で扱う

ていたり、ニュースでも話題になっていますが、

のはフォークリフト、産業車両はトヨタのシェア

お子様から相談を受けて何かのお役に立てればと

が50％で世の中を走っている車両の２台に１台は

思いますので、よろしくお願いいたします。

トヨタのブランドを使っていただいています。ト
ヨタの創業の企業のトヨタ自動織機は織物機械を

木原●株式会社福屋の人事担当をしております木

つくっています。こちらも世界的にシェアが高い

原と申します。私も高校３年生の娘を抱えており

会社で近くでは福山のカイハラ産業というユニク

まして、ほぼ同世代で今後、自分の子どもたちが

ロのジーンズの織物を織る会社がありますが、織

どう成長していくのか、就職を通じて見つめ直す、

物機械もトヨタの織物機械です。今治タオルで使っ

いい機会と思っておりますので、そのような目線

ている織物機械もトヨタのものです。弊社はトヨ

で、
僣越ですが、お話をさせていただければと思っ

タグループの中で広島、島根で産業車両、フォー
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クリフトを中心に物流にかかわる商品を扱う会社

なので写真を見れば顔と名前はわかりますし、社

で、アフターメンテナンスも受け持っている会社

長も把握しています。その程度の規模の会社であ

です。業態としては車のディーラー、販売会社と

るからこそ家庭を大事に、生活リズムを守れるの

同じような経営形態ではありますが、扱うものが

ではないかと思います。採用については比較的堅

違いますので生活のリズム、仕事の内容は変わっ

調に推移し、毎年、必ず採用があります。来年度

てくると思っています。産業車両は会社で使って

も営業職２名、サービスエンジニア３名。離職率

いる機械も多いかと思いますが、身近なところで

も低く、私が入社した頃には60名程度の事業規模

はホームセンター、スーパーの裏に置いてあるか

でしたが、現在は150人。160～200名くらいまで

と思います。中心は製造業で使う部品を運んだり、

増やしていこうと、今、活動を展開しています。

荷物の上げ下ろしをする。昨今、ニュースでも出

地元に戻って仕事をしたいということであれば「こ

ていますが、人材不足が叫ばれています物流現場、

んな会社があるよ」とご紹介していただければと

保管したり運んだりする現場は人材不足が顕著で

思います。よろしくお願いします。

弊社でも自動でモノを運ぶ機械を扱います。宅送
や中国新聞とか小さな事業所でも「無人化」をキー

光安●続きまして株式会社福屋の木原様からお願

ワードに物流改善のお手伝いしています。弊社の

いします。

仕事の中では人同士の付き合いなので、モノを販

50

売する仕事、お客様の現場がより効率的に動いて、

木原●会社概要ですが、広島市の八丁堀に本店を

人が少ない中、お客様にしっかりとその会社がア

おき、百貨店業を営んでおります。広島駅前店は

ピールできるようにと相談を受けながら改善して

２番目の拠点として、その他、広島県内、山口県

いくコンサルティングの仕事にも力を入れていま

岩国、島根県浜田に分店として10店舗有していま

す。営業職ではありますが、幅広い仕事をしてお

す。広島及び近隣の方には「福屋」という名前は

ります。

馴染みがあるかと思いますが、1929年に創業、来

採用に関して、弊社は広島、島根で営業してい

年で90周年を迎える企業です。広島で初めて生ま

ます。規模こそ150人程度の会社ではありますが、

れた百貨店として創業しました。当時、広島の町

一人ひとりが大事なお客様を抱えています。責任

は軍都として広島の中心地、市街地が発展し、そ

をもって仕事をしていただかないといけないので

の中でまとまった店を開くことで、さらに広島の

プレッシャーも強い、ストレスをためることもあ

町に磨きをかけようと考えた創業者が、母体なく

るのではないかと思いますが、その中で土日は休

して百貨店業を営みました。京都ですと大丸、高

みをとって家族を過ごす時間をしっかりもとうと

島屋や、伊勢丹が京都駅前にありますが、江戸時

いう方針で15年ほど採用活動を展開しています。

代の呉服屋に端を発した百貨店業が全国的には多

営業職は嫌われがちの仕事ではあるかと思います

くなっています。関西では阪急、阪神、東京では

が、本人たちはしっかり稼いで、しっかり休んで、

京王、小田急と電鉄系の会社が立地して百貨店業

しっかり遊ぶという気持ちで日々、オンとオフを

を営んでいます。この２系統に分かれるんですが、

切り換えながら仕事に取り組んでいます。広島、

私どもは戦前、1920年（昭和４年）に広島に、何

島根で営業していますので転勤の可能性もあるの

もないところから百貨店を立ち上げようというこ

ですが、ご自宅から通える範囲、結婚して起点と

とで、できた会社と聞いております。広島はこう

なる地域で通える範囲に配属しています。マネー

いう企業が多いのかなと思います。昨日、第一戦

ジメントクラスになると離れた拠点の配属になる

を闘いました広島東洋カープも、もともとは広島

こともありますが、お子さんの成長、家族との話

が焼け野原だったところに広島を元気にするチー

をしながら配属先を決めます。150人程度の会社

ムをつくろうと地域の有志が立ち上げた会社だと
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聞いています。マツダをはじめとする自動車産業

内に入っているブランドメーカーの販売サポート

等、広島という町はフロンティア・スピリットと

やとりまとめをしたり、当社としての方向性を定

いいますか、
「何か一つここでなし遂げてやろう」

める仕事があります。販売の他、販売促進、現在、

という気質が以前からあるように感じています。

北海道の物産展をやっていますが、物産展や催事

まさに広島の企業はこのような特徴をもった企業

の企画、または宣伝、装飾、店内の打ち出しに関

が多いと思いますし、当社もその一員であればな

する仕事、当社の営業職には外商があります。大

と思っております。

卒で入社した人材が得意様にお訪ねし、法人もあ

昭和４年（1929年）に創業し、広島の町が発展

わせてさまざまな商品のご提案、お客様のご要望

するにしたがって店舗拡張、昭和13年に八丁堀の

をお聞きして反映する仕事です。他にも業務系、

今の建物を完成しました。現在の建物でタイル面

人事、総務、物流関係の仕事もあります。

になっているところは昭和13年の創建当時の形を

採用に関して毎年、大卒を５～10名程度の採用

維持しており、昭和20年、原爆の惨禍にあって被

目標を掲げていますが、今年内定になった方は今、

爆、翌年には戦災を乗り越え、営業再開していま

２名、その他、高卒も採用していまして全体で20

す。現在に至るまで外観を保ち、広島の被爆前の

名程度採用に至っています。

姿を保っている唯一の建物かと思います。原爆ドー
ムを始め、ゆかりの建物はありますが、モニュメ

光安●会社の概要、魅力を

ントとして被爆の悲惨さを伝えるものとして残っ

聞いていただきました。で

ていますが、当社は今日に至るまで日々皆様にお

は本編に入ります。最後に

買い物を楽しんでいただく、広島の町のランドマー

保護者の皆様からの質問の

クとして営業しております。

時間をとっておりますので、

当社は広島のみで事業展開し、広島の町では馴

聞きたいということがあれ

染みがある会社と認知されていますが、売上は年

ば皆様から伺いたいと思い

間で500億円強、広島市を中心とした広島地区の

ます。よろしくお願いしま

百貨店業としては、そごう、三越、天満屋があり

す。

ますが、1,200億円のマーケットのうち、500億円

お二人に質問ですが、企業概要を説明していた

で40％が当社のシェアです。地域では売上高が最

だきましたが、「企業が求める人物像」について、

も高い百貨店となっています。従業員数は900名弱、

岡本様からお願いします。

女性の比率が６、７割、圧倒的に女性が多い会社
です。販売を中心とするスタッフは女性が主で、

岡本●「求める人材像」ですが、弊社は営業職を

大卒、高卒の正社員もおりますが、１対２の割合

募集しています。まずは営業して事務職とか別の

で女性が多い会社です。女性が多いということは、

職務に変わる人もいますが、基本的には営業職の

それだけ長く働き続ける会社として以前から取り

採用ですので売っていかないといけない。求めら

組んでおり結婚、出産を機にお辞めになる方はほ

れる人材像は「お客様の立場に立って考えられる。

とんどいらっしゃいません。夫の転勤等でやむを

ひとごとではなく、自分ごととしてお客様の現場

えず、という方はいますが、出産を経て育児をし

に近づいていける気遣いのできる人材」を求めて

ながら勤務を続ける体制が整っている会社だと自

います。入社の際の選考試験では筆記試験もあり、

負しております。仕事内容は百貨店ですので衣食

作文もあります。成績だけで測れない部分も多い

住にかかわるさまざまなものを販売しています。

ので面接を２回入れていますが、面接時間30～40

百貨店としての上質な商品のご提供、感度の高い

分、一人ずつ面接をさせていただきます。その中

サービスの提案をモットーに主に販売業務や、店

で人となりを理解させていただき、うちの営業姿
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勢に見合う人材であるかを評価させていただきま

木原●京都にお子様をいかせられて「Ｕターン就

す。おしゃべりが上手、コツコツ真面目な方、い

職どうしようか」と考えられていると思います。

ろいろなタイプの学生がいますが、どちらでもい

保護者の方は「ぜひ地元に戻って」「折角外に出

いと思います。人の立場に立って、人のために気

たんだから、あとは本人に任せる」という方もあ

づいてあげられる人材を求めているというのが現

るかと思います。私自身も大阪で大学時代４年間

状です。

過ごしました。20数年前ですので今は状況が違う
のですが、バブルが弾けて就職氷河期の時期で就

木原●当社も変わりはありません。営業、販売で

職なら全国どこでも、という思いがありましたが、

すので、ものを販売する。特に重視しているのは

私自身は地元広島出身ですが、広島から関西の地

感じのよい応対をしていただく必要がありますの

にいき、熟考した結果、「地元に帰りたい」と結

で「まずは気持ちのよい挨拶をしてください」と

論を出しました。その時に浮かんだのは父母の顔

いうことです。これは社会人としての基本だと思

であり、地元の風景でありましたが、いくつか企

います。それと「清潔感のある身だしなみ」をお

業を回る中で福屋は広島で展開をしていること、

願いしています。第一印象は大切なので感じのよ

長く広島の地で皆様に厚いご信頼をいただいてい

い、お化粧も含めて清潔な身だしなみをお願いし

ることから「地元に貢献したい」という思いを強

ています。それとともに人事の採用担当、入社し

くいたしました。

てからの教育担当としては、やはり「素直に物事

Ｕターンの学生に求めることは、地元に対する

を聞く力」を徹底しております。お客様がどのよ

思いは外を見たからこそ強くなるのではないかな

うなものを求めていらっしゃるか、当社に訪問し

と思います。ずっと地元にいたら広島のことを真

ていただいているか、お話の中でよく理解して、

剣に考えなかったかなと思います。広島のよさを

お客様のご要望にお応えする義務があります。お

じっくりかみしめたからこそ、もう一度地元に戻

客様が想像していらっしゃることの期待を上回る

りたいと思いました。地元への愛。もう一つは外

商品のご提案をすることが、最後のご来店につな

に出て親元を離れて18歳まではご飯をつくっても

がる。
当社への信頼につながることですので、しっ

らい、弁当もつくってもらって、洗濯も全部任せっ

かりとお客様のおっしゃることに耳を傾け、的確

きりだったと思います。関西の地に一人で住み、

にお答えをする。これは社内での業務にも通じる

アルバイトもする。広島から関西という極めてコ

ものがあります。上司、先輩社員が業務の依頼を

ミュニケーション能力を必要とする地域に単身乗

すると「いえ、私はできません」「そんなことを

り込むのは人生の中で最大の成長ポイントであっ

するんですか？」。「これは新入社員としては失格

たかなと思っています。ご子息も言葉も含めて「変

だ」と入社後に申し上げています。まずは素直に

わったな」と思われているのではないかなと思い

聞いて「そういう仕事があるんですね、わかりま

ます。そういう自活能力が備わっていることから

した。教えていただいてありがとうございます」。

私どもはＵターン人材を当社に迎えたいなと強く

そういう気持ちをぜひもっていただきたいと新入

思っています。

社員には伝えています。それらも含めて素直に聞
く力を求めております。

岡本●営業の仕事で求められるのは情報量です。
お客様が「こんなことに困っていらっしゃる。

光安●皆様のお子様も、しっかりお考えをいただ

じゃあ、どうすればいいのか」。いっしょに考え

ければと思います。Ｕターンの学生のみなさんに

ていけるものを、研修では「引き出し」という言

求めているものは何かについてお願いします。

い方をしています。「自分の引き出しをとにかく
増やしなさい。どんな場面でもお客様としっかり
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お話が合うように、相談に乗ってあげられるよう

中ではＩターンの学生も多いです。宮崎県、兵庫

に」
。県外に出ていろいろな経験をされた学生は

県、鳥取県など地元でも仕事はできますが、あえ

広島で育って広島で学生生活をした人に比べれば、

て弊社で仕事をしてくれている学生もおります。

一歩も二歩も先に進んでいると思っています。そ

「地元で働きたい」という希望で活動している学

ういう経験をしっかりできていることが大事では

生もたくさんいます。でも自分がやりたい仕事は

ないかと思います。
「せっかく県外に出たんだか

どのような仕事か、やり甲斐のある仕事を考えた

ら、こんなこともやってみよう、挑戦してみよう」

時、「この会社だな」と思えば、広島だろうが、

も一つだと思いますが、自分に与えられたチャン

県外だろうが、そこに行くべきではないかと個人

スをしっかり生かして学生時代を過ごしてきて

的には思っています。私もそういう選び方をしま

いる方は、有利になるのではないかと考えていま

した。今、子どもが二人。中１と中３で親の手が

す。

かかる時期ではありますが、
「地元で働いてよかっ
たな」と思うのは親が近くにいるということです。

光安●Ｕターン学生に求めることをお話いただき

安佐南区に家を構えていますが、実家も中筋で同

ましたが、皆様のお子様もＵターンされるという

じ区で妻の実家も安佐南区、両方とも子どもが勝

ことですと、地元に対する思いや豊富な経験など、

手に自転車でいける距離にありまして、ちょくちょ

ぜひ皆様方からもアドバイスをいただければと思

く顔を見せる機会も多く、小さい時には助けもら

います。次に「地元で働く意義、働きがいは何か」、

う機会が多かったのです。義理の父が病に伏せて

経験も交えてお願いします。

いた時期もあり、その時には義母を助けてあげる
こともでき、より親子の関係、義理の母との距離

岡本●私も大学時代は県外

感が縮まったと思います。日頃からやりとりがあ

に出ていまして経済学部の

ることでコミュニケーションもはかれますし、自

学生でした。就職活動する

分自身の成長にもつながると思います。いざ地元

中では営業職、総合職とし

で仕事をする中で辛い時期もたくさんある。営業

て仕事を探していました。

職に限ることではなく、社内の人間関係に迷うこ

実際、就職活動が始まって

ともある。仕事の中でお客様にお叱りを受けるこ

からは関西圏も行きました

ともある。そのような時、相談できる相手がいる

し、関東圏も行きました。

ことは大事なポイントです。地元の学生も採用し

「とにかくいろんな会社を見てみなさい」という

ます。比率としては多いのですが、その時に注意

親や先生からもアドバイスがありましたので、行

するのは社会人として２、３年と過ごす中で、悩

けるところには全部いってみようと、当時、30社

む時期があるので、相談できる、健康面でも気を

ほど受験しました。就職的には厳しい状況でした

つかってもらえる親御さんのところから出社でき

が、何社かご縁をいただき、その中で、どの会社

るのはメリットだと思います。そういう人事の配

を選ぶのか。最終的には広島、島根で展開してい

置をしているつもりです。決して地元で働くのが

る弊社を選んだのですが、その大きな要因は地元

一番いいとは思っていませんが、地元で働くメリッ

であることではなかったのです。会社の規模、経

トはすごく大きいことは間違いありません。いず

営者と話をして「この会社だったら面白い仕事が

れ自分のプラスになる、振り返ってみた時、「地

できるのではないか」というのが最終的な決定を

元で仕事をしてよかったな」と感じることもあり

した理由でした。

ます。

地元で働く意義は、働きながら地元で就職して
よかったなと感じられることです。弊社の採用の

木原●当社の特徴として広島でのみ事業展開して
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いるということです。また本社、本店があるのは

継続しています。妻も京都にある某大学、衣笠地

八丁堀という広島の中心地です。広島駅前は今で

区にあるライバル校ですが、そこの出身で、地元

こそ再開発が整いましたが、最初の再開発案件と

に戻って子どもが３人います。デパートですので

して我々が企業として出店した経緯があります。

時間勤務も不規則で、子どもが３人おりますので

地域とのつながりを大変重要視しています。今、

親にも迷惑をかけましたが、今でも長く続けられ

百貨店業界はいいニュースがなく、地方では閉店

ているのかなと思っています。地元だからこそ、

が続き、大手でも合従連衡が続いています。三越

こういう生活ができていることも、いいすぎでは

と伊勢丹はグループ化しましたし、大丸と松阪屋

ないと思います。いろんな意味で地元のよさは実

もグループ化しました。当社は地方の一百貨店事

際にいろんな場面で感じるところで、子どもさん

業ですが、大手等のグループ化とは全く一線を画

からご相談を受けられましたら、ぜひアドバイス

していまして「百貨店の福屋」という企業で経営

をお願いしたいと思います。

しています。カープをはじめ広島の企業など、特
徴のあることだと思っています。地域の事業体と

光安●地域への貢献、子育てなど地元で働くメリッ

して地域の生活文化への貢献、にぎわいの創出と

トは大きいと思います。しっかり納得のいく企業

切って切り離せないものがあると思います。カー

に就職することが大事だと思います。そこで内定

プが３年前、
25年ぶりに優勝し、優勝セールも大々

をとる方はどのような方が多いのか、ぜひお二人

的に執り行いました。当時は25年ぶりということ

からお願いします。

もあり、優勝セールのやり方がわからなくて仙台
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や福岡の百貨店にお尋ねしたり、それでも蓋を開

岡本●難しい質問ですが、弊社では２回面接をし

けて、結果的に当社にたくさんのお客様がお見え

ています。だからこそ、いろんな人材が集まって

になったというのは強烈に印象に残っています。

いると思います。同期のメンバーでも個性をもち、

逆に大変なお叱りも受けたのですが、Ｔシャツが

違う好みもあれば、家庭環境も違う。お願いして

すぐ売り切れました。それでも地元のイズミさん、

いるのは自分で決めること。親御さんに相談した

セブンイレブンを始め強力なスポンサーがありま

り、先生からすすめられてなどアドバイスはある

すが、その中で地元のお客様は、広島カープが優

と思いますが、最後は自分で決めて「この会社に

勝して「優勝セールは福屋で」ということでお選

入るんだ」という気持ちをもっていただく方が、

びいただいたのかなと強く印象に残っています。

内定者の中には多いのではないかと思います。だ

今でもカープとは長い取り組みをしています。広

から反対される場合もあります。特に県外からき

島駅前店で優勝トロフィを飾っています。特別な

ている学生は大抵、親御さんに反対されています。

取り計らいを含めて地元企業だからという強いつ

「なんでわざわざ広島なの？」ということです。

ながりもあります。加えて地域のお客様のお声も

親御さんが納得できるくらいの気持ちがあれば

あります。広島の町の中心に立地する存在として

こそ、内定を受けていただいているのではないか

広島になくてはならない店であり続けたいという

と思います。弊社で気をつけているのは内定者を

思いを強くしております。従業員一同、この地域

拘束しません。早い方は３、４月で内定が出てき

に貢献したいとともに地域の皆様と豊かなまちづ

ます。遅い方で先週、内定を正式に出した学生も

くりにかかわりたいという思いが強い会社だと思

います。入社するまでは「いつでも内定は取り下

います。そういう企業で働くのも、やりがいかな

げても構いません」と話をしています。それが本

と思っています。

人の納得性にもつながると思いますし、いろんな

もう一つ子育ての部分について、女性が長く働

会社を見てほしい。引き出しを増やしてほしい。

き続ける仕組みは以前から取り組んでおり、今も

就職活動の時でないとできないことはたくさん
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ある。今でこそインターンシップなどの取り組み

方も多いわけですから、そういう方と、いいコミュ

が国をあげて行われているので「それを利用して

ニケーションがとれるかどうかを判断材料にして

いろんな機会に自分の引き出しを増やす経験をし

いく場合が多くなっています。もちろん得手不得

て、うちの会社でその経験を生かしてほしい」。

手はありますので自分の好きなことばかりではな

拘束しておりませんが、意外と辞退が少ないの

く、苦手なことも聞くようにしています。それを

も、うちの会社の特徴かなと思います。今年、５

どう克服してきたか、どういうことで困難に立ち

名の内定者がおりますが、１名、辞退がありまし

向かったかを聞くようにしています。面白い体験

た。合計６名の内定を出しています。一昨年は辞

や、楽しかったことなど、できるだけ聞き出して、

退が０名、その前も０名でした。最後までしっか

本人の用意してきた部分でないもの、素の部分に

り自分の納得いくまで仕事について考えてもら

注目しています。中には「私のお父さんは夜中に

う。学生に話をするのですが、営業職、やったこ

木の上に立って叫んでいました」など家庭のこと

とがないのですね。店頭でのアルバイトはあるの

を面白おかしく話される方もいました。内定を出

ですが、自分で一から計画を立ててお客様を相手

す学生にはユニークなエピソード、個性を見いだ

にフォークリフトを売っていく。さっぱりイメー

したいなと思っています。そうでない方、真面目

ジが沸かない。他の会社を見て、お父さん、親戚

にこつこつやる方、うちの中にはいろんな仕事が

のおじさんでもいい、営業職をされている方の話

ありますので、「こんな販売部門に向くのではな

を聞いてみてください。反対されるかもしれませ

いか」「業務のこういうところで活躍してくれる

んよ、
「大変な仕事だから辞めておけ」。そういう

のではないか」と思いを巡らせて面接させていた

機会を自分でつくってほしいとお願いしていま

だいています。

す。いろいろなことを経験して、この仕事をやっ
ていくという人が内定をとれているような気が

光安●「学生のみなさんに身につけておいてほし

します。

い力」、どのような力を身につけておけば入社し
た後に役に立つのかということでお願いします。

木原●私どもも当社にない
人材、個性をもつ人材がほ

木原●臨機応変、突発的なことに、いかに対応で

しいと思って面接しており

きるかを身につけてほしいなと思います。「資格

ます。私自身、人事の採用

が必要ですか」
「こういうことを勉強してきました」

担当として新卒だけではな

というのも、それはそれで基礎ですので、しっか

く、パートタイム、アルバ

り身につけていただいていいのですが、いろいろ

イト、中途で契約社員で入

な場面に遭遇する。そういう時にいかにリスクを

る方など、年間通して300

低く押さえて対応できるか。社会人になって自分

人とか400人、面接をさせていただきます。学生

の身を守る意味でも、会社の中で自分のポジショ

は100人単位で面接します。その他に週３、４人

ンを高める意味でも必要なことだと思います。さ

は間違いなく面接します。こちらは面接に慣れて

まざまな蓄積をして、この時にはこれを出せるよ

いますから、いろいろな引き出しをどんどん開け

うな力を身につけてほしいなと思います。

て、この人はどんな人かなと見るようにしていま

一人で生活をして時にはお金もない、ご飯も食

す。学生はそうはいっても就業体験がないので、

べられないなど、僕らの時はありました。その頃

どのようなことをしてきたかをこちらから聞いて

から比べると今はいい時代だと思います。スマホ

いきます。そこで人生でいえば倍以上生きている

一つで何でも情報がえられますし、スマホを使っ

私たちと話が弾むかどうかです。お客様は年配の

てすぐ調べる新入社員もいるのですが、そうでは
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なく、アナログ的な部分で突発的な対応ができる

私も「社会人は、仕事とは」という話を耳にさせ

力を身につけていただくには、一回、外に出てい

たいなと思っています。子どもの方から聞いてく

る人には、その能力があるのではないかと思いま

ればいいのですが、「どんな仕事をしているの、

す。

お父さん、どうやって会社に入ったの？」。次女
は自助気質がありますので「人事の担当だったら

岡本●２点あります。自分で決める力をつけてお

どうやったら入らせてくれる？」というのです。

いていただきたい。社会人になってから自分で決

いろいろな話を家庭でされるのもよろしいかと思

断してやらないといけないことがたくさんある。

います。ご自身の体験とか仕事上で経験したこと、

仕事の中でも、そういうことがある。それは大事

困ったお客様の苦労話も含めて、より社会人とし

なことです。
「ホウレンソウ」はできてあたりまえ。

ての実感が沸くのではないかと個人的には思って

その中で自分が決める、自分が責任をとれるかど

います。もちろん経験のない業界もたくさんある

うか。もう１点は、保護者の皆様にもご協力いた

と思いますが、基礎はいっしょかなと思います。

だけることではないかと思いますが、きちんと片

岡本さんと私も、業界は違いますが、通じるとこ

づける。整理整頓だと思います。よく弊社でも「４

ろはあるのかなと思います。たまたま就職して働

Ｓ＋Ｓ」ということで「整理」
「整頓」
「清潔」
「清

いた場所がそこであって、社会人になるという意

掃」に「しつけ」といっています。しつけの部分

味では、お近くにいる親御さんが、いい教示にな

は育ってきた環境が大きく影響していると思いま

るのではないかなと思います。

す。カバンの中をごそごそしながら履歴書を探し
ている学生。前もって準備をしてサッと出せる学

岡本●就職活動の中で、どのような仕事を選ぶか、

生、この時点で仕事ができるか、できないかとい

私自身、両親がどんな役割をしていたのかと考え

われれば、きちんと出せる学生の方が、できそう

ていたのですが、最終的に「営業をやりたいな」

ですよね。仕事をさせてみないとわからないので

と思ったのは父の影響でした。父は某メーカーの

すが、印象としてはそうなってしまいます。そう

営業職を長く経験して家にお客様がくる機会もあ

いうところを身につけていただきたい。部屋をき

りました。仕事に触れる機会が多かったのが幸い

れいに掃除しているか、自分の食べたものくらい

したのだと思います。どのような仕事をしている

は片づけているか。学生の間に何とか身について

のかを子どもなりに見て理解ができていたのかな

社会人になっていただきたいということかなと思

と思います。親戚の中にも個人事業主で自分で会

います。

社をやっている叔父もいましたし、製造業で技術
職をしていた叔父もおりました。歳の離れた従兄

光安●ここからはアドリブ的な質問になりますが、

弟がテレビ局で仕事をしていたため、いろいろな

保護者の皆様がサポートできる、学生のみなさん

仕事に触れる機会がありました。その中で就職感

への就活対策をぜひお願いします。どのようなこ

を培ってきたのではないかなと思います。正月や

とをサポートしていただくと、企業の採用の際に

お盆など、帰ってくる機会は少ないと思いますが、

役に立つのかをお願いします。

その時にチャンスをなげていただけると少し見る
目が変わってくるし、就職に対する実感、「働か

木原●私も18歳の娘がおりまして来年、大学にい

ないといけないんだな」と思ってもらえるのでは

くと思います。今のところ偏差値が足りないので

ないかと思います。

同志社大学には受からないようですが、まず学校
にいくのが第一段階、次が就職です。できるだけ
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岡山本社

（オカジョブ・ヒロジョブ・カガワジョブ
運営事務局）
〒700-0985
岡山県岡山市北区厚生町3-1-15
岡山商工会議所ビル２階
【フリーダイヤル】0120-988-550
【メールアドレス】i nfo2020＠okajob.com
■岡山の就活サイト『オカジョブ』
https://okajob.com/2020/
■広島の就活サイト『ヒロジョブ』
https://h i rojob.com/2020/
■香川の就活サイト『カガワジョブ』
https://kagawajob.com/2020/
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2018. 11. 25 父母会／沖縄会場

沖縄県内の就職状況について
屋良 佳織（株式会社りゅうせきビジネスサービス）

株式会社りゅうせきビジネスサービスは、沖縄
県商工労働部雇用政策課より委託を受け、沖縄県

リア教育の充実を主に考えております。

キャリアセンターの運営をしております。沖縄県

続いて「就職先ランキング」についてですが、

キャリアセンターは15歳～40代前半までの若年者

県内で実施した就職フォーラムに来場した学生ア

対象に就職支援を主な目的とした機関です。キャ

ンケート調査の結果です。銀行や電力会社は常に

リアコーチという就職相談員を10名配置し、主に

上位で人気ですが、サービス業として唯一ランク

は就職相談や面接練習などの支援を行っています

インしているイオンモールのような大型ショッピ

が、大学生、短大、専門学校、高校、中学校など

ングモールのサンエーという県内企業のスーパー

の教育機関や、ハローワーク、経済団体と連携し

が結構人気が高いです。福利厚生がしっかりして

て、沖縄の若年者のキャリア支援を行っています。

いること、シフト制ですが、若者には人気があり、

また年に１度は保護者向けのキャリアについての

自分がやりたいことができるというイメージで人

講演会なども行っています。

気があります。

県内就職状況について

県内学生の意識調査

本日は沖縄県キャリアセンターでの支援を通し

続いてのデータは「県内学生の意識調査」となっ

て、県内就職状況についてお話したいと思います。

ております。昨年11月～12月に県内の大学、短大、

データをいくつかお持ちしましたが、まずは「沖
縄県の大学生内定率」について、ここ10年右肩上
がりではありますが、全国平均が98％なのに対し、

専門学校の卒業年次を対象に、キャリアセンター
が実施した調査結果です。
入学目的という質問に対して、「目的・夢を実

沖縄の学生は83.7％にとどまっており、まだまだ

現させるため」「専門知識を深めたいから」とい

全国との差があることがわかります。次に示して

う積極層がいる一方で、「大卒・短大卒は就職に

いるのは、卒業後の無業者数を表したグラフです。

有利だから」や「友人が入るから」など消極層も

全国平均が7.8％なのに対し、沖縄の学生は17.9

みられます。また、働くことを意識した時期につ

％と、倍以上の数値となっています。次は、大卒

いての質問に対しては、３年次後期が最も多くなっ

で就職した方が３年以内に離職した率を表してい

ていますが、一方で、入試以前や１年生後期と回

るグラフとなっております。全国平均が31.9％な

答した学生もいます。最も多い３年生後期では、

のに対し、沖縄は43.3％と、半数近くが３年以内

実際の就活が始まる時期と重なることもあり、もっ

に離職しています。

と早めの意識づけが大切です。

これら３つのデータの背景には、県内の学生の
背景就業意識が低いこと、雇用環境が厳しい状況
にあることや非正規労働者の割合が高いことなど
の課題があげられます。
その対策として、我々が行うべきというところ
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インターネットの情報だけで就活していると、入

6

沖縄県内の就職状況について

手し辛い情報といえるでしょう。
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りがい」と感じることを語っていただけると良い

インターンシップや企業見学など、実際に現場

と思います。今は、ネットでもそうですが、暗い

に足を運んだり、合同説明会などで社員の方々と

話、厳しい話、など「働く」に関するネガティブ

直接接することで、感じ取っているものと予想さ

な情報はカンタンに耳に入ってきますので、でき

れます。

るだけ「明るい話」を聞かせてあげてください。

合わせて、24％いる「会社の理念に共感した」

これからの時代は、A I など機械ができること

も、
「仕事を続けていく」という観点では大切な

は機械化していくといわれています。その中では、

価値観です。給与や福利厚生といった条件面は、

機械が苦手で人間ができることを使って仕事をし

企業選択の入口としてはきっかけになるかもしれ

ていくことが求められます。例えば、相手の様子

ませんが、職務内容よりも条件を優先して選択し

を見て察する、慮（おもんぱか）るといった想像

た場合、日々仕事に取り組む上で「思っていたの

力。インプットした情報をつなぎ合わせてアウト

と違ってた」というミスマッチにもつながりやす

プットする編集力。これらの視点やスキルは、ど

くなり、早期離職の一因ともなりかねません。

の仕事に就いても必要な「ジェネリックスキル」

内定を取ることをゴールとするのではなく、入

として求められてくると感じます。それを養う上

社した職場で活躍していく＝仕事を続けていく、

で大切なことは、「まず経験してみる」というこ

という視点で就職活動するためにも、早い時期か

とだと思います。そして、経験してきたことを、

ら意識を持って、企業との接点を持てる体験が大

自分の言葉でアウトプットする。

切です。

家庭でそのお手伝いをしてあげられるといいで

この調査は沖縄国際大学経済学部の名嘉座先生

すね。
「うん、うん」
「それでどうなったの？」
「へぇ

に分析していただき、講評をいただいています。
「明

～！そうなんだ」と相槌を打ちながら、興味を持っ

確な目的をもつ大学生は学外の就職機関を利用す

てお子さんのお話を聞いていくなかで、お子さん

る傾向があること。その結果、内定を得ている。就

ご自身が気づくことがあるはずです。

職先を決めた理由については、理念に共鳴して労
働環境など、
福利厚生などについても調べている」。
これらの調査結果については、キャリアセンター

お問い合わせ先



〒900-0021

のホームページにも掲載しています。また沖縄県

沖縄県那覇市泉崎１丁目20番１号

内に事業所がある企業名を検索できるサイトもあ

カフーナ旭橋Ａ街区６階

りますので、是非ご覧いただければと思います。

グッジョブセンターおきなわ内
（沖縄県キャリアセンター）

沖縄の学生は総じて、素直なところが良い点で

TEL：098-866-5465

FAX：098-862-5014

ある一方、物事を「ホントにそうかな？」と多角
的に考える視点が弱いように感じます。仕事を進
める上で「もっと良いやり方はないかな」や「本
当にこれでいいのかな」といった視点は、大学で
の学びが活かせるところだと思います。
また、
給料やネームバリュー、ステイタスといっ
た外的キャリアで仕事を選びがちだとも感じます。
仕事のやりがいや、自分の価値観と職業をマッチ
ングするような働きかけが家庭でできるといいで
すね。
例えば、親御さんが働いていて「楽しい」
「や

■沖縄県キャリアセンター
https://www.career-ce.j p/
■沖縄県キャリアセンター
公式 tw i tter アカウント
https://tw i tter.com/ok i nawakencc
■沖縄県キャリアセンター
公式 facebook アカウント
https://www.facebook.com/ok i nawakencc
■おきなわ企業ナビ
http://www.ok-nav i .net/
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2018. 12. 9 父母会／高崎会場

群馬にＵターンして働くこと
須藤 靖裕（株式会社スターキャリア）

はじめまして。スターキャリアの須藤と申しま
す。本日は父母会様から「群馬で働くことに関す
る情報提供」というご依頼があり、お話をさせて
いただきます。本日は「当社のご説明」と「群馬

価値観がマッチしないといけない
実際に当社にはどんな方々からのご依頼がある
かご紹介します。

にはこういう会社があります」というご紹介、最

群馬県内に住んでいる方が７割、Ｕターン、Ｉ

後に「群馬にＵターンをして働くこと」について

ターンで群馬に来るという方が３割。年齢では22

のお話ができればと思っています。

～35歳までの方々がメインです。新卒の方はほぼ

まずは当社についてですが、高崎にあり業種の
正式名称は職業紹介業となります。一般的には紹

100％がＵターンで、県外の大学に通っていて、
地元の群馬で就職したい方々です。

介業、転職エージェントなどと呼ばれます。企業

当社が扱う求人に関しては、群馬県内を勤務地

からは求人のご依頼を受け、働く方々からは「転

とする求人がほぼ100％で、企業の内訳は地元群

職したい、就職したい」というご依頼を受けて、

馬の会社が７割、県外に本社があり、群馬に工場

働く方々に求人をご紹介するサービスです。また、

や営業拠点を構える会社が３割という比率です。

転職に関するご相談、就職に関するご相談も受け
ております。

当社のこだわりとして働く方々とは原則として
１対１の面談でお話を伺っています。大体平均１

このように企業に対しては「採用支援」、働く方々

時間半くらいをかけて、「働く上でのご希望、価

に関しては「転職支援」「就職支援」をしている

値観」を詳しくお聞きしています。例えば「仕事

会社です。当社は群馬を専門にしている紹介業と

をする上で大切なことはなんですか？」「企業選

なり、一般にいわれる派遣業ではありません。群

びをする時に重視することはなんですか？」「そ

馬県内で群馬を専門に紹介業のみをしている会社

れはなぜ重視するのですか？」というお話をお聞

は、恐らく当社だけだと思います。

きして、その上で求人をご案内しています。企業

事前に一点お伝えしますと、働く方々の割合は、

から求人を受ける際も同様で、基本的にその会社

すでに社会に出ている「転職したい人」が99％で、

を訪問して経営者、社員に直接お会いしてお話を

「新卒・学生」からは１％ほどで年間約20名ほど

伺っています。その際も事業内容、募集する仕事

です。

内容は当然ですが「なぜ募集するのか」「どんな

そのため、本日は「社会人としての転職」がメ

人がその会社にマッチするのか」
「社長の思い」
「社

インになりますが、このあたりの実情、現状を知っ

員にこういう人がいる、上司にこういう人がいる」

ていただくことで今、学生さんが社会に出る時、

というお話を伺っています。なぜそういうお話を

どういう選択をしようかということの参考にして

聞くのか。働く方々は入社して終わりではなく、

いただければと思います。

入社後にどう働くか、どう活躍するかが重要だと
思っているため、「働く側と企業の価値観がマッ
チしないといけない」と考えているからです。
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次に「具体的な群馬の会社」についてですが、

ました。こういう業務をこのくらいの年数を経験

当社にご依頼のある方々の３割がＵターン、Ｉター

し、こういうスキルをもっていると何年後には、

ンと申しましたが、「Ｕターン、Ｉターンしたい」

こういう役割、ポジションに担うという道筋が見

理由は人それぞれで「実家に帰りたい」
「親御さ

えやすい会社です」といっていました。また、
「新

んの面倒をみたい」
「結婚する」
「出産する」「家

しい技術への取組が速い」という声や、自治体の

を建てたい」
「子どもができて育児を考えた時、

お客さんと直接のやりとりになりますので「ユー

親の近くで暮らしたい」といった理由が多く、年

ザーの声を生で聞けるのが面白い」という声もあ

齢としては30歳前後で戻ってくる方が多いです。

りました。当社から見たこの会社は、給与が高い

せっかく群馬に戻ってくるのですから、また県外

のも特徴です。継続勤務後の昇給が高く、地元の

に出ないといけないような転勤のリスクを避ける

企業で見ると給与の高い企業です。

ために、Ｕターン・Ｉターンの方は地元の会社に
転職する方がほとんどです。

群馬の地元企業

もう１社は「株式会社インターゾーン」という
会社です。高崎にあるベンチャー系企業です。ベ
ンチャーといっても、物腰の柔らかい社長と社員
がいらっしゃる会社です。この会社の事業内容は

地元企業にはどんなところがあるか。２社ほど

車を買った後のカー・アフター領域に特化してお

ご紹介します。先日、「この場でお話をしてもい

り、お客様は車検を扱う会社です。具体的には全

いですか？」と２社に確認を取ったところ、「同

国展開している車検の専門店、ガソリンスタンド、

志社大学の学生さんでしたら、ぜひお待ちしてい

車の整備工場、カーディーラーが顧客となります。

ます」という回答がありました。

提供しているサービスはマーケティングに関する

１社目は「株式会社ジーシーシー」という会社

こと、サイト制作、顧客を管理するシステム、コー

です。前橋にある会社で自治体を専門とするシス

ルセンターの事業を連携して行っています。「連

テム会社です。この企業のお客さんは県庁、市役

携して行っている」点がポイントで、一つひとつ

所などです。市役所で住民票を出すシステムなど

できる会社はたくさんあるそうですが、車検のこ

を自分たちで受注して、開発し、納めて、フォロー

とを熟知している会社が一貫してできるのが強み

するような会社です。県内のシステム関係で大き

だそうです。社員数は100名に満たない会社ですが、

な会社というと、桐生にある両毛システムズさん

売上も社員数も順調に伸びています。この会社に

があげられます。その両毛システムズさんと１、

転職して入った方々は、ほとんどＵターンの方々

２を争う企業です。社員数は700名くらいです。

で、職種としては営業系、総務、コールセンター

自治体向けのある分野では、東京23区内でもトッ

の管理者、ディレクターです。実際に入社いただ

プ３のシェアがあり、神奈川県の大きな市のシス

いた方の印象的なコメントをご紹介します。その

テムを、大手を押し退けて導入している実績のあ

方は、当時23歳で大都市圏の某大手に勤める新卒

る会社です。当社からのご紹介で、この会社に入

１年目でした。

社していただいた方々は S E、総務などの25～35

「今の会社は保守的で初歩的な仕事の日々です。

歳の方となります。実際に入っていただいた方は、

そんな時に会社に営業に来た人が同じ新卒１年目

都内のシステム会社からＵターン転職で入社いた

で、その方の提案する姿を見て『僕はこのままだ

だいた方が中心です。自治体向けということもあっ

とまずい。この人に負ける。もっと自分が成長で

て地域貢献に興味のある人などが入社されていま

きるような会社に行きたい』と思いました。あと

す。
入社いただいた方々に「入社後、どうですか？」

は、せっかく転職するなら群馬で働きたいです。」

とお話を聞いてみたところ、都内の大きな会社か

という理由でインターゾーンさんを受け、入社さ

ら転職した方は「キャリアパスがしっかりしてい

れました。

DOSHISHA UNIVERSITY

61

講演
Lecture

7
この会社の役員が、新卒の学生に対して「会社

馬に帰りたい」というお考えのある方には、その

を選ぶ際は事業内容で選ぶのではなく、その会社

あたりを考慮したキャリア構築をおすすめしてい

がどんな理念で、どんな考えのもとで事業を行っ

ます。具体的な事例では、都内の大手保険会社で

ているかで選んでいくといいですよ」というお話

保険の商品を作っている人が「群馬に帰りたい」

があります。というのも「今の時代、余程の大手

と転職活動を始めたところ、保険商品を作る仕事

企業でない限り、10年後はどんな事業をしている

が群馬には無く苦戦されていました。逆に、群馬

か、わかりません。そのため、今、何をやってい

で求人が多くて有利な経験は営業系全般、自動車

るかではなく、どんな考え方のもとで会社をやっ

やシステム関係、機械関係のエンジニアです。こ

ているかで選べば、万が一、何かあった際にも、

ういう時代なのでウェブ関係も求人は多くなって

おかしなことになりにくい」と考えているからだ

います。このような実情を見ていると、１社目に

そうです。

どんな会社に入り、どんな仕事をするかは非常に

また、ここ２、３年ほど「働き方改革」を進め

大事だと思います。

ていまして、以前は残業も多かったようですが、

中途採用では実務経験を求められますので、そ

女性社員も多いため働きやすい環境作りを行なっ

の意味合いでは、新卒の時に一番選択肢があるは

ています。例えば、ある女性社員が結婚で遠くに

ずです。同志社大学の学生さんでしたら、きっと

転居する際は、在宅勤務制度を設けました。また、

引く手あまただと思います。まずは、会社を選ぶ

別の社員が群馬ではない地元に帰りたいという時

前に「自分がこれからどうしたいのか」をよくお

には、そちらに拠点を作って働けるようにすると

考えいただくのが良いと思うところです。

いう施策を実施している会社です。
この２社は一例ではありますが、県内にも色々

２点目に「新卒」で人気のある会社と「転職」
で人気のある会社は異なるという点です。「転職」

な業種の、色々な考え方の会社があります。都内

だと不人気でも「新卒」で人気があるのは規模の

に比べると企業数が少ない部分はありますが、合

多い会社や知名度のある会社です。当社のアンケー

う会社はたくさんあると思いますので、ご参考と

トで「転職先を決めた理由は？」という問いに一

してご紹介させていただきました。

番多いのは「仕事内容」
「自分が成長できると思っ

群馬へのＵターン転職
群馬へのＵターン転職に関するお話を２つほど
お話しします。
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たから」という回答で、逆に「会社の規模」「知
名度」で転職先を決めた方は少ない状況です。こ
のように一度社会に出た人は、外見よりも中身で
決める方が多いと思います。転職の方からは「新

一つは群馬で働く上で有利な経験と不利な経験

卒の時にもう少し詳しく会社を調べておいたらよ

があるというお話です。近況の県内の採用ニーズ

かった」というのはよく聞くお話です。例えば、

は超売り手市場で、当社が見てきた十数年の中で

最近では今年の新卒（2018年３月卒）の方から、

も一番、求人数はあると思います。どの企業の採

すでに「転職したい」とのご依頼が結構多くあり

用担当者からも、「採用ができません」というお

ます。

話を日々聞いています。とはいっても転職になり

この１、２年を見ても新卒１年以内に辞める人

ますと、立派な経験があるのに、なかなか県内で

が結構多いです。そういう方々に「転職理由」を

は採用ニーズがなくて苦戦するケースもあります。

聞くと、「大手企業に入ったのはよかったが、な

転職では、個人のポテンシャルの前に「即戦力と

かなか責任のある仕事ができない」という理由を

しての経験」を求められるケースが多々あります。

あげる人、「残業が多い、休みが少ない」という

その経験が群馬県内で採用ニーズの少ない経験で

就業条件面をあげる人、あとは仕事内容をあげる

あると選択肢はぐっと狭まります。
「いつかは群

人、例えば営業職では「ちょっと無理強いするよ
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うな営業スタイルがどうしても受入れられない」

と残業が多いかもよ」とか、いろいろお話をいた

というような声が上がっています。逆に、１、２

だくことで、会社や仕事を知るきっかけになるは

年目で辞める方の理由として上がってこないのは

ずです。実際に転職をお考えの方々の中で、特に

「会社の規模が小さいので辞めたい」、「給料が低

20代の女性は転職時に親御さんに相談している方

いから辞めたい」という声です。残業面に関して

が結構います。親御様は特別な信頼関係のある良

は、慢性的に遅い業界はあるはずです。仕事内容

い相談相手だと思いますので、ぜひいろんなお話

に関しても、社会に出ていれば知っていることは

をしていただければと思っております。

あるのかなと思います。事前にそれらのことがわ

私からのお話は以上となります。転職というこ

かっていれば１年未満で転職する事態は避けられ

とで、皆様のご期待とは異なる部分があったかと

たかもしれません。学生さんが自ら入社前に気付

思いますが、今後のことをお考えになる中で、少

くというのは難しいと思いますので、社会に出る

しでもご参考になっていればうれしく思います。

就職のタイミングで周りの大人が教えてあげる機

ありがとうございました。

会があると良いのかなと思います。
例えば、まさに親御様は教える役割として最適

お問い合わせ先



だと思います。特別なことではなく、仕事の楽し

株式会社スターキャリア

さ、厳しさ、面白さ、会社のことなどを含めて「働

〒370-0018

くことはこういうことだよ」とお伝えいただき、

群馬県高崎市新保町1665-1

あとは、ご存じの範囲で「銀行マンはこういう仕

T E L 027-395-5100

事」
とか
「一般的に建設業は給料は高いけど、ちょっ

U R L https://www.starcareer.co.j p
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海外で働くということ
―ダイキン工業株式会社―
経済学部４年次生

Overseas internship

里山 史恭

今夏、S i am Da i k i n Sa l es., Ltd. Co, Tha i l and にて二週間のインターンシッ
プに参加させていただきました。今回のインターンシップにおける参加目的
は大きく二つあります。
「日系企業の一員として海外で働くということを現
場で学ぶこと」と「ビジネスの英語に触れること」でした。
インターンシップ期間中は企画、量販店営業、物件営業、サービス、流通、
マーケティング、販売店営業、トップマネージメントなど、タイの市場で活
躍するダイキン工業の販売会社の構造を組織のトップから消費者に至るまで、
組織全体の流れを二週間のインターンシップで学ぶことができました。中で
も物件営業や販売店営業では訪問先に同行させていただきました。実際の商
談に参加し、どのような流れで実際に現地の顧客と契約を結んでいるのかを現場で体験しました。組織の中での日本人社
員の役割を学び、現地社員の方々とどのようにコミュニケーションをとり、仕事を進めていくのかを見て学ぶことができ、
海外で、企業の
現場を体験する

国内インターンシップでは体験できない多くのことを学びました。
もちろん現地社員の方々とのコミュニケーションは英語でしたが、会話の英語に苦戦するというよりはビジネスシーン
で使われる専門的な英語、社内の中でのみ使用される略語であったり、業界の仕組みをまず理解することに苦しみました。
現地では理解できていないことは積極的に尋ねる姿勢を常に持って、少しでも多くのことを学ぼうとする意識が非常に大
切だと思います。自分自身も言葉だけでは理解できないことが多く苦労ばかりでしたが、尋ねてみると自分が理解するま
で教えてくれる社員の方々ばかりでした。
インターンシップ期間中、たくさんの人との出会いがありました。現地採用の社員の方々をはじめ、日本人駐在員の方々
や海外での仕事経験が豊富な日本やアジア周辺諸国から出張で来られている方々など、様々なダイキンの社員の方々に出
会うことができました。一人ひとりとお話をする中で仕事内容から日常生活に至るまで具体的に知ることができ、タイだ
けでなく世界各地で活躍してきた社員の方々のキャリアをも知ることができました。また、それぞれの社員の方々がダイ
キン工業の理念や考え方を大切にし、海外に進出した際にも日本で培ったその姿勢をできる限り現地にも浸透させ、組織
全体で時間、人、費用がかかってもそれを貫き続ける姿をタイの地で目の当たりにしました。たくさんの人との出会いを
通じ、
「海外に進出する日系企業で働くということ」と「ダイキン工業」を深く知ることができました。
国籍、年齢、立場を超えて、ダイキンで働く様々な方々に出会えたことは自分のこれからを見据えていく上でとても有
意義でした。この二週間の経験を糧とし、これからの大学生活や就職活動に生かしていきたいと考えています。本当にあ
りがとうございました。
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濃密な２週間
―みずほ銀行デュッセルドルフ支店―
経済学部２年次生

Overseas internship

小川 茉優

今夏、みずほ銀行デュッセルドルフ支店のインターンシップに参加させて
いただきました。参加を希望した理由は、日系メガバンクがなぜ海外進出し
ているのか、現地取引企業はどのような会社があり、銀行は取引企業に対し
てどのような役割、使命を担っているのか興味を持ったからです。
インターンシップの内容は４つあります。１つ目は、銀行業務概要につい
ての受講です。勤務日10日中、８日間、１コマ約90分の講義を１日平均３講
義、受講しました。合計約25人の社員の方々に１対１で、各担当課の業務内
容について教えていただきました。顧客と直接、コンタクトを取る、営業課
やクレジット＆カスタマーリレーションズ課、またそれらの課を支える監査
課、会計課など、すべての部署についての講義を受けました。講義の半分はドイツ人社員の方の英語での講義でした。英
語がなかなか聞き取れず、理解に苦しみ、意思・感情を上手く伝えられる高い英会話能力の必要性を強く感じました。
２つ目は、日報の作成です。その日の講義内容、学べた事、研修中に気づいた自分自身の課題を記入し、その日の講義
担当者の方に添削していただきました。ドイツ人の方に講義をしていただいた際には、英語で日報を作成しました。日本
語、英語問わず、社員の方が日報を丁寧に添削してくださり、何度も書き直しました。この業務より、日常的に文章を書
き、上手く自分の考えを整理し、事実、課題から次の行動へ繋げる力を養うべきだと感じました。
３つ目は、顧客訪問です。インターン５日目に、営業課の方と顧客企業の工場とオフィスへ訪問しました。どのような
サービスを顧客に提案できるのかを明らかにするため、顧客に質問をさせていただきました。その際、顧客企業の業務内
容や財務諸表、年次事業報告書を見て課題、問題点を想定し質問内容を考えました。
４つ目は、訪問予定の対象企業にどのようなサービスを提案できるかを、インターン最終日にプレゼンテーションする
ことです。顧客企業へ提案するサービス内容を考えるのに悪戦苦闘しました。一例ですが、輸出に伴う為替差損を最小化
する為の商材の提案を実施しました。プレゼン本番の前日、営業課の４人の方々の前でリハーサルをしました。訴求ポイ
ントのアドバイス等、フィードバックを２時間もしていただき、様々なご指摘を受けました。そのお陰で、本番では他の
社員の方々からお褒めの言葉をいただくことができ、達成感がありました。
この２週間は、人生で最も密度の濃い２週間でした。現地の社員の方々は困っている私を見捨てず優しく接してくださ
り、そのお陰ですべてのプログラムをやり終えることができました。本インターンでは、銀行についての知識がついた事
は勿論、人の温かさを非常に感じられました。社員の方々は他の仕事でお忙しい中、私がプレゼンに向けて準備をしてい
る際に度々、声をかけてくださったり、パワーポイントを見てくださったり、とても手厚いサポートをしてくださいまし
た。今回の経験で培った経験を活かし、私も後輩に的確な助言ができる人に成長したいと強く感じました。
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実務から得た学びと課題
―株式会社石田大成社―
経済学部３年次生

Overseas internship

福田 紘之

８月20日から２週間、株式会社石田大成社のテキサス支店にてインターン
シップに参加させていただきました。テキサス支店では自動車産業における
印刷、ローカライゼーション、デジタル化を主な事業として行っています。
インターンシップ参加目的は、現在自分が持つ能力を把握し、今後の課題
を明確にすることです。それまで同志社大学や留学先大学で得てきた経験や
知識を応用させ、自身の目指すキャリアを実現させるためには、実際に目指
すキャリアと関連性が高い実務経験を積むことが重要であると考えました。
インターンシップの内容は主に３つありました。１つ目は仕事内容につい
ての講義です。講義では各事業の仕組みと会計や人事などの会社機能について、それぞれの担当者から直接教えていただ
きました。またトヨタ自動車北米本社にて、米国自動車市場についてご講義いただく機会もいただきました。２つ目はテ
レビ会議への参加です。
毎朝行われる営業ミーティングや生産管理ミーティングに参加し、会社におけるコミュニケーショ
ンや情報共有の方法について学びました。社内ミーティングに加え、トヨタ本社での事業の打ち合わせにも同席させてい
ただきました。３つ目は個人課題です。全体の課題テーマとして、
「今後の産業変化に対応した、石田大成社 USA の中期
戦略の立案」をいただきました。講義やヒアリングを通じて教えていただいたことと自身で調査したことを基に戦略を構
築し、最終日には社員の方々に向けてプレゼンテーションを行いました。
インターンシップを通じて自動車業界の知識のみならず、海外ビジネスにおける丁寧なコミュニケーションの必要性や、
正解がない中で自ら答えを作ることの大切さを学びました。そしてこれらの学びの中から２つの課題を発見しました。１
つ目は語学力を含めたコミュニケーション能力の強化です。私はどんな環境でも結果を出せる人間になりたいと考えてい
ます。実際に海外で業務を経験する中で、日本語を使用するときと同じ水準のアウトプットを英語でするためには、仕事
におけるコミュニケーション能力をさらに引き上げる必要があることが分かりました。２つ目は仮説・検証スピードの向
上です。個人課題を進める中で、自分なりの仮説を立ててそれを検証するサイクルが重要であることを感じました。ビジ
ネスでは一つの正解が存在しない状況が多いため、学生生活においてもそのサイクルを回す機会を増やす必要があると考
えました。
今回のインターンシップでは会社の内外において、非常に貴重な経験を
させていただきました。今後はこの経験を活かして目指す未来を実現させ
られるよう、努力を重ねていこうと思います。
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台湾工場で体験したグローバル化
―株式会社鶴見製作所―

Overseas internship

経済学部３年次生

何 紫薇

８月19日から９月１日の間、TSURUM （
I PUMP TA I WAN CO., LTD）でイン
ターンシップに参加させていただきました。
鶴見製作所は水中ポンプを主力とした様々なポンプ、環境設備と関連機器
の製造を行っています。主要生産拠点は京都工場です。今回は最初の海外生
産拠点として設立された台湾工場に行かせていただきました。
海外インターンシップで多国籍の人とのコミュニケーションができる能力
を身につけ、これを活かしてグローバルに活躍したいと思い、海外インター
ンシップに応募しました。目的は２つあります。まず海外で実際の仕事を通
じて、様々な国籍、人種によるコミュニケーション能力を鍛えること。そして、もう一つは外国人との交流を通して議論
の仕方の差異を学ぶことです。
インターンシップの内容は大きく２つありました。まず一つ目は営業同行です。工場見学をした後に、お客様訪問や営
業に同行させていただきました。営業先は多くの業種にわたって、工場、水処理施設、工事現場など様々な現場でした。
例えば、半導体製造会社のビルで設置された陸上ポンプを見学させていただきました。地下に設置されるポンプは入口
まで水を吸い込んで、次に必要な場所まで水を移送します。そして、工場や水処理施設で使われている脱水機の説明を受
けながら見学させていただきました。脱水の目的は汚泥の中の水分を取ることによって容積を減らすことです。そうする
ことで汚泥の処理や処分をしやすくなります。因みに汚泥を固体物として扱うことができるものを脱水ケーキといいます。
脱水機の導入によって、人力や電力、水量の節約ができるようになりました。営業同行を通して、私たちの生活を支える
ポンプはどのような仕組みであるかが分かりました。またマーケティングにおいて販売はどのように進める過程を現場で
体験することもできました。
二つ目は高雄で台湾水展示会を行いました。会場にお越しいただいた外国の方が多くて、実際に外国語を使ってお客様
にポンプを紹介するに挑戦しました。
今回のインターンシップを通して、学んだことを３点まとめました。まず、営業をするときには専門知識をほとんど使
わずに社会の認識など幅広い分野の知識が必要であること。２点目は営業マンとしてお客様との距離を近くするために雑
談が重要であること。最後に、グローバル社会に活躍ためには、語学力に重視するだけではなく、個人の考える力が一番
大事だということ。以上３点より私は将来何か問題が発生した時や新しいことに対処しなくていけないときに、まず自分
自身の経験と照らし合わせて物事を考え、今までの経験を活かしつつ、その国のスタンダードなやり方を理解した上で柔
軟に対応していく思想力と行動力を身につけたいと思います。インターンシップを通して、実際の営業現場に触れたこと
で、私自身も大きな成長をすることができたと感じております。インターンシップを通じて学んだことを、ぜひこれから
の勉強に活かせるよう努力いたします。
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世界で働くということ
―日本コルマー株式会社―
経済学部２年次生

Overseas internship

吹谷 大雅

８月12日から25日までの２週間、中国にある科瑪化粧品（蘇州）有限公司
のインターンシップに参加致しました。
今回この海外インターンシップに参加しようと決意した１番大きな理由は、
海外で営業することについて学びたいと思ったからです。将来営業職に就き
たいと考えており、またその営業を海外で行いたいと思っています。しかし、
海外で働く経験というのはもちろん日本では経験することができません。そ
の為に、先駆けて海外で営業について学びたいと思い、この度海外インター
ンシップへの参加を決意しました。
現地では営業部の業務を中心に企画・製造・研究・品質管理といった部署との関係性を学ぶことから始まりました。そ
の後、現地の市場調査や化粧品の企画・見積書の作成、会議への出席、お得意先の営業への同行、そして営業部の現地ス
タッフをお得意先として自分が企画した商品を売り出すという営業の疑似体も体験も致しました。
このインターンシップで深まった学びは大きく分けて２つあります。
１つ目は、海外で働くことの難しさです。インターンシップを行ったのは中国だったのですが、日本と非常に多くの異
なる点がありました。例えば、営業してサンプルを作る際日本だったら２週間の猶予があるそうですが、中国では早くて
３日以内にサンプルを要求されることがあるそうです。それは、中国社会全体に通じるスピード感に基づくものですが、
当初は日本とのギャップに非常に苦しんだと駐在員の方にお聞きしました。言語もおぼつかない中で、文化の違いも生じ
て仕事をするとなるとただ仕事をするといっても日本とは比較にならないほど難しいことであると感じました。
２つ目は、日本の製品を中国で作ることの壁についてです。蘇州コルマーでは日本品質が謳われており、日本で見学さ
せていただいた工場と同等の工場で化粧品を生産していました。しかし、日本と中国では法律が異なる為、生産できない
原料があることに驚きました。また、社会情勢の変化によっては輸入できない原料もあるため自身の会社ではどうしよう
もできない問題に対して他の視点から柔軟に対応していくことの大切さを学びました。偏った観点からではなく、多角的
に捉えることができれば海外でも日本品質というものが実現できることを学びました。
これらの学びを踏まえて、今後のキャリア
プランを立てるためにまず英語と中国語の語
学力アップを先んじて行っていきます。今回
のインターンシップでは中国語を全く話すこ
とができないことに悔しさを感じました。ま
た、中国語を話すことができればより深い学
びを得られたと感じております。その為にも、
時間にまだ余裕がある大学生のうちに中国語
をマスターしたいと考えています。
この海外インターンシップという経験を生
かして、将来グローバルに活躍できる人材に
なるため、日々勉学やその他の様々な機会を
すべて自分のものにしていきます。
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◇副会長

小椎尾
由香利

同志社大学の Co l l ege Song「O N E P U R POS E」をご存知でしょうか？100
余年の時を経て今も歌い継がれているこの歌は、新島襄の志をつなぐ同志社
への願いと祈りが込められています。
「O N E P U R POS E」は「ひとつの志」
又は「同志」を意味します。本年度父母会は65周年を迎えました。同志社大
学の OB・OG の皆様の活躍は素晴らしいものですが、父母会の会員、役員
の OB・OG の皆様も、卒業された後も私達のことを気にかけてくださる心
暖かく素晴らしい方々ばかりです。
私は今までの父母会活動を通して人の「良
心」に気づき、それは「同志」として活動してきた絆があるからだろうと感
じています。
早いもので４月から息子は４年次生になります。３月には先輩のご父母の
皆様とのお別れもありますので、涙もろい私は泣いてしまいそうですが、出
会えたことへの感謝の気持ちをもって、大学生活の残り１年のラストスパー
トを息子と共に前向きに進んで参ります。この３年お世話になった皆様、本
当にありがとうございました。そして、これからもどうぞよろしくお願いい
たします！
！

役員だより

私は本年度副会長を務めさせていただく中で、父母会ホームページに掲載
する原稿の校正をしておりましたので、地方父母会の様子もよく知ることが
できました。同志社大学今出川キャンパスで行われる春・秋の就職説明会、
教育講演会、京都父母会の他に全国各地で父母会は開催されております。そ
の地方独自の講演会や先生方との個人面談も行われており、父母同士の交流
も盛んです。京都へは足を運べないご父母の皆様も、お住まい近くの父母会
に参加されてはいかがでしょうか。お子様の学生生活についても相談できま
すし、地域のつながりも感じていただけると思います。
そして、父母会の多彩な行事の中で、特に私がお勧めするのは京都観光で
す。2018年10月22日は、京都三大祭の一つ「時代祭」をプレミア席で観覧い
たしました。イヤホンガイドで「株式会社らくたび」の京都学講師、若村さ
んの解説を聴きながら歴史絵巻のような行列を堪能、２時間半はあっという
間に過ぎ、隣り合わせたお母様方との歓談も楽しく時代祭を満喫しました。
京都観光は、京都の観光名所を見るだけでなく、その歴史の背景も学ぶこと
ができ、それにより名所の印象が深く心に残ります。まもなく平成も終わり
新しい元号になりますが、古都京都の魅力はどれだけ時が流れても色あせる
ことなく益々奥深くなるのではないでしょうか。縁あってのお子様の同志社
大学在学中に、春と秋と冬の京都観光で、京都の四季折々の美しさや知られ
ざる一面を是非体験してください。

～志を同じくして～
ONE PURPOSE

2018年10月から放映されている N H K 朝の連続テレビ小説「まんぷく」は、
今や私達の生活にも欠かせない「インスタントラーメン」を生み出した日清
食品の創業者、安藤百福さんとその妻仁子さんをモデルにした物語です。10
月放送時、戦前の昭和の大阪を舞台とした「まんぷく」には、ロケ地となっ
た同志社大学今出川キャンパスが何度も登場しました。３年次生の息子も、
同志社大学の歴史あるレンガ建築の重要文化財が映る度に、
「あっハリス（理
化学館）だ！これはチャペルの横かなぁ？」と嬉しそうにしておりました。
私自身もこの３年間の父母会活動で、何度も通った緑豊かな美しいキャンパ
スには愛着がありましたので、朝から誇らしい気持ちになりました。
「まんぷく」が新島襄創立の同志社大学で撮影されたのも何かの縁でしょ
うか？新島襄・八重夫妻もまた「まんぷく」の立花萬平・福子夫妻のように
夫婦仲がとても良く、互いを尊敬し支え合っていました。その物語は N H K
大河ドラマ「八重の桜」でも描かれ、新島襄は八重のことを「生き方が美し
い人」と敬い、八重も襄の活動を支え続け２人は同志社を共に育てました。
私はこの２人の夫婦関係が大好きなので、２人の歴史と祈りが込められてい
る同志社大学で父母会に関わることができたご縁を大変ありがたく思ってお
ります。

役員だより ◆
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息 子 と一緒に再入学 ？

本年度副会長を拝命致しました中村と申します。日頃は父母会にご協力
いただき有り難うございます。この一年は猛暑、地震、台風と自然災害の
とりわけ多かった年で、被害にあわれました皆様方に心からお見舞い申し
上げます。
さて学期末試験も終わり次年度に進まれるお子様、また学業を終え社会
に巣だって行かれるお子様も大勢いらっしゃる事と存じます。私共が父母
会に関わるきっかけは息子の大学生活が少々気掛かりだったからです。こ
の春から４年生となるわけですが、同志社大学受験の時からハラハラでし
た。願書提出に成績表を同封し忘れ、入学課から追加の連絡が有りました。
入試当日は受験票を忘れ、仮受験票の発行を受けました。そして、第一志
望校不合格。同志社大学の入学式は雨で寒く、地震まで来ました。こんな
流れの中で息子の同志社生活はスタートしたわけです。心は第一志望校に
向きながら、身は同志社に通いだしたようです。私自身が同志社出身なの
で、
「同志社は悪くないよ。いい先生にも巡り合ったし」と語り続けました。
あれから丸３年が経ちました。体育会系の部活に属し同志社のマークを
付けて他校との試合に臨んでいるようです。私自身の学生時代は紛争の最
中で、授業も途切れがち、定期試験もレポートでした。今は静かなキャン
パスで、落ち着いて日々を送ることができ、羨ましく思います。
父母会の活動自体に私自身あまり深く関わっておらず、熱心に尽力され
る他の役員様には申し訳ない思いです。ただ息子が通う４年間に、私も思
い出づくりをしようと考えました。息子が学ぶ経済学とは一体何なのか、
再入学のつもりで少しのぞいてみることにしました。
そこで専攻は「経済学」、一般教養は「良心学」、第二外国語はこんどは
「ドイツ語」と決めて独学のスタートとなりました。何から読んでいいの
か解らず、書店で目にした「ケインズかハイエクか（ワプショット著）」
が一冊目。そして「一般理論（ケインズ著）」、
「隷従への道（ハイエク著）
」
へ。
「若い読者のための経済学史（キシニティー著）」をきっかけにして、シュ
ンペーター、サミュエルソン、ガルブレイスを手にしました。Oxford Press
の「Econom i cs」
「Keynes」や、The Rough Gu i de ser i es の「ECONOM I CS」
も有意義でした。
一般教養は「良心学入門（岩波書店）」が基本書になり、過日今出川のチャ
ペルで行われた執筆者の先生方のシンポジウムも拝聴しました。これも各
章の参考文献を手掛かりに何冊か揃えていきました。
第二外国語はドイツ語です。文法書と独和辞典を机上に置いて、アーベー
ツェーからの独習です。ドイツの諺に「A l l er Anfang i st schwer. 何事も最

◇副会長

中村

初は難しい。」というのが有ります。大きな壁を感じながらの毎日です。
近い将来辞書を引き引き、Jher i ng や Weber の原書を読むのが目標です。

雅良

息子の就活がこれから本格化していきます。もっぱら本人の選択で決め
ていくわけですか、どんな方面にすすもうとも、①体を鍛えること、②専
門知識（経済学）をしっかり身に付けること、③語学（英語）を習得する
こと、④理系の事象にも関心をむけること。この４つは親としてアドバイ
スしています。
月に一度、下宿中の息子と夕食をとります。「卒論できたら、読んでも
らうわ。
」とのこと。私の方の学習が試されているのかも知れません。
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申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
思えば、１年10か月前、桜咲く、同志社大学京田辺キャンパスで、感動
的な入学式を終え、その後開催された経済学部の新入生父母歓迎会で「父
母会」の説明を受けました。熱心に説明される役員の方々のお話を非常に
心強く感じ、委員登録を即断致しました。理由は、私は、母校の大学の同
窓会活動に参加し、そこで諸先輩から、子育てや人生を歩んでゆく上で、
かけがえのない気付きを与えていただいており、親子共に初めての大学生
活を送るに当たって、父母会がその指針となると感じたからだと思います。
現在、娘も２年次生になり、毎朝楽しく大学通学をする姿を見るたびに、
本当に親ばかですが、深く感動しています。
ところで、父母会ですが、経済学部に学ぶご子息の学生生活のサポート、
ご父母同志の交流、ご父母と大学を繋ぐお手伝いを目的として活動を行っ
ております。その発足は昭和27年（1952年）に遡り、子供達の学生生活を
少しでも充実したものにしたいというご父母の思いと共に歴史を刻んでま
いりました。
事業としては、
全国を９地区
（東日本・北陸・中部・京都・阪神・岡山・
中国・四国・九州）に分けて、支部会を組織しています。各支部では年に
１回（支部会により年３回）
、経済学部の先生方にもご出席いただいて支

私と同志社大学経済学部父母会

早春の候、父母会会員の皆様には、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上
げます。2018年度、副会長を務めさせていただいております、津名敏彦と
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部会懇親会（
「地方父母会」
）を開催します。そこでは、成績通知書の見方
をはじめ、学生生活や就職相談等、ご父母の皆様が日頃疑問や不安に感じ
ておられる事を、直接、先生方にお聞きいただく事ができます。また、同
地区のご父母のネットワーク拡大の場としても有効です。2018年度は、全
国16カ所（熊本・東京・岩手・博多・名古屋・下関・甲府・京都・札幌・
広島・富山・高松・岡山・津・沖縄・高崎）で支部懇親会（「地方父母会」）
を開催致しました。
ご父母の関心の高い
「就職説明会」
は、
今年度から、就職活動のスケジュー
ル変更に合わせて、年に２回（春期・秋期）、春期は５月６日（土）、秋期
は10月20日（土）
・21日（日）に実施致しました。我々、父母の時代の就
職活動とは、就活スケジュールや応募方法等が全く変わってるのに衝撃を
受けました。まだ、少し早いかなと思っていた娘の就職でしたが、親の心
構えとして、早めに貴重な情報を得る事ができたのは大きな成果です。娘
は４月から三年次生になります。最大限、悔いのない就職活動が行う事が
できるように、静かにそっと見守りたいと思います。
また、
「就職説明会」
・
「教育講演会」と併せて開催される、年３回（春・

催予定です。空席が有れば是非、ご参加ください。

生方、沼井事務長、父母会事務局谷口様、父母会役員の諸先輩には大変お

敏彦

最後となりましたが、父母会では、谷村学部長をはじめとする参与の先

◇副会長

多数のご父母と交流いただけると大人気です。次回は２月24日（日）に開

津名

秋・冬）の「京都観光」は、ご子息が学ぶ千年の都、古都京都を深く知れ、

世話になっております。これからも、微力ながら、父母会のお役に立てる
ように全力で頑張ります。ご父母の皆様、まだ父母会の魅力を全てお伝え
し切れていませんが、是非、思い切って父母会へご参加ください。きっと
素晴らしいご縁が待っています。
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救 わ れた浦島太郎

こんにちは、監事を勤めさせていただいてます石突泰子と申します。
娘は４月から３年次生となります。娘は京都に憧れ、同志社大学の赤レン
ガ校舎にあこがれ、今一人暮らしを満喫しています。親としては女の子とい
うこともあり自宅から通える大学にと思っていましたが、本人は希望に夢膨
らませ合格を勝ち取り、アレヨ、あれよと気が付けば娘の部屋は主のいない
部屋になっていました。
メール、電話などを駆使して近況を尋ねるのですが、返ってくる返事はい
つも「楽しいよ」と花丸５重丸、写っている娘はニッコニッコの笑顔。これま
で見たことのない表情が娘の全てを物語っていると大変嬉しく思っています。
振り返りますと中、高は女子校でした。自分のペースを崩したくない娘は
女子会の乗りに付いていけなく、学校での様子を話してくれることは皆無で
した。いつも険しい顔付でした。今から思うと早朝のお菓子作りは気分転換
と自分へのエールだったようです。
大学生になった娘は授業、サークル活動、アルバイトと自分の生活基盤を
構築、親は子供のいない生活になれた頃前期の成績表が自宅に届きました。
私どもの時代と違って成績表が親に？と違和感を感じました。
２年次生になりますとゼミの選択があります。思い通りのゼミに行けるの
かと思い悩みましたがどうにか落ち着くことができました。３月にはスプリ
ングプログラム、ドイツ語で短期留学をします。色々な挑戦に親としまして
はハラハラドキドキですが、今しかできない経験に快く送り出したいと思っ
ています。３年次生になりますと就職活動が本格化。自己分析、企業研究、
エントリーシート、グループディスカッション、面接等々があると聞いてい
ます。同志社大学の学生は自分の道は自分で切り開くことのできる学生の集
まりですとお話しいただいたことを胸に応援をしたいと思っています。
今、私はご縁あって同志社大学経済学部父母会に参加させていただいてま
す。その中で成績表の見方を丁寧に教えてもらい卒業に必要な単位数を知り
ました。
就職説明会、教育講演会では生の就職状況を聞くことができその話の中で
社会の価値観、環境が全く違っていることに愕然とし私どもが持っている価
値観が全く通用しない時代なんだと気が付きました。学生時代京都に居まし
たと話すと冗談で「そらー、浦島太郎でっせ」とタクシーの運転手さんに言
われたことを思い出し、そんな馬鹿なと思いましたが現実です。子どもたち
は現在進行形で成長途中です。親として何ができるのと考えたときに父母会
の存在は勇気と希望与えてくれました。
谷村学部長をはじめ先生方からは今の学生の様子をお話しいただき、上級
生の保護者の方からは惜しまない経験談をお聞かせいただき、沼井事務長か
らはその人脈の深さからか他校では得られない幅広い講師方々の話を聞かせ
ていただいてます。娘とのやり取りもこれら父母会での情報が元となり話が

◇監事

石突

弾み親子ともども社会に出る覚悟を少しずつですが持とうとしています。就
職への不安は親の不安でもあります。答えやゴールが一つではないので尚更
です。そこで、少しでも心配、不安に思われることがありましたら父母会の
素晴らしき出会いに参加いただきたいと思います。

泰子

成績表が届いたときに至れり尽くせりって否定的にとらえた私ですが価値
観、環境が全く違う親世代に至れり着くせりなんだと見方が変り大変有り難
く思っています。
付けたし。京都観光もおすすめです。普通の観光では紹介しないところを
案内していただけます。せっかくの京都です。満喫していただきますようお
誘い申上げます。
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