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ごあいさつ

経済学部父母会

日比野

明

会長

子

秋涼のみぎり、ご父母の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃より父母会活動にご理解とご協力いただき、心より感謝しております。
今年度の父母会活動は５月18日（土）の春の就職説明会よりスタートし、200名を超えるご父
母の皆様にご出席いただきました。４部構成での講演では、就職活動において、2019年卒業の学
生の有効求人倍率は全体として1.83と売り手市場が続いているが、1,000人以上の大手企業につ
いては0.76と厳しく狭き門となっている。経団連の就職活動ルールの廃止による選考の変化、採
用においての WEB 化や AI 活用、インターンシップの目的、就職先の選び方など、現状の就職
活動について大変貴重なお話をいただきました。就職先において63％の学生がご父母の意見で決
断をしているということから、父母は子に対し社会人の先輩としてのアドバイスをし、判断でき
る材料を与え、子どもに判断させることが必要であると、非常に心に響く内容でした。また、大
学のキャリアセンターの支援内容や OG の方々と先生方から大学の学びや親へのメッセージなど
のお話があり、親としての立ち位置を再認識する貴重な機会であったと思います。
５月19日（日）の京都観光は、宇治の世界遺産「平等院」「宇治上神社」などを巡り、宇治川
に浮かぶ屋形船で「辰巳屋」の京料理をいただき、新緑の中さわやかな風を感じながら京都「宇
治」を堪能していただく１日を開催させていただき、70名程のご父母の皆様の参加がありました。
今回も京都学講師の「らくたび」の皆様に素晴らしい時間を御提供いただき、ご父母同士の親睦
もより一層深まりました。
各地方の父母会は、多くの先生方にご協力をいただき開催させていただくことができました。
２部構成になっており、１部では先生から経済学部の４年間の学びについてのお話、株式会社マ
イナビ様から就職活動についてのご説明。そして、それぞれの地方にあわせて講師の方々や経済
学部の現役生、OB、OG をお迎えし、沢山の情報をお伝えさせていただきました。２部では学
習履修について、２年次生以上のご父母は先生方と個人面談を行いました。各会場では同じ学年
のご父母同士で情報交換をしていただき、様々なご意見を頂戴することができました。また、学
部生による父母会のお土産もご好評であったと伺っております。
父母会活動はこの後、10月26日に秋の就職説明会、10月27日に京都観光、年が明けての２月22
日には教育講演会、２月23日に京都観光が開催されます。詳しい内容につきましては経済学部父
母会のホームページにてご確認していただけます。タイムリーな情報をお伝えしておりますので
是非ご利用ください。
経済学部父母会はお子様の学生生活のサポートやご父母同士、そして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。ご父母の皆様からのご意見はとても貴重なものだと感じ
ております。今後も父母会活動に一層のご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。
最後に本年度父母会行事を開催するにあたり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、事務室の皆様、そして父母会事務局の谷口様に心より感謝申し上げま
す。
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【春の就職説明会】

企業、大学、卒業生の視点から
就職活動の「今」を知る。
求人倍率が1.83倍と学生にとって
売り手市場が続き、
「選ばれる就活」になりがちな昨今、
どのような心構えで就職活動に
臨めばよいのか。
また、「非実学」である経済学は、
就職活動中さらには卒業後に
どう役立つのか。
今後の生き方のヒントとなるお話を、
企業、大学、卒業生
それぞれの視点からお聞きしました。
■開催日
2019年５月18日（土）
■開催場所
同志社大学良心館

同志社大学の就職状況と
キャリア支援について

同志社大学
キャリアセンター所長

山口 晃司 氏

が11～20社、次が21～30社です。なお、エントリーまで
の事前準備としては自己分析、業界・企業研究がメインで

まず経済学部生の就職状況ですが、2019年３月の卒業

すが、この時点でやりたいことや企業でどう力が発揮でき

生の就職率は98.9％で、昨年に比べて0.4％上がっていま

るかをしっかりイメージすることが大切です。またエント

した。業種別ではメーカー、金融とサービスに進む学生の

リーシートでは、これまでの自分について、長所・短所、

割合が高くなっています。昨年と比較すると、男子はマス

これから何をしたいかなどが問われます。その内容は最終

コミ・情報が2.3％、サービスが4.5％上昇、その他の業種

面接まで問われ続けますので、嘘を書かないことが肝心で

は１～２％減少しました。女子はメーカーが7.9％、マス

す。

コミ・情報が4.3％、サービスが2.1％上昇、金融は12.3％

一人ひとりにあわせたサポートと
多彩なプログラムで就職活動を支援。

減少。昨年14名で１位だった国家公務員（一般）は３名
と大きく落ち込み、昨年２位の京都銀行と３位のみずほ
ファイナンシャルグループが11名で今年トップでした。

本学のキャリア形成支援プログラムは３段階で構成され

昨今、男女問わず地元志向が強くなり、若手のうちはな

ており、ステップ１は主に１・２年生向け、ステップ２は

るべく地元で勤務させる企業も多くなっています。過去４

インターンシップへの取り組みで主に３年生向け、ステッ

年間の就職者のうち、帰省先に本社・本部がある企業・団

プ３は３年生の秋学期から本格的な就職支援に進みます。

体に就職した学生は平均で22.4％。主な就職先は地方の

就職支援では様々な講座やセミナー等を多数開催、招聘し

公務員、教員、金融機関、地元の大手メーカーです。職種

た企業は1,400社に上ります。中でも広報活動が解禁にな

別ではほとんどの学生が総合職で、その他男女ともに多い

る３月に今出川・京田辺両キャンパスで実施した学内企業

のが SE・プログラマー、公務員の行政職。女子だけで見

研究セミナーには1,070社もの企業が参加され、人事担当

ると一般職・業務職と地域限定総合職が多くなっていま

者と直接話せる機会を設けています。

す。

求人件数は約7,800件。個別相談は就職活動のピークに

企業の採用活動スケジュールは３月に広報が解禁、６月

は大阪・梅田のサテライトでも行っており、１年間で約

に採用・選考が解禁、10月に内定。学生は３年生の夏休

11,500件にもなります。相談というとネガティブなイメー

みにインターンシップに行き、10月に事前準備を開始し

ジがありますが、相談＝苦戦ではありません。就職活動の

ます。翌３月になると会社説明会に参加し、エントリー

様々な段階で、アドバイスを通じて学生自身の気づきを引

シートを提出。筆記試験、面接と進み、10月に内定式と

き出すものです。他にもグローバルに活躍したい学生に向

なります。ただ実質的な内定はもっと前から出され、入社

けてのイベントや、Ｕターン就職の情報提供、公務員ガイ

を決めた企業から内定を得た時期についてのアンケートで

ダンス・公務員講座（有料）などを開催。また、先輩の就

は、１番多かったのが４年生の６月上旬でした。調査会社

職体験記や求人情報などがパソコン・スマートフォンで見

の発表している本年の内定率は３月１日で13.9％、４月

られるキャリア支援システム（e-career）を運営し、授業

１日で26.4％、５月１日で51.1％ですが、５月の時点で

等で参加できなかった学生向けに主要な講座は動画配信も

学生の約８割はまだ就職活動を継続中です。キャリアセン

行っています。

ターでは就職活動が長期化している学生には個別相談やブ

創設者・新島襄の言葉に「人一人は大切なり」とありま

ラッシュアップセミナーを開催。６月からは個別企業を大

す。我々もこの言葉を胸に学生さんの支援に努めておりま

学にお呼びして合同説明会等を実施し、最後まで内定がと

す。皆様も同志社の教育と高い就職実績、キャリア支援を

れるよう支援しています。

ご信頼いただき、お子様とコミュニケーションを取られな

エントリー社数は文系で21～40社が最多、次いで１～
20社、その次が41～60社。応募書類を出した企業は最多

がら、就職活動を温かく見守っていただければと思いま
す。
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就職説明会

高水準の就職率はさらに上昇。
地元志向の学生も増加傾向に。

【春の就職説明会】

就職市場の実態と
就職活動ＮＧマナー
約15年間、キャリアサポート部門に所属され、

学生のキャリア支援にも取り組まれている藤原さんに、
現在の就職活動で求められるマナーと、

お子様へのご支援方法についてお聞きしました。
株式会社マイナビ
副編集長

藤原 武史 氏

就職活動スケジュールは短期決戦型へ。
３月以前の情報収集がカギに。
はじめに就職環境についてですが、2020年卒の大卒求
人倍率は1.83と、学生の売り手市場が続いています。た
だ、従業員規模別に見ると、従業員数1,000人未満の企業
の大卒求人倍率は3.34に対して、従業員数1,000人以上の
いわゆる大手企業は0.76しかなく、売り手市場とはいえ
ません。
現在、企業の採用情報は就職情報サイトなどに集約さ
れ、学生は興味のある企業にボタン一つで簡単にエント
リーできるようになりましたが、一方で企業にとっては膨
大な数の学生のエントリーが届くため、採用をいかに効率
的に進めるかが課題にもなりました。それによってエント
リーシートを課す企業が増え、面接を３～４回行ったり、
グループディスカッションを課す企業も増え、選考の複雑
化が進みました。最近では採用の効率化を目的に AI を活
用する企業も増えています。
現在の就職活動のスケジュールは、原則として企業の採
用情報が公開されるのが３年生の３月１日。４年生の６月
１日に選考（面接）が解禁になるのが基本的な流れです。
ただ、現在は売り手市場ということもあり、他社よりも先
にいい人材を採用するために、３月中に面接まで済ませる
企業も増えています。当社の調査では、４年生の４月末の
段階で内々定を得ている学生は約４割。３月１日に情報が
解禁になったとたん、翌週に書類選考や筆記試験、３月下
旬に面接を始める企業も増えているので、３月から就職活
動を始めた学生は企業について調べる時間も少なくなり出
会える企業が限られてきます。なるべく多くの企業を調べ
た上で志望先を選ぶ方が卒業後に働く際の納得度も高まる
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ので、３月以前にどれだけ企業情報を集められるかが大切
だと思います。社会にどのような企業や職種があり、それ
ぞれがどう関係しあっているのかをできるだけ早くから調
べておく方が、充実した就職活動につながるでしょう。
このような短期決戦型のスケジュールの影響もあり、自
社を知ってもらうこと・自社を理解してもらうことを目的
にインターンシップに注力する企業が増加しました。現
在、インターンシップに参加した経験のある学生は当社の
調査だと約８割。とりあえず参加するという学生も多いよ
うなので「なぜ参加するのか」という目的を持って臨むこと
が大切だと思います。当社の調査ではインターンシップに
参加した経験のある学生の方が、参加していない学生に比
べ内々定率が約20％高いという結果となりました。その
要因としてインターンシップ参加学生は１次面接や筆記試
験が免除されるといった優遇を受けられるというのももち
ろんありますが、そのような企業はごく僅かです。内々定
率の差の最大の要因は学生自身が企業理解を深め、志望動
機を明確にすることができたことだと思います。参加しな
いと内々定をもらえないということはほとんどありません
ので、必ず参加するものでもないですが、時間に余裕のあ
る学生は参加しないよりは参加した方がいいと思います。

「自己分析」と「企業情報の収集」、
自分の意見を伝えるトレーニングをぜひ。
就職活動の準備の一つは「自分に関する情報」を集める
こと、つまりは自己分析です。自分は何がしたいのか、ど
んな価値観を大切にして生きていきたいのか、今後どんな
能力を活かして社会で活躍したいのか。今までこのような
ことについて真剣に考えることはなかったと思います。そ
ういったことにきちんと向き合う時間が就職活動には必要

です。学生から「自身の長所が見つけられない」
「自分の

の書き方をぜひ教えてあげてください。また最近では携帯

何を伝えてよいのかわからない」という相談は多いです。

電話の普及に伴い、知らない相手と電話でやりとりするこ

自身の長所をすぐに答えられる学生は少ないので、ここは

とが少なくなりました。最近の困りごととして、学生は知

保護者の皆様の腕の見せ所です。仕事に活かせそうなお子

らない番号から掛かってきた電話に出てくれなかったり、

様の能力や特長、向いていること／好きなことを本人に伝

不審に思って名乗らず「はい」とだけいって電話に出たり

えてあげてください。それは就職活動で必要となる「軸」

ということが挙げられます。しかし就職活動が始まった

の発見にもつながります。そしてもう一つの準備は「進路

ら、知らない番号であっても企業の採用担当者からの電話

に関する情報（企業情報）
」を集めることです。就職先を

の可能性もあるのでまずは電話に出て、しっかりと「は

選ぶ際、最初はどうしても B to C 企業に目が行きがちで

い、●●です」と名乗り丁寧な電話応対を心がけてほしい

すので、保護者の皆様の勤務先の話や、その企業を取り巻

と思います。今の学生にとって電話はハードルの高いもの

く業界について話をするだけでも視野を広げることにつな

となっています。それはただ慣れていないだけ、正しいマ

がると思います。ですので具体的な仕事内容やそこでのや

ナーを知らないだけですので、まずは名乗りしっかりと用

りがいなどをぜひ話してください。

件を伝えるという手順を教えてあげてください。お子様の

またこのほかに重要となるのは「自分の言葉で伝えられ
ること」です。たくさんの情報を集めても、それを伝える
技術がなければ、相手には伝わりません。就職活動では
「あなたはどう思いますか？」「あなたはどんな人です
か？」と自分の意見を求められますので、低学年から授業
などで「自分の意見を持ち、それを伝える」トレーニング
をしておいた方がいいでしょう。

学生が苦手とするビジネスメールと
電話の掛け方のアドバイスを。

前で電話の対応法を実際に示してあげるのもいいかもしれ
ません。

お子様の意志を尊重しながら、
社会人の先輩としてあたたかなサポートを。
当社の調査では就職活動で両親のアドバイスを参考にし
た学生は63％という結果でした。ですので皆様の影響力
がお子様にとっていかに大きいかを認識することがサポー
トの第一歩だと思います。その上で保護者の皆様ができる
サポートの１つとして「社会人の先輩」として、仕事で活

次に就職活動の NG マナーについてですが、最近は SNS

かせるお子様の特長や改善点をお伝えいただきたいと思い

の普及に伴い、電話の掛け方やビジネスメールの書き方

ます。また、お給料のこと、生活していく上で実際にかか

を知らない学生が増えてきました。たとえば説明会に遅れ

る費用面について教えてあげることも、進路（就職）先を

そうになったときに、ある学生が企業の担当者に送った

選ぶ上で参考になるかもしれません。

メールをご紹介すると「木村様すみません、寝坊したので

お子様と接する上で大切なことはお子様の意志を尊重す

遅れます。山本」
。件名もなければ担当者の肩書も書かれ

るということです。たとえば内々定を２社得た場合、どち

ていない、マナー違反の文面です。ただ、学生は悪気が

らの企業にするのかを親が決めるのではなく、あくまで判

あったわけではなく、単に正しいメールの送り方を知らな

断は子どもに任せ、保護者としては企業を選ぶ上で必要な

いだけです。ですので保護者の皆様からメールを送る際は

情報を与えるくらいがいいでしょう。この先企業が安泰か

件名をできるだけ具体的に書く、名前の前には会社名・部

どうかの保証はありませんから責任を逃れるためにも、ま

署名・役職名を書く、まずは名乗るなど、ビジネスメール

たお子様の自立を促すためにも判断はお子様の意志で決め
るように促してください。
最後になりますが、学生からは「就職活動中もいつも通
り接してほしい」という声をよく聞きます。就職活動中に
「ちょっと落ち込んでそうだな」と感じられたとき、「どう
したの？」といつも通り話しかけるだけでも充分に力にな
ります。保護者の皆様はサポーター／相談役として、ねぎ
らいの言葉やリラックスできる空間、あたたかな食事など
で、お子様の就職活動をあたたかく見守っていただければ
と思います。本日はありがとうございました。
DOSHISHA UNIVERSITY
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【春の就職説明会】
＜トークセッション＞

社会における経済学って？
経済学部での学びは役立つの？
「実学でない経済学は、就職に役に立つの？」。

そんな疑問にお答えするべく、４名の卒業生に集まっていただき、

経済学部での学びが社会に出てどう活かされているのか、お話をお聞きしました。

はじめに簡単な自己紹介をお願いします。

です。

松山●2007年卒業の松山です。卒業後に就職した会社を

小森●親の「経済学部なら就職に有利なんじゃないか」と

２年弱で退職し、その後勉強して公認会計士に合格。現在

紺谷●お金の流れを学ぶのが楽しそうだったからです。

いうアドバイスもありましたが、自分の学力水準に合って

は会計監査の仕事をしています。

いたのが正直な理由です。

主に定期預金の管理や地域の方との交流イベントの企画を

企業の皆様の経済学部生に対する期待はいかがです

赤澤●2016年卒業の赤澤です。京都信用金庫に入社し、
しています。

紺谷●2016年卒業の紺谷です。現在は財務省近畿財務局
で働いており、昨年からは人事課で新規採用者向けの説明
会や採用の面接・選考に携わっています。

小森●2016年卒業の小森です。NTT ドコモで業務用の携
帯電話の運用コンサルティングや、それぞれの企業様に

あった IT の活用方法の提案、５Ｇを使った新しいビジネ
スの提案などをしています。

丹下●株式会社マイナビの丹下です。先に講演した藤原と

同じく、就職に関する部署に10年以上勤めておりますの
で、本日は皆様のお話をお聞きしながら、就職活動に関わ
るお話をさせていただければと思っています。

皆さんはなぜ経済学部を志望したのですか？
松山●中学生の頃から新聞を読むのが好きで、経済面の
ニュースをもっと理解したいと思ったからです。

赤澤●高校時代、英文科に入りたいと担任の先生に相談
したところ、
「好きなだけで将来の夢が決まってないのな
ら経済学部の方が幅が広がるよ」といわれたのがきっかけ
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か？

丹下●文系の中でも理系に近く、論理的で数字に強い方が
多いという部分が非常に評価されていると思います。また
社会への関心が高く目的意識のある方も多い印象です。

経済学部での学びで印象に残ったことはあります
か？

小森●入学した頃は自分にまったく自信のない学生でし
た。でも経済学部では授業以外に様々なプロジェクトやゼ
ミ活動で自己を発信する機会が多く、主体的に考え行動で
きるようになれたのでよかったです。

松山●ゼミで学生が直接企業の担当者にコンタクトを取っ
て訪問させていただく企業訪問という企画があり、メン

バーの一人が電話をして訪問が実現。「無理だと思えるこ
とでも、意外とやってみたら何とかなるものだ」という経
験ができたのが大きかったです。

竹廣先生は学生の自主性を育む取り組みとしてどの

京都信用金庫
（2016年卒業）

有限責任あずさ監査法人
（2007年卒業）

松山 直美 さん

ようなことをされていますか？
竹廣●ゼミは選考を経て入って来てもらいますので、ある
程度主体性のある学生が残ってくれています。こちらが誘
導して何かをしてもらうのではなく、まずは自分で考え、
動くということを心掛けてもらっています。

経済学部の教員はそういった姿勢を強く持っている

と感じます。同志社大学の学生の特徴は、外部の方
からはどのように見えているのでしょうか。

丹下●個人的に感じるのは、同志社大学は学生の自主性を
重んじる教育方針があり、それが学生に根付いていること
です。ゼミやプロジェクト活動に自主的かつ意欲的に取り
組まれているのも特徴的ですし、それに対する企業様の期
待値も高いと感じます。

最近よくお聞きするのが、社会が大きく変わろうと

する中で変革をリードする人物を本学に期待してい

るという声です。経済学部で学んだことは、皆さん
のお仕事などで役立っていますか？

松山●会計監査をするにあたってはクライアントを深く理
解する必要がありますが、それには経済の基礎知識が不可
欠です。そういった部分で、４年間の知識の積み重ねが仕
事に活きていると感じています。

赤澤●お客様に株の値動きを説明する際に経済学が役立っ
ています。資格試験にも大学での勉強が役立ちました。

紺谷●公務員試験は経済学の配分が大きく、大学での学び
に助けられました。入省後は企業に赴き、その経営状況を
分析する仕事もありますので、そういうときに専門用語や
統計の話も入ってきやすく、働きやすく感じています。

小森●お客様がどういったビジネスをしていて、企業とし
てどのような課題を持っているかを分析する際に、大学で

赤澤 萌 さん

い情報にたどり着けるかが求められるので、そういった力
を授業やゼミ活動を通して学べたのは大きかったです。

現代社会ではどのような力が求められているのか、
日頃お感じになっていることはありますか？

丹下●変化に対して物怖じせず挑むことができ、柔軟に対
応できる力が求められていると強く感じます。そのために
は少しずつでも様々な分野を学ぶことは素地を養うことに
もつながり、新しいことやものにも対処しやすくなると思
います。

データ処理能力はどの程度求められているのでしょ
うか。

丹下●今後のことを考えるとデータを処理する能力は AI

などの方が長けてくるかもしれません。ただ、どういった
目的を持ってそのデータを処理するのか、そこからどのよ
うなことが見えてくるのかといった視点は人間の力が必要
となってくると思います。

就職活動について、特に気を付けて準備されたこと

や学部での学びをどうアピールされたのか教えてく
ださい。

小森●プロジェクト活動やディベート大会に取り組んでき
たので、それをありのままに伝えました。社会人として求
められることの一つに主体性やリーダーシップがあると
思ったので、そういう点もアピールしました。

紺谷●公務員試験のための勉強を約一年行いました。面接
で学生時代に頑張ったことを聞かれたときに、ゼミ活動の
ほかに、ディベート大会や学生プロジェクトにも取り組ん
でいたこともアピールできたので、積極的な印象を与えら
れたと思います。

の学びが活きています。今の時代、いかにすばやく質の高
DOSHISHA UNIVERSITY

7

NTTドコモ
（2016年卒業）

財務省近畿財務局
（2016年卒業）

紺谷 美里 さん

面接で研究内容について問われることが多くなって
いると聞きますが、いかがでしょうか。

小森●卒業論文のテーマは割と聞かれると思います。

竹廣●大学で学ぶのが学生の本分なので、それがきっちり

小森 雪菜 さん

松山●新卒で入った会社は女性が働き続けられるモデル
ケースがなく退職しました。母が定年まで働いていたの

で、仕事と家庭とのバランスをとりつつ細く長く働きたい
です。

果たせているかは関心を持たれていると思います。

現役の社員の方とお話しする機会を設けてロールモ

大学での学びの成果を評価する傾向は高まっている

につながるのではないかと思います。最後に、就職

のでしょうか。

丹下●重視する企業は増えてきていると思います。例え

ば採用選考において履修履歴面談を取り入れる企業が出
てきているのは一つのトピックスかもしれません。学生

デルを見つけると、自身にあった就職先との出会い

活動中の学生とご父母の皆様へ向けたメッセージを
お願いします。

小森● OB 訪問やインターンシップに積極的に参加して、

実際に働く方のお話を聞いてほしいと思います。学生のう

を多面的に見る方法の一つとして、大学での学びを選ん

ちから社会と接点を持つことも大切ですので、プロジェク

だ理由やその成果について尋ねられるケースもあります。

ト活動等への参加も強くおすすめします。ご父母の皆様に

大学や同志社大学経済学部で学んだ成果ももちろん重宝

は、
「大企業だから」という思いにとらわれず、お子様の自

されることもありますし、その成果の過程も重要だと思

主性に任せて安心して見守ってあげてほしいと思います。

います。

「卒業研究について何分間で説明しなさい」などとい
うテーマの面接（動画面接）も広まりつつあると聞き
ます。学生にはぜひ学びと将来とを結びつける発想

を持ってほしいと思います。話は変わりますが、松
山さんは今、子育て中ですね。

松山●はい。しかし弊法人は子育て中の職員にかなり手
厚い制度やフォローがありますので、時短勤務で働いて

います。会計監査は作業を分担しやすく、時間内で進め

紺谷●仕事内容のほかに、働いている人の雰囲気も見てほ
しいです。私は３年生の夏休みに今の会社のインターン

シップに参加して、人事以外の社員の方とたくさん交流す
ることができ、「こういう環境で働きたい」というイメー
ジが持てたので、社会人の方とお会いして、自分にあう仕
事や就職先をどんどん見つけていってください。ご父母の
皆様は過度に干渉しすぎず、困っているときに「どうした
の？」と話を聞いてあげるだけでも、お子様にとって心強
い存在になると思います。

赤澤●自分が興味あるものに一生懸命打ち込んだり、それ
を見つけるためにいろいろな授業に出てみたり、アルバイ

られる作業を任されるため、時間管理はしやすいかと思

トやゼミでたくさんの人と関わったりするのはすごく大切

います。

で、そういう基盤ができていれば面接でも自信をもって話

出産や子育てなど様々な転機に直面されたと思いま
すが、ご自身の生き方で大切にされていることはあ
りますか？
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せ、相手にも響くようになると思います。私の両親はあま
り干渉するタイプではありませんでしたが、面接から帰っ
てきたときは「どうだった？」と聞いてくれ、いつも味方
でいてくれていたので、見守ることでお子様の味方になっ
てあげたらいいと思います。

株式会社マイナビ
関西キャリアサポート ブロック長

経済学部長

丹下 晴惠 氏

谷村 智輝

教授

松山●同志社大学で過ごして良かったのは、様々なことに

だと思います。また同志社大学は卒業生が33万人もいらっ

チャレンジできる風土があり、先生方もそれを応援してく

しゃいますので、それはお子様にとって大きな武器になる

ださったことだと思います。自分で考え行動できたことが

と思います。望めば多分野で接点を作っていくことができ

今の自分につながっていると思うので、学生さんもぜひい

るのは同志社大学生の貴重な財産だと感じます。

ろいろなことに挑戦していただきたいと思います。ご父母
の皆様にはあたたかく見守っていただければ、就職活動だ
けでなく、その後の人生にもつながっていくと思います。

丹下●社会に出ると主体的に物事を考え行動することや

竹廣●経済学は非常に奥深く、様々なことが絡み合って
いる学問分野です。「なぜこういうことが起きるのか」、

「それによってどういう変化が生じるのか」などを様々な
因果関係の中で考え、イメージできる力が問われてくる

「何のためにするのか」など目的意識を持つことが求めら

と思います。そのため、「この分野だけは４年間かけて

れるようになります。そのため日頃から何においても「な

極めました！」といえるくらいに学ぶと、その分野を中

ぜ・何のためにこれをするのか」を意識することが大切で

心に社会への関心が広がっていくと思いますので、ぜひ

す。それは一朝一夕で身につくものではないため、大学で

軸足を定めて次の社会に飛び立っていってほしいと思い

の学びの中ではもちろん、ご家庭での日常の関わりも大事

ます。

経済学部の特徴とは何か？
経済学部で育まれる力とは？

経済学部

竹廣 良司 教授

医学や商学に対して経済学は非実学といわれますが、経

20人くらいの学生とともに学びますので、主体性をもっ

る人間にとっては必須の学問です。たとえ政治に関わらな

姿勢も必要になってきます。独自の視点で考える中で発想

済学は民を救う「経世済民」の学問であり、政策立案をす
かったとしても、経済の仕組みや関わりあい、社会で起き
ている変化について包括的に学べるのが経済学です。それ
だけに多面的な観点から社会を捉える力が求められ、しっ
かり学ぶことで社会を俯瞰的に見る力が身についていきま
す。社会が変化していく中で、自身あるいは自身が属して
いる組織のよりよい方向性を模索するときに経済学は必要
になるでしょうし、自分達の行動が社会にどういう影響を
及ぼしていくのかという視点を育くむためにも経済学は有
効でしょう。

同志社大学経済学部には経済学科しかありませんが、学

部が抱えるすべての科目を段階的・系統的に履修できる仕
組みがあり、理論経済学や経済統計学、経済政策や経済史
など幅広い分野の中から自身の関心の高い分野を見つけ、
ゼミなどを通じて極めていくことができます。ゼミでは

て取り組むことが大切ですし、誰かと一緒に協調的に学ぶ
力も磨かれていくでしょう。経済学部ではそういった力を
伸ばす一助になればと、授業
以外にもディベート大会や
学生プロジェクト、ビジネ
スアイデアコンテスト等の
課外イベントも実施してい
ます。さらにグローバルな
価値観を磨くために海外に
ある企業へのインターン
シップも実施しています
ので、興味のある方は
ぜひ参加してほし
いと思います。
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【春の就職説明会】

人事から見た学生
売り手市場といわれ、就職活動が上向きになってきた現在、
どのようなポイントを見て企業選びを行えばいいのか。

長年、大和ハウス工業株式会社で人事を担当されてきた千原さんに、
企業選びに役立つ視点を教えていただきました。

大和ハウス工業株式会社
本社経営管理本部 人事部次長

千原

「企業に入って何がしたいのか」。
自身の
「軸」
を定めて“選ぶ”就職活動に。
本日は就職活動において、学生の方々に考えておいてい
ただきたいポイントについてお話しします。
１つ目はキャリアを考える意義について。現在は売り手
市場ではありますが、そういう時ほどミスマッチが起きや
すく、３年未満の若年退職率が上がる傾向にあります。な
ぜなら企業は学生の方々の門戸を広くとるため、“選ぶ” 就
職活動ではなく、“選ばれる” 就職活動になってしまうため

誠氏

波及効果が大きいこともあり、住宅ローン減税のような政
策によって保護主義が取られやすい分野でもあります。今
後は高齢化が進むため、一つのものを大事にする、品質が
さらに求められる時代になっていくでしょう。本当に質の
いい商品を提供している企業が選ばれ、反対に淘汰される
企業もたくさん出てくると思います。そのため、住宅業界
でもそういった企業を見極め、選ぶ必要があります。

自身の適性はどこで活かされるのか。
OB・OGの具体的な話も参考に。

です。３年未満で辞めてしまうと、きちんと将来を考えて

では仕事のやりがいから業界をどのように選べばいいの

就職活動を行っていなかった人だとみなされやすく、中途

か。【図①】をご覧ください。横軸は、右に行くと法人顧

採用でも採られにくくなります。そういったことにならな

客＝ B to B、左に行けば個人顧客＝ B to C になります。B

いよう、今からしっかり考えて就職活動を行う必要があり

to B の商品は規模が大きく、スケールのある仕事を成し

ます。

遂げたい学生の方々が選ぶ傾向があります。反対に B to C

ではどういった考えを持つべきなのか。私は最終面接で

の商品は、金額は小さくても個人の信頼をきちんと勝ち取

「なぜあなたは就職活動をして、当社の面接を受けに来て

る仕事をしたい学生の方々が選ぶ傾向にあります。つま

くれたのですか？」と聞きます。大学卒業後は公務員、研

り、「大和ハウスだから千原さんに頼む」というのが前

究職、進学、起業など様々な進路が広がっています。その

者、「千原さんに任せたいから大和ハウスにする」という

中で、なぜビジネスパーソンになりたいのか。企業に勤め

のが後者で、どのような関係性をお客様と築きたいかに

ることは競争社会に入ることを意味し、企業を選ぶ土台が

よって選ぶ道は変わるということです。

なければ志望先を絞るのは難しいと考えるためです。自分

次に縦軸ですが、上に行くと無形商品、下に行くと有形

の「軸
（＝目的意識）
」をしっかり持っている学生の方が入

商品になります。住宅は完成すると形がありますが、商談

社後の活躍度合いは高い傾向にあります。そのため、長期

中は形がありません。同じような高額商品に自動車があり

にわたるキャリアを考え、その企業は自身が描いた活躍が

ますが、自動車と住宅のセールスは求められる能力がまっ

できるところなのかどうかを判断してほしいと思います。

たく異なります。同じ営業職でも自動車は完成した商品を

業界の現状と展望についてですが、建築業界は日本の

お客様に提供する仕事で、プレゼンテーション能力や説得

GDP の約１割を占めるほど大きな経済分野であり、一年間

力が求められます。一方で形のない住宅を提供する仕事に

に日本国内に建てられる新設住宅着工戸数は約100万戸。

はお客様のニーズを引き出すヒアリング能力が求められま

少子化が進むと建設戸数も減っていきますが、建築は経済

す。今のお住まいにどのような不都合があるのか、将来は

10
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どういったところに住まわれたいのか。そういうことを引
き出す “ 人間力” が問われます。自身の適性がどのような
ところで活かされるのかを考えながら業界を選ぶ必要があ
るということです。

入社後、自分らしく働き続けるために、
福利厚生や理想とされる働き方もチェック。

我々人事担当者が会社説明会で仕事内容について話すと

最後にキャリア形成についてですが、「したいこと」・

き、住宅であれば「一生に一度の最大の買い物のお手伝い

「できること」・「すべきこと」の重なる部分を選ぶのが就

をする、やりがいのある仕事です」と説明するでしょう。

職活動だと思います。その中で、今後 AI にとって代わら

しかし、学生の方々に本当にキャッチしていただきたいの

れず、将来にわたり残っている仕事かどうかも判断の基準

は、“その仕事で一番きついところはどこなのか” です。お

としてあるべきでしょう。まずは世間に今、どのような仕

客様にとって住宅は一生に一度の買い物ですから、当社か

事があるのかを広く見てほしいと思います。そして「好き

ら見れば、そのお客様はリピーターにはなっていただけな

なこと」だけでなく、「できること」や「向いているこ

い、つまり営業担当者は常に新しいお客様を見つける必要

と」は何かという視点を持ち、気になる仕事や企業の説明

があるということです。それを理解した上で、自身に適し

会があれば積極的に参加してください。人事担当者の話だ

ているのか、それを乗り越えることができるのかを判断し

けを鵜のみにするのではなく、現場でどのような想いを

ていただきたいと思います。

もってお客様に接している営業担当者がいるのか、具体的

企業における事業幅やキャリアの重ね方、
海外への展開も視野に入れて検討を。

な話を OB 訪問で聞くことも大切です。
当社には建築の知識がなくてもきちんと育成する制度が
あります。また特徴的な制度としては、ご家族の介護が必
要になった場合に特定の地域に異動希望を申し出られる

大和ハウスと聞くとハウスメーカーのイメージが強い

「希望勤務地選択制度」、健康でいれば定年退職後も続けて

と思いますが、当社の戸建住宅の売り上げ比率は10％程

働ける「アクティブエイジング制度」、子どもをもった社

度です。そのほかの B to C としては、賃貸住宅、分譲マ

員に100万円の祝い金を支給する「次世代育成一時金制

ンション、住宅ストックがあり、B to B には商業施設や事

度」、実家が遠方の場合は年４回を上限に帰省費用を負担

業施設があります。当社における他企業と異なるメリット

する「親孝行支援制度」などがあります。働き方改革とし

は３つあり、１つ目は、B to B も B to C も行っているた

て、短い時間で多くの利益を上げた方が賞与対象となる、

め、顧客基盤が広く不景気に強いこと。２つ目は、事業の

残業を美徳としない制度も導入しています。生活を守る意

幅が広いため、お客様の声を反映した新規事業を展開しや

味でも、企業を選ぶ際にはこういった点も判断基準として

すいところ。３つ目は、住宅だけではなく集合住宅や店舗

見ておいた方がいいでしょう。

部門、事業施設といった街づくりのすべてに関わる総括責

いずれにせよ、“選ばれる” 就職活動ではなく、ぜひ “選

任者が当社の支店長になるため、キャリアの重ね方が一

ぶ” 就職活動にしていただきたいと思います。そして保護

般のハウスメーカーとは異なるところです。住宅の提供
だけでなく、街づくりにまで関わりたいというスケール
を持った方であれば、当社のような企業でキャリアを重

者の皆様には、ぜひお子様のあと押しをお願いしたいと思
います。ご清聴ありがとうございました。

ねることも、一つのステップとしてあるのではないでしょ
うか。
また、国内市場は今後縮小していくため、海外に進出で
きる力をどれだけ持っている企業なのかも判断基準に入れ
るといいでしょう。当社は ASEAN と先進国を重点エリア
として海外事業を拡張しつつあり、日本で培ってきた建築
の品質を世界に届けたいというビジョンを持って事業を
行っています。それぞれの企業が持つビジョンも、自身が
成し遂げたい仕事として選ぶべきなのか判断する基準にな
りますので、合致するのかも見ておいてほしいと思いま
す。
DOSHISHA UNIVERSITY
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2019. 5. 25 父母会／東京会場

経済学部のプログラムについて
奥田 以在（経済学部准教授）
父母会行 事
の中から

本日は今年度最初の父母会ということで、１年
生のご父母の方もいらっしゃることと思います。

ていきます。

そこで、経済学部のカリキュラムや取り組みを中

卒業に必要な単位数は、現在のカリキュラムで

心にご説明させていただきます。すでにご存知の

は４年間で124単位です。ただし、語学や経済学

方はご容赦いただければと存じます。それではス

の専門科目から最低何単位必要といった条件があ

ライドを使ってご説明をさせていただきます。

りますので、注意が必要です。１年間では、各学

経済学部の流れ

12

春休みに入るというサイクルで学生の１年が過ぎ

年48単位分を登録できます。（詳細は『経済学部
履修要項』等をご覧ください）

経済学部では様々な行事をやっております。大

このスライドは、ある１年生の時間割です。午

学では１年間を春と秋に分け、４年間を８つのター

前中から夕方まで授業を入れて、夜はアルバイト

ムに分けています。今年度の場合、春学期には、
「ビ

をしたり、サークル・クラブ活動をしたりという

ジネスプラン大会」が行われたり、２年生の秋か

学生が比較的多いように感じます。１年生の最初

ら始まるゼミに向けて説明会や選考の準備が始まっ

に基礎演習という科目があります。１年生全員が

たりします。また、「学生プロジェクト」といっ

学籍番号で割り振られるクラスで、私も１クラス

た経済学部独自の取り組みも春から一年を通じて

を担当しています。担当教員ごとに違いはありま

行われます。いわゆる学業としては、春学期の期

すが、まずスタートアップとして大学の水に慣れ

末試験が７月中旬から８月上旬にかけて行われま

てもらう、人間関係を広げてもらうといった意味

す。科目によっては、それ以前に中間試験を行う

合いがあると私は考えています。それに加えて、

場合もあります。この試験が終わると２年次演習

レポートの書き方の基本的な考え方を身につけた

の選考があり、いよいよ夏休みに入るという流れ

り、批判力の向上に努めたり、プレゼンテーショ

となっています。

ンの経験を積んだりしてもらいます。私のクラス

秋学期になると、２年生で演習が開始。学生プ

は昨年、フリーアナウンサーの方に来ていただい

ロジェクトの活動も継続していきます。また、
「ディ

て、話し方や話す内容の整理の仕方などを指導し

ベート大会」が開催されます。この「ディベート

ていただきました。また、同志社大学の図書館は

大会」は、ディベートの経験が乏しい学生も参加

立派なデータベースをもっていますので、そのデー

できるように、春から講習会を行い、スキルを身

タベースを使って検索する実習も行いました。図

につけてもらう機会を設けています。続いて、11

書館の書庫は相当な蔵書数で、私は学生時代に入っ

月26日～28日に学園祭が開催されます。11月29日

てみて思わず「ワッ、すごい！！」と声に出した

は同志社大学の創立記念日で、その EVE にあた

経験があります。今の学生も書庫に入ると良い反

る日に開催されるため、EVE 祭などと呼ばれてい

応を見せてくれます。２年生になりますと、この

ます。その後、年末年始の冬休みがあり、年が明

時間割例のように、経済学の専門科目が増えてま

けて１月下旬から期末試験が行われ、２月中旬に

いります。

父母会行事の中から

1

経済学部のプログラムについて

講演
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これは大教室の講義風景で、１年生向けの導入

年生の間は、「大学にいっているか？」「顔見知り

科目です。導入科目はすべての学生が学籍番号で

ができたか？」「課外活動に参加しているか？」

振り分けられ、基礎的な知識を学ぶために受講し

といったことを、“やんわり”と確認されるとよ

ます。次の写真の少人数クラスは、エコノミクス

いかと思います。学校に来なくなると、それが成

ワークショップというもので「新語で読み解く現

績に出てくることもあります。なるべく学校に顔

代中国経済」という科目です。少人数でしかでき

を出して友人と会うことで次第に大学生活も楽し

ない教育に取り組むエコノミックワークショップ

くなり、馴染んでくるのではないかと思います。

も色々開講されています。その他にも面白い科目

最近、１年生のクラスを担当していると留学に

として「科学と技術」があります。企業の方々に

ついて聞かれる機会が増えてまいりました。質問

お越しいただき、経済社会についてビジネスマン

があれば色々な可能性を話すようにしていますが、

の目から教えていただくものです。

もし留学のことをお考えの場合、早めに相談され

次にゼミの写真です。環境系のゼミで発電所の

て、下調べされるのが良いと思います。サマープ

見学に行かれています。この写真は私のゼミです

ログラム、スプリングプログラム、セメスタープ

が、私のゼミは職人や老舗についての研究を行っ

ログラム、あるいは協定校への派遣留学など、様々

ており、学生がフィールドワークに出かけます。

なプログラムがあるので、どれを利用するか早め

これは、京人形の職人さんの工房にお邪魔してお

に考えて準備していただければと思います。大学

話を聞いているところです。もう一つは、日本ワ

のホームページには留学についても詳しく載って

インといわれる、いま流行しつつあるワインを研

います。国際課にご相談いただければ詳しくわか

究しているグループの写真です。醸造や流通につ

ります。

いて勉強しています。また、座学でしっかり勉強
するゼミもありますし、ディベートなどに力を入

成績通知書の見方

れているゼミもあります。この写真のゼミでは、

父母会を通じて成績通知書がお手元に届くかと

他大学とのディベートなども行っておられます。

思いますが、次にその成績通知書のチェックポイ

円陣を組んでいよいよ勝負という雰囲気が伝わり

ントについても、少しご説明いたします。１年生

ます。この写真は、滋賀県の琵琶湖畔にある同志

の場合、科目の単位取得状況によって様子が想像

社びわこリトリートセンターでの合宿風景です。

できる場合があります。例えば、基礎演習や語学

大変に真剣な表情ですが、学生同士が学問で切磋

は、比較的出席を重視する科目なので、これらの

琢磨するというのも、ゼミの魅力だと思います。

単位がとれていない場合は大学に行っているかど

一方で、このように京都御所で懇親を深めたりし

うか様子を確認されても良いかと思います。また、

て、教員と学生の距離が近くなるというのもゼミ

通知書の右下の「単位取得表」にはこれまでの成

ならではといえるかもしれません。４年生になる

績がまとめて示されます。ここで取得した総単位

と卒業研究に向けて集中していきます。大学のパ

数や科目群ごとの取得単位数がわかりますので、

ソコンが沢山ある教室を利用したり、貸し出し用

全体の状況把握にご活用いただければと存じます。

のパソコンを使ってラーニング・コモンズという

ちなみに、GPA というのは成績評価の点数で、最

学生が自由に使える施設で卒業研究を書いていく

高が4.0となっています。累積 GPA というのはこ

場面が増えていきます。

れまで受講した全ての科目の GPA の平均、直近

ここまで写真を中心にお話ししてきましたが、

学期 GPA というのが直前の学期に受講した科目

大学になかなかお越しになれないので、色々とご

の GPA の平均ということになります。ですから、

心配のことと思います。特に１年生の最初はご心

仮に累積 GPA に比べて直近学期 GPA が高ければ、

配ではないでしょうか。私が思うところでは、１

最近頑張っているということになります。GPA
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経済学部のプログラムについて

についてより詳しくお知りになりたい方は、『経
済学部

履修要項』等をご覧いただければと思い

ます。

最後に経済学部独自のプログラムとして、「海

２年生の時は単位取得が順調かどうか。秋から

外インターンシップ」「ディベート大会」「ビジネ

ゼミが始まりますので、この春の時期はその情報

スプラン大会」「学生プロジェクト」を紹介させ

を集めているかどうかといった点が大切かと思い

ていただきます。海外インターンシップは、日系

ます。３年生はゼミが始まり、専門科目にきちん

企業の海外拠点でインターンシップを経験すると

と取り組んでいるかどうか。ゼミに積極的に参加

いうものです。今年の派遣学生は決定しましたが、

しているかどうか。ゼミで学問を深めていって、

来年もあると思いますのでぜひ応募していただき

自分で自信の持てる分野を持つというのは大切な

たいと思います。ディベート大会は先ほどもお話

ことだと思います。

ししましたが、春学期にスキルアップ講座を行い、

以上が学業中心の話です。今回お話をするに当

今年の秋にまた開催されます。ゼミで参加される

たって、学生の声を知りたいというご要望も伺っ

ところもあります。講座を通じてスキルを身に付

ておりましたので、僅かですが私のゼミの下宿生

けることもできますので、積極的な参加をお待ち

にご父母からの支援についてどう思っているか聞

しています。ビジネスプラン大会は今年、パナソ

いてみました。すると、親御さんが食品を送って

ニック様にお越しいただき、
「世界の暮らしをアッ

くれたり、京都まで来て掃除をしてくれたりする

プデート」をテーマに行なう予定です。書類審査

ことを、全部「ありがたい！」と言っており、不

を通過したチームでプレゼンテーション大会を行

要だと思ったサポートは基本的にないという声が

い、チャンピオンチームを決定します。今年もま

圧倒的でした。しかし、ユニークな学生がいまし

だ応募可能です。学生プロジェクトは学生の申請

て、自信が付いたのか甘えているのか、「掃除を

により、費用の面でもサポートしていきます。シ

してくれた際、ものの位置が変わってしまった」

ンガポールの IT 系の見本市にいく学生プロジェ

といって不満顔の学生もおりました。自分の城と

クトにも補助を出しています。経済学部里山きゃ

思って暮らしているようです。この学生、大変に

んぱすといって、自分たちで農作物を育てながら、

人柄のいい、頑張り屋の面白い学生なんです。一

環境教育等に取り組むプロジェクトもあります。

人暮らしをしていて困ったこととしては、「必要

地域ブランドをいかに育てていくかという課題に

なときに保護者の捺印をもらうのが大変」という

取り組む学生たちもいます。このように経済学部

声がありました。確かに、遠方であればあるほど

では、学生が様々な活動をできるように準備して

この点は大変になると思います。色々な意見はあ

いますので、積極的に情報を入手してご活用いた

りましたが、総じて、一人暮らしは楽しく、自由

だければと思います。ご静聴ありがとうございま

な時間を満喫している学生が多いのではないかと

した。

思います。
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独自のプログラム

父母会行事の中から

2

2019. 6. 1 父母会／岡山会場
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学業履修について
谷村 智輝（経済学部長）

本日は経済学部父母会（岡山会場）にご参集い

充分ふまえずに現代の学生の特徴を語るとすれば、

ただき、厚く御礼を申し上げます。以下では、学

学生行動（学業、アルバイト、留学、就職活動等々

業履修を中心に、学生生活の面にも触れながら、

の）を見誤り、単純で不毛な若者批判にとどまり

お話ししたいと存じます。

かねません。

さて、これまでもしばしばお伝えしてきたこと

学業履修について

ですが、経済学部父母会は本学の父母会組織の中
でも歴史が古く活動も活発で、全国各地に支部会

つぎに、学業履修について基本的なことを述べ

が組織されています。その出発点は、岡山支部会

ておきたいと思います。まず、卒業に必要な単位

の結成にありました。京都から比較的近いとはい

数（＝124単位）、年間登録単位数の上限（＝48単

え、故郷を離れてひとり暮らしをする学生のこと

位）であることをご確認ください。進級制度はあ

を知る機会が求められたに違いありません。

りませんので、計算上、３年間で卒業必要単位数

4

4

大学生の経済状況

4

4

4

4

4

4

4

4

を取得できることになります。実際、３年次の終
了時点で既に卒業必要単位を取得済みもしくはほ

ところで、当節の大学生の経済状況をご紹介し

ぼ取得済みの学生諸君が、約４割にのぼります（「父

ておきましょう。ある調査（全国大学生協連の調

母会会報」118号、2019年４月、18頁を参照）。そ

査：18年度大学生）によると、大学生の平均収入

の背景には、４年次前半を就職活動にあてねばな

は12万７千円程度、この内56％を仕送りが、25％

らないことが影響しています。なお、学生諸君に

をアルバイトが占めます。もっとも、本学部のご

は、最終年次の科目履修を熟考し、単位取得に拘

家庭の仕送り額はもう少し大きいのではないかと

泥せず、自身の研究課題や知的関心に即した学び

推察致します。別の調査によると、首都圏私立大

を進めていただきたいと思います。

生では仕送りが月額８万3,100円です（東京私大

さて、単位取得にとどまらず、当然、その「質」

教連の調査：18年度新入生対象）。加えて、自宅

（GPA で評価される）も問題になります。平均的

外通学者の「入学の年にかかる費用」が年収の３

な経済学部生の GPA は、2.2程度です（上記「父

割にのぼるとの調査結果も報告されています。い

母会会報」を参照）。

ずれにせよ、学費を含めてご家庭にとって経済的

なお、「成績分布」を知ることができるのは、

負担が大きいことに変わりはなく、こうした支出

一般に「父母会会報」のみです。そこで、ご家庭

とそれに応じた期待の大きさを思うと、大学人の

におかれましては、学生諸君自身がこの表を参照

一人として背筋の伸びる思いが致します。とくに

し自己の学業履修現状を確認するようご助言いた

見逃せないのは、仕送り額が過去最低であり、ピー

だければ幸甚です。

クであった90年代前半―ご父母の世代が学生生

ところで、良好な学業履修の実現にとって最も

活を送っていた―と比較して65％程度になって

重要となるのは、１年次の成績状況です。入学式

いるということです。こうした経済状況の理解を

後の父母会行事で申し上げたように、卒業時の成
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績は、１年次終了時点のそれと極めて強い相関が
あることが明らかになっています。そこで、カギ

ご父母の役割

となるのは、①勉学の習慣を継続的に保つこと、

さて、３年次後半以降では、徐々に、社会へ出

そのためにも、②正課・課外（アルバイトを含め

る準備が求められます。そこでご父母の役割が重

た）のバランス良い活動の実現、③知的好奇心の

要になってくることは自然なことです。親は最も

維持・促進です。また、１、２年生の学生諸君に

身近な「大人（社会人）」であり、自身を最もよ

是非知っておいていただきたいこととして、自己

く知ってくれているのです。そこで、一教員とし

の将来像を持ち、そのために今何を為すべきかを

て、ご家庭でのご助言の際にお願いしたいことを

考え、実際にそれを実行できる学生は、学生生活

申し上げます。第一に、ご自身の就職活動の体験

に関わるパフォーマンスが高いという研究成果が

はひとまず脇に置いてお話しいただければと思い

あります。そのためにも、エコノミクス・ワーク

ます。「ひと月の仕送り額」と同様、学生を取り

ショップや２年次秋学期から始まる演習（ゼミ）

巻く環境は大きく変化しています。第二に、直截

の履修を進めて、より実践的な経済学の専門知識

的ではありますが、資金的支援は不可欠です。第

と問題を発見する力を習得することが重要です。

三に、幼い頃から現在までの彼・彼女らを振り返

加えて、経済学部の用意する様々な学びの仕掛け

り、どのようなときに高く評価されたかあるいは

（学生プロジェクト、ビジネスプラン大会、ディ

いかなる困難をどうやって乗り越えられたのかを

ベート大会、海外インターンシップ等）を用いて、

お伝えください。それによって、本人の内省が促

成功体験・失敗体験を積み、それを通じて自己の

され、今後の行動の指針を形づくるのに役立つと

課題や社会の問題点を発見することが有効だと考

存じます。

えます。付言すれば、この10年ほどで、学生の学

ともあれ、一人ひとりの学生が学生生活を良好

びへの社会的要請のキーワードは「課題を解決す

に営むことが将来につながるのであり、そのため

る力」から「課題を発見する力」へと力点が変化

学部としてもカリキュラムのより一層の充実、学

しているように感じます。これも日本経済の競争

修支援・学生支援体制の点検・整備を進めて参る

力やプレゼンスが不透明であることに起因するの

所存です。その点、父母会に参加しご父母の皆様

かもしれません。

からの声を直接拝聴することで多くの気づきを得

自己の将来への期待は、社会への関心から形成

てきました。父母会は、教職員にとって、学部・

される場合がしばしばです。とすれば、インター

研究科が改善すべき課題、促進すべき取り組みを

ンシップへの参加もひとつの契機になるかも知れ

知る貴重な機会であると存じます。また、父母会

ません。近年、インターンシップに参加する学生

活動を通じた父母の結びつきが、学部・研究科の

の増加と早期化が進んでいます。その是非につい

協力者として重要な資産ともなります。今後とも

ては別の機会に申し上げるとしても、自己の将来

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

を見すえ、友人とは異なった他の学生のことを知
り、自己の特徴を確認し、経済・社会の一端に触
れる、そうした機会として有効活用すれば、就職
活動に加えて自己の学習・研究にも刺激となるこ
とが期待できます。
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経済学部独自の取組みについて
北川 雅章（経済学部教授）

ただいまご紹介にあずかりました父母会参与を

春学期の主な行事です。

しております北川です。参与の挨拶となっていま

秋学期は２年次演習が始まりまして、プロジェ

すが、本来であれば学部長が来てご挨拶するとこ

クト活動やディベート大会があります。また中間

ろ、本日は他の公務で来られませんので、私が代

試験がありまして EVE（大学祭）があります。11

わりに挨拶させていただきます。こちらの会場に

月の EVE の時に父母会の行事があるということ

来るのは多分４年ぶりになると思います。私は

です。秋学期末試験もあります。

2010年から４年間、経済学部長をしておりまして、

卒業に必要な単位数です。後程、沼井事務長か

その時は毎年のように来ておりました。その後も

ら詳しく説明があると思いますので、ごく簡単に

参与は続けていましたが、こちらには2015年以来

お伝えします。卒業に必要な単位は４年間で124

だと思います。

単位です。ただし内訳もあります。年間の登録単
位は１年生、２年生、３年生、４年生すべて48単

経済学部の様子をスライドで紹介させていただ

位で１学年48単位ずつ登録できます。これを全部

こうと思っております。これはチャペルです。前

とっていきますと３年間で144単位。順調にいけ

に紅白の梅が植わっておりまして、２月、梅が咲

ば３年間で卒業に必要な単位を満たすとことにな

いている時に撮った写真です。新島先生は梅がお

ります。１年生と２年生は週14コマ。語学は１コ

好きでしたのでチャペルの前に紅白の梅が植わっ

マ１単位です。１コマ２単位という科目が多いの

ております。
こちらはクラーク記念館です。クラー

ですが、１年生では週14コマぐらいとります。３

ク記念館の裏に「はるか桜」が植わっております。

年生になると12コマぐらいです。全部とって４年

2013年、
「八重の桜」が大河ドラマで放送されま

生になると就職活動と卒業研究論文ぐらいで済む

して、主演が綾瀬はるかさん。森林総合研究所で

形になっております。

開発されて福島県に贈られた新種の桜を「はるか

内訳です。１類科目が66単位。その中でも基礎

桜」と命名したもので、それが同志社にも植わっ

科目が18単位、基幹科目24単位、演習などもあり

ております。

ます。導入科目、基礎科目、基幹科目と段階的な

経済学部で春学期、秋学期にどういうことを行っ

履修をしていく形になっています。演習のスター

ているのか、簡単に紹介します。プロジェクト活

トは２年秋です。２類科目は語学、言語・コミュ

動、ビジネスプラン大会、２年次演習説明会は明

ニケーション科目です。これは16単位以上。Ａと

日から２週間あります。２年次の秋から演習が始

Ｂに分かれていて英語が８と他が４で12単位、残

まるのですが、その選考のための説明会です。も

りはなんでもいいので４単位とって16単位という

う春学期の９週目が終わったので、すでに終わっ

形となります。３類科目も履修していくことにな

ているかと思いますが、中間試験もあります。春

ります。

学期末の試験がありまして、２生次演習の選考は

１年生の時間割の例です。結構埋まっておりま

８月３日、夏休み前に選考して決めます。以上が

す。14コマです。それでも高校よりは少ないです。
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導入科目が赤、基礎科目が緑、語学が濃い水色、
基礎科目は秋からになります。このような形で履

経済学部独自の取組みについて

学生生活の注意点

修していきます。２年生になると導入科目がなく

ここからは学生生活の注意点を少しお話してお

なって基礎科目が４つ。春だけです。語学は年間

きたいと思います。１年生は、まず大学に行って

で８つあるという形です。そして秋から演習が始

いるか、友だちはできたか、課外活動に参加して

まります。

いるか、というところが重要かと思います。高校

１年生春学期の基礎演習で文献検索の実習をし

から大学に入って環境が変わりますので、特に九

ている様子です。これは基礎演習でグループワー

州、その他の地方から京都に下宿するということ

クをしている様子です。プレゼンテーションも行

になりますと、女の子はあまり心配しないのです

います。図書館ツアーで図書館の利用方法を学ん

が、男の子は下宿をしていると、きちんと朝起き

でいます。
「経済学の歴史」は基礎科目。学部長

て、ご飯を食べて大学に行っているか、心配にな

の谷村先生も講義されています。基礎科目はこの

ります。うまく周りの環境を整えて、生活が安定

ような大教室でやります。３類「啓発科目」。い

していると学業履修もうまくいく傾向にあります。

ろんな科目があるのですが、「科学と技術」とい

まずは勉強よりも、周りの環境を整えていただけ

う科目は経済学部が独自に外部から講師を招いて

ればと思います。そうすると大学に行けることに

実施しております。
「演習」ですが、これは２年生。

なります。友だちができるかどうかも重要ですね。

去年の秋の２年次演習で私のゼミと竹廣ゼミが合

高校から一人だけ進学したというケースもありま

同でワークショップをした時の様子です。２つの

すし、まずは基礎演習などで友だちをつくっても

ゼミが混ざっているので、かなり人数が多くなっ

らえたらと思います。課外活動に参加すると、そ

ています。２つのゼミですので、お互いにどうい

ちらでも友だちができるかと思いますが、経済学

う人なのか紹介しあっているところです。紙のタ

部の中で友だちをつくってもらうほうが、経済学

ワーをつくるワークショップをしました。初めて

部の履修がスムーズにいくと思います。春学期に

会った人と、いかに協力してチームとして成果を

スムーズに大学に溶け込めると、あとはすんなり

出すかということを体験してもらうために、ペー

いく傾向にあります。もちろん躓いても回復でき

パータワーをつくってもらいました。作戦会議を

るのですが大変なので、１年生の春学期が重要だ

して、
「切らない、破らない、スマホを見ない」

と思います。大学に居場所を見つけないと大学に

以外は OK。制限時間内に一番高く建設したチー

来なくなり、成績にも影響するということです。

ムが勝ち。そういう中でチームワークの必要性、

入ってから遊んでしまう子もいるのですが、将

お互いに協力する必要性を学んでもらおうという

来、資格取得や留学の計画を考えているかどうか。

内容のワークショップです。

もし留学を考えていると１年生から計画して準備

これも演習ですが、何か説明している状況です

をしておくほうがスムーズにいくと思います。大

ね。これはブレーンストーミング。ゼミでチーム

学のホームページが今年から少し変わりまして、

に分かれてアイデアを出し合う。プレゼンをやっ

こんな感じになっています。海外留学、免許資格、

たりもします。これは海外ですね。シンガポール

資格試験講座、こういうところが「在学生の方」

にフィールドワークに行かれた時の写真です。同

のトップにありますので、考えている人はぜひ参

志社びわこリトリートセンターという施設があり

考にしてください。相談窓口がありますので、そ

まして、そちらでのゼミ合宿の様子。これもゼミ

ちらに行っていただけたらと思います。国際課や

合宿の写真です。

免許資格課程センターがあります。
２年生になりますと単位の取得、ゼミについて
しっかり考えているか。８月の上旬にゼミ選考が
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ガミガミいってもうまくいきません。まずは聞き
役になる。そして情報提供をする。どのような選
択肢があるか。学生にとって本当に有益な情報だっ
たらいいのですが、みなさんが就活された時期と、
大分、変わっていますし、企業の内容も変わって
いますので、昔の知識でアドバイスしても役にた
たないことが多いです。有益な情報だったら情報
提供していただいたらいいんですが、変わってい
るということだけは理解しておいていただければ
と思います。「見守る」しかないかもしれません。
あります。その前に明日から２週間、説明会があ

あと交通費などお金の援助をする、それぐらいが、

りますので、各先生の説明をよく聞いて自分が行

ちょうどいいかもしれません。

きたいゼミを選んでもらえたらと思います。夏休

経済学部の進路状況、３月卒の経済学部の進路

みの計画を立てる。資格取得、留学、インターシッ

状況です。キャリアセンターの資料にあるデータ

プ。インターシップは３年生が基本ですが、２年

をグラフ化したもので、就職者が86.7％。就職希

生から参加する人がいるかもしれません。

望者のうち就職した人が98.9％、ほとんど就職し

３年生になりますと、きちんと専門科目の勉強

ています。それ以外では進学が1.2％。経済学部

に取り組んでいるか。ゼミに積極的に参加してい

は若干少ないです。その他進学・留学も１％。資

るか。就職活動の準備をしているか。３年生の６

格試験、卒業後に就職活動を行う（公務員・教員

月になりますとインターンシップの説明会が始ま

受験を含む）が4.5％。大学院等への進学準備が

ります。最近は就職活動が早くなってきていて、

0.2％。その他（アルバイト、家事手伝い等）が1.8％。

いいのかどうかわかりませんが、大学の方は３年

少し問題がある内定なしで求職中が、わずかです

生向けのガイダンスが秋から始まります。インター

が、0.9％という状況。そして不明が3.8％。キャ

シップはそれより前の３年生の夏休みに行くこと

リアセンターに届けていない人もいます。こうい

が多いので、少し早めに動いてもらわないといけ

う状況です。

ないかなと思います。

どういう業種に就職しているか。数字は人数で、

４年生になると大学に行っているか。４年生ま

経済と文系全体との比較です。経済学部は他の文

でに単位が全部とれていると、それほどに心配は

系に比べると、金融が多いですね。女子はメーカー

いらないですが、就職活動がうまくいくかどうか。

も結構多いですね。金融とメーカーが女子は多い。

内定が出ていない場合は様子で大体わかります。

男子も金融関係が多い。2018年４月採用までの過

口数が減ったとか就活の話題を持ち出さない、夏

去３カ年と比較してみると経済の女子は金融がもっ

休みに就職活動が終わっているか。経団連のガイ

と多かった。約40％が金融に行っていまして、メー

ドラインがあり、罰則規定はないのですが、それ

カーは少なかった。金融は女子の比率が減ってい

までに内緒で内定が出たりすることもあります。

ます。男子はメーカーと金融。金融関係はマイナ

６月１日からオープンにしてもいいことになって

ス金利政策や A I を活用予定で採用数を減らして

いて、早ければ６月早々、内定がでる。夏休みに

いることが影響しているのかなと思います。従業

なってもまだ決まっていないと、少し遅いかもし

員規模別ですが、同志社は巨大企業、大企業Ａ、

れません。これは業種や進路先にもよりますが、

大企業Ｂという500人以上の企業が、かなりの割

後で香田さんから話をされると思います。もし、

合を占めています。大企業に行くのがいいのかど

うまくいっていないようなケースでも、そんなに

うかは別ですが、このような状況です。経済学部
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は他の文系学部と比べると大企業に行く割合が多

すが、パナソニックとコラボして「世界の暮らし

いと思います。私のゼミです。去年の卒業式の後

をアップデートする」をコンセプトにビジネスプ

です。小教室でゼミ毎に学位記を渡します。去年

ランを考えてくださいということで、2018年度は

の私のゼミは女子が４人しかいませんでしたので

約120名が参加しました。2019年度も今、企画を

このような感じです。

開催中です。プラン作りの様子。クエストルーム

独自プログラム

で集まってやっている様子です。プレゼンテーショ
ンの様子。表彰式ですね。このような感じです。

経済学部の独自プログラムを４つ紹介します。

学生プロジェクトですが、2018年度は29のプロ

海外インターンシップ。今年も２年、３年生が対

ジェクトがありました。その中で３つだけ紹介し

象で５社です。今年はもう募集が終わってしまい

ます。「 I CT 先進国・新興国における情報産業・

ました。来年また期待して考えておいてください。

技術活用の調査研究」で海外フィールドワークに

これはダイキン工業の海外でのインターンシップ

行った時の写真。
「里山きゃんぱす環境教育プロジェ

です。

クト」等の写真。「食品産業と京都丹波地域の経

ディベート大会が秋にあります。スキルアップ

済活性化のロードマップ」で発表している写真で

講座が６月18日、あさってから始まります。２週

す。今年は春学期現在で20プロジェクトがござい

間やって秋、11月に大会があります。予選と本選

ます。面白そうなタイトルをピックアップしてき

が11月初旬にあります。2018年度は34チーム165

ました。「経済学部オリジナルグッズの製作」と

名が参加しました。2019年度も秋に開催します。

いうのもありますので、どんなグッズができ上がっ

去年の様子です。こんな形で相談していますね。

てくるか楽しみにしています。ディベートと書い

試合中です。こちらは決勝ですね。肯定側「僕、

てありますが、これは論文を書いて発表するプロ

悪くないよね」、否定側「ぴざまん」。二人が前に

ジェクトです。

出て質疑応答するパートです。他のパートは一人
で担当します。
ビジネスプラン大会ですが、こちらは春学期で

20

経済学部独自の取組みについて

父母会行事の中から

経済学部での学業履修を紹介させていただきま
した。皆様のお子様が良い学生生活を送られるよ
う祈っております。ありがとうございました。
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経済学部の学び
横井 和彦（経済学部教授）

皆さんこんにちは。経済学部の横井と申します。

けています。先程、経済学部の学びの様子を動画

『同志社大学案内2020』57ページをご覧ください。

で流しましたが、その中にもありました。学生 I D

この経済学部のカリキュラムの表を手掛かりとし

をもとに30クラス、１クラス30人前後の少人数ク

てお子様が同志社大学経済学部でどのように学ん

ラスをつくって経済学部での学びの基礎を築き、

でいるか報告することで、ご挨拶とさせていただ

人間関係や友だちができて大学にも行きやすくす

きたいと思います。経済学部の学び、成績等は沼

るために基礎演習を設けています。

井事務長からお話があります。私からは学びの内
容についてお話いたします。
経済学部の学びには専門科目の１類があります。

この写真は私の基礎演習のクラスです。４年前
からキリスト教文化センター所長を務めています
ので現在は基礎演習を免除されていますので、こ

導入科目から応用展開科目までが１類で、経済学

の写真は実はこの３月、卒業した人たちが１年生

部の専門科目の学習内容です。言語・コミュニケー

だった時の写真です。グループでテキストを輪読

ション科目、外国語等が２類です。啓発科目、全

してテキストの内容を発表するというプレゼンテー

学共通教養教育科目等が３類科目です。この３つ

ションの練習をします。話を聞いて議論をしてグ

の種類の科目を学ぶことにより、合計124単位を

ループで意見をまとめる。テキストに基づいて内

履修すると経済学部を卒業できます。そのうち導

容を要約する人、批判的に検討する人に分かれて

入科目から応用展開科目までの１類、専門科目の

どちらの議論が説得力があるかをグループで話し

中で124単位のうち66単位以上をとらなければな

合います。

りません。外国語科目も各類から必要な数を揃え

また後半には情報教室に場所を移して論文、レ

て124単位になれば卒業できます。今日は導入か

ポートの書き方も学びます。大学では試験は論述、

ら応用展開まで含まれる経済学部の専門科目をど

記述が増えてきますし、レポートの提出が求めら

のように学んでいるかについてお話したいと思い

れます。４年生で卒業研究という論文を書きます。

ます。

情報収集して集めた情報を活かして議論をする。

基礎演習
経済学部は１学年800名を超える大規模な学部
ですが、50数人の教員で少人数教育ができたらと
いうことで、さまざまな学びの仕組みを設けてい
ます。１年生には、いきなり大きな教室にポツン

そしてレポートを書いて学びを身につけていきま
す。自分たちでテーマを見つけて情報を集めて議
論し、考え、レポートや論文にまとめる。グルー
プで発表をしあうこともしています。

エコノミクス・ワークショップ

といると、とり残された感じもあり、大学に行く

経済学部での学びに慣れ、経済学部の仲間をつ

きっかけを失い、大学に行かなくなるというよう

くるための基礎演習は１年次春学期に終わります。

なことがないよう、春学期に１類科目、経済学部

２年次演習は秋学期からなので、１年次秋学期、

専門科目の中で導入科目として「基礎演習」を設

２年次春学期は基礎演習が終わると少人数のクラ
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スがなくなることになり、基幹科目の講義では１

教室での授業です。今は板書が少なくてこのよう

クラス300人の大きな授業になるので、大学に行

にパワーポイントで映していることが多くなって

かなくなることにもなりかねなません。そこで１

います。これが大学の講義の一般的なイメージで

年次秋学期、
２年次春学期に「エコノミクス・ワー

はないでしょうか。基幹科目を履修して経済学部

クショップ」という少人数クラスを設け、プレ演

の学びを深めていただきます。

習をしています。57ページのようにさまざまなテー
マのクラスがあり、学生が自ら選んで主体的に学

演習

ぶ少人数のクラスです。私の専門は中国経済です

もう１つの中心は「ゼミ」、演習です。同志社

ので
「新語で読み解く現代中国経済」というクラス

大学生は就職活動で「専門は何ですか？」と聞か

を設けています。それまでの社会主義の経済から

れると「横井ゼミです」とゼミの先生の名前を答

市場主義化していく中で新しい言葉が生まれてき

えるそうです。「大学でどういうゼミに入ってい

ています。
新語を材料に現代の中国社会はどうなっ

ますか？」と聞かれると「横井ゼミです」と答え

ているかを調べたり発表したりしています。今は

るようです。企業の方にとっては、「横井を研究

中国人の先生にお願いしています。25名前後の少

するゼミですか？」と何を専門にしているかわか

人数クラスで１年次秋学期、２年次春学期に設け

りません。
「中国経済のゼミです」と答えるように、

ています。
各教員の専門を活かしたエコノミクス・

といっています。このゼミが専門科目の柱になり

ワークショップが開講されていて、たくさんのク

ます。１つのゼミは20～25人程度が規模ですが、

ラスが用意されています。これは１類科目66単位

100人くらいの応募者から25人に絞りこむゼミも

の中に入りますので、出席をしていれば単位を取

あります。「横井先生、世の中、競争なんだから

りこぼすことはないので、１類科目、専門科目で

競争原理で落とす人は落とさなきゃ」といわれま

単位に困っている方は「エコノミクス・ワーク

すが、私は意志薄弱なのか、「せっかく受けてく

ショップ」をとるようにアドバイスしていただけ

れたのに落とすのはかわいそう」と思って大勢の

ればと思います。大学に通うきっかけにもなると

学生がくるようになってしまいます。このように

思いますので、おすすめします。私のクラスは中

グループに分かれて、発表班が発表する内容を議

国経済をテーマにしているので日本語・日本文化

論します。テキストを要約する人と批判する人が

教育センターに海外の大学から日本に留学してい

それぞれ発表し、聞いているグループは、どちら

る留学生もこの科目を受講することができますの

が合理的かを討論して決めます。根拠はどちらが

で、日本にいて外国人留学生とともに学ぶことが

合理的か、グループの中でワークシートを作成し

できます。

ながらグループ全体のワークシートにまとめます。

基幹科目

話を聞いているだけではなく話し合いができる形
を模索してグループで討論しています。『中国経

経済学部の専門科目のメインになるのが「基幹

済の真相』というユニークな本で、批判しやすい

科目」です。私は「中国経済」「中国経済史」を

本を選んでいます。この写真の３年次演習の皆さ

担当しています。私の講義は悪名高く、全学で登

んのなかには、野球部、ラグビー部、アメリカン

録者がもっとも多いクラスで、900人近くいます

フットボール部などの体育会の学生が多くなって

ので、今出川校地の一番大きな教室にも入りきれ

います。体育会の皆さんは、就職はよいところに

ず、隣の部屋にも中継していますが、実際の出席

決まっています。このようにグループの討論の結

が大教室も満室にならないくらいので、
「厳しく

果をグループの代表が発表して終わります。ディ

してください」といわれております。今年は厳し

ベートに近い形をとっています。

くしたいと思っています。月曜日１講時、大きな
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こちらは「卒業研究」です。通年で６単位です。
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最近は就職活動を終えたということでゼミに出席

会の行事でも来年の２月、学内の礼拝堂を案内し

する人数が増えてきています。早い人は５月の連

たいと思っています。仙台といいますと、東北学

休前に決まった人もいて、６月で内定した人と、

院など同志社に近い関連の学校があると思います

そうでない人に二極化していますが、比較的女子

ので、そことの違いを感じていただけたらと思い

学生は内定をえているようです。男子学生で「持

ます。ぜひお越しください。

ちコマがありません」という人もいますし体育会

経済学部の学びでは、演習が重要です。２年次

に所属し決まっている人もいます。この時期、最

演習について、すでにオリエンテーションが始ま

終面接で落ちる人もいます。現在はワークシート

り、説明会も始まります。申込み受付が６月24日

を完成させながら卒業研究のテーマと骨組みを決

～７月５日となっています。２年次生のお子様を

めています。
私のゼミでは、就職活動も卒業研究に

お持ちの御父母は、必ず第一次選考に申し込むよ

活かしてもらえれば、ということで、４年生になっ

うに、とお伝えください。一次選考は８月３日、

てからテーマを決めるようにしています。新聞や

多くのゼミは面接等をしますが、担当教員がする

雑誌の記事とか報道をみながら問題を発見してほ

ところもあれば、先輩学生が面接をするゼミもあ

しいということで、情報教室で材料を探してテー

ります。書類選考のみのところもあります。とに

マを決めていきます。この写真を撮った時には、

かく必ず選考申込みをするようにお伝えください。

久しぶりにこれだけ集まってきてくれました。
テー

経済学部の教員一覧は、経済学部パンフレットの

マを決めるためにワークシートを配っています。

19～20ページにございます。専任教員のほとんど

このように経済学部の学びは、導入科目、基礎

が演習をもっています。問題関心に近い先生のゼ

科目、基幹科目、演習と続いていきますが、とり

ミを選んでいただきたいと思います。一次選考で

わけ導入科目の「基礎演習」と、
「エコノミクス・

受かるか、落ちるかで差がありますが、勉強した

ワークショップ」で少人数クラスによって学びを

いゼミに入れば、ゼミでの新しい人間関係が生ま

深めていくことができるよう工夫をしています。

れ、４年間で卒業できる可能性も大きくなると思

もちろん大教室での講義もあり、少人数クラスと

います。これまで順調に進んできたみなさんも新

大教室とあわせて経済を学んでいます。

たにゼミに入ることで、より学びを深めていける

チャペル・アワーの様子

と思います。ゼミは、リセットの場として、単位
履修とかで問題がある人にとっては復活のチャン

最後に、私がキリスト教文化センター所長でも

スだと思いますので、２年次演習を登録履修して

あるということで、チャペル・アワーの様子もご

ほしいと思います。この父母会でも「うちの子、

覧ください。同志社大学はキリスト教主義の大学

ゼミに入れなくて」というご父母から相談をよく

でもありますので火曜日、水曜日、金曜日、チャ

受けます。２年次演習は大学生活の重要なポイン

ペル・アワーをやっています。火曜日は５時30分、

トになるかと思います。応募忘れがないよう、選

神学館の礼拝堂で、水曜日は10時45分、クラーク

考をどれにするか慎重に選んでいただければと思

記念館礼拝堂、金曜日はランチタイムに同志社礼

います。後は個人面談でご質問等ありましたらお

拝堂で礼拝を行います。チャペル・アワーに出て

答えできるかと思います。

レポートを出すと出席点を加味しますということ

このように経済学部は演習、講義、大教室、少

をしていただいている講義もあります。宗教改革

人数クラスを交えながら効果的な学習ができるよ

が起こったらどうしようとも思いますが、より多

うに工夫しています。来年度、2020年度に向けて

くの人に礼拝に触れてほしいと思っています。ラ

カリキュラムの改定を考えています。ご安心して

ンチタイムは大勢の学生が来てくれています。聖

経済学部にお任せいただければと思います。どう

書を読み、説教を聴きます。

ぞよろしくお願いいたします。どうもありがとう

この同志社礼拝堂は、重要文化財で、この父母

ございました。
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2019. 6. 23 父母会／松山会場

経済学部における学生生活について
宮本 大（経済学部教授）

私からは学生生活について、カリキュラム、成

攻で卒業できますし、I LA という外国語系の副専

績、学生の学業の面を中心にお話しさせていただ

攻やサイエンスコミュニケーターという文理融合

きます。それ以外に、本年度卒業生の就職状況に

系の副専攻もあります。最後に「６類科目」は他

ついて、そして学生たちは大学生活を送る中で課

学部の設置科目で、経済学以外の商学部、政策学

外活動に積極的に力を入れておりますので、それ

部、グローバル地域文化学部などの科目をとるこ

についても少しお話をしたいと思います。

ともできます。次に、124単位をとる上での条件

カリキュラムについて

る必要があります。この１類科目は、１年次春学

まずカリキュラムについてですが、同志社大学

期では「導入科目」を学ぶことになります。導入

経済学部では卒業に必要な単位数が４年間で124

科目とは、経済学部に入り、高校の授業とは異な

単位となっています。124単位なので年間で平均

るので接続がうまくいくように経済学の入門的な

して31単位ずつ取る必要がありますが、４年生に

科目として入学した１年生全員が受けます。また

なると就職活動などがありますので１～３年生の

導入科目には「基礎演習」という少人数クラスの

間にできるだけたくさんの単位をとることが望ま

科目があり、情報検索や図書館の使い方、プレゼ

しいことになります。経済学部では１年間に最大

ンテーションなどの実践的なアカデミックスキル

48単位登録できます。もし１～３年で48単位ずつ

を学ぶことができます。１年生の秋学期からは「基

取得すると、144単位をとれることになります。

礎科目」が始まります。導入科目から段階を踏ん

つまり３年生までに124単位そろえることが可能

で経済学を学ぶ土台づくりをしていく科目です。
「導

なわけです。多くの学生たちは４年生になると就

入科目」には単位の条件はありませんが、「基礎

職活動やゼミで卒業論文を書くなど忙しくなるこ

科目」は18単位以上取得が必要との条件がありま

とを先輩や教員から聞いて理解しているとは思い

す。どういうことかいうと、基礎科目を18単位と

ますが、ご父母からもできるだけ早く単位を取得

れていない学生は、１類科目が66単位以上で、さ

するようにお話していただければと思います。

らに総計で124単位を超えていても卒業できない

経済学部では卒業までに合計124単位を取得す
るのですが、どういう種類の科目を取っていけば

24

についてです。「１類科目」は66単位以上取得す

ということになります。十分に注意する必要があ
ります。

よいのか。まず「１類科目」というのがあります

２年生の秋、第４セメスターから「基幹科目」

が、これは経済学の専門科目でさまざまな科目が

を学ぶことができるようになります。基幹科目は

設置されています。次に「２類科目」は言語・コ

経済学の中心となる科目で専門性の高い内容となっ

ミュニケーション科目、外国語科目です。
「３類

ています。「導入」「基礎」「基幹」と段階的に勉

科目」は一般教養科目、「４類科目」は資格や教

強していき、同時期に始まる「２年次演習」
（ゼミ）

職免許をとる科目、「５類科目」は副専攻科目で、

で、学んだことを実践的に利用していくことにな

たとえば法学系の科目をとって経済学＋法学副専

ります。ゼミでは自分で研究テーマを決めて２年

父母会行事の中から
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次秋学期から４年次終わりまでの合計５セメスター

にご注目ください。２年生になると、ゼミ選びも

の期間を利用して研究することが目的となります。

あります。ゼミ選考では自分の希望するゼミに必

ゼミに入らないと卒業できないことはありません

ず入れるわけではなく、しっかりと準備した学生

が、大学生が高校生と違う部分は、教えてもらう

ほど入りたいゼミに入ることができ、１年生のこ

だけではなく、その知識を利用して自分が考えた

ろから経済学の何を勉強したいかを考えることが

テーマを研究することにあります。ぜひゼミに入

大切です。また授業以外のことですが、最近では

り、テーマを見つけて研究をしてほしいと思って

就職活動が前倒しになっていますので、３年生の

います。

夏休みに留学に行きたいと思っても、就職のこと

科目履修に関する注意

を考えると留学はどうしたらいいかと悩む学生が
います。２年生の夏休みは制約を受けることがな

次に学生の科目履修に関する注意点などをご紹

く、２年生の夏に向けて留学を含め、どういうこ

介します。画面は１年生の時間割の例です。「登

とを経験してみたいかを考えるように促していた

録指定科目」とあるのは「導入科目」で、大学側

だければと思います。

で受けなさいと指定されます。「基礎科目」も自

また２年生の初めに１年生の成績通知書がご父

分で選ぶのは可能ですが、
「この科目はぜひ受け

母に届くと思います。この成績表では「基礎演習」、

てください」と案内しています。「２類科目」の

「語学」の成績と同時に、１年生の GPA と取得

語学でも自分でどの言語を取るかという選択肢は

単位数をぜひ確認してください。GPA は単位を

ありますが、この科目群は選択の自由は大きくあ

取得した科目の平均評価点です。画面の例では33

りません。これとは別の３類～６類科目は指定が

単位を取得し、GPA は1.59です。各科目の成績

なく自分で自由にとれる科目となります。

は５段階評価でＡが４点、Ｂが３点、Ｃが２点、

１年生は高校生から大学生になり、かなり自由

Ｄが１点、Ｆは０点で、Ｄ以上の科目の単位が取

になります。ただいきなり自由に、といわれても

得できることになります。全科目で評価の平均を

大学の中でどう過ごしていけばいいかわからない

とったものが GPA で、経済学部の平均はだいた

学生もいます。大学の授業、サークルや部活など

い2.0ぐらいです。1.59だと真ん中より下となり

大学での居場所を見つけられないと学校にこなく

ます。単位は１年で最大48単位とれますが、この

なって成績に悪影響が出たりします。ぜひ積極的

例では33単位となっています。１年が終わった段

にコミュニケーションをとっていただき、そうい

階でのこの数字は非常に大切です。この取得単位

う点を見守っていただければと思います。また成

数が30を下回ると、今後、4年生で卒業できる確

績通知書を父母会から送らせていただいておりま

率が50％という分析結果がでています。30単位未

すが、１年の「基礎演習」は出席が重要視されて

満の学生が毎年いますが、４年間追いかけると半

いる科目です。
したがって、この科目の成績が「Ｆ」

分くらいが留年するか、退学するかという状況で

だと出席していないことがわかります。Ｆは単位

す。１年目の取得単位数が30未満になっていれば、

が取れなかったということですが、少々の欠席で

これまでと同じ勉強の仕方ではだめだということ

「Ｆ」がつくことは多くありませんので、「Ｆ」

です。我々も個別に履修指導で面談を行いますが、

がついていると相当まずい状況です。語学も出席

ご父母の方もご理解いただき、30未満になってい

を重視する科目ですから語学の成績も「Ｆ」がつ

ないか、チェックしていただけたらと思います。

くと出席をしていない。ここの部分をチェックし

GPA の点数より、単位数が30を下回る方が問題で

て授業に参加しているかを確認していただければ

す。

と思います。
次に、２年生は単位取得が順調に進んでいるか

そして３年生では専門の「基幹科目」をとって
いるか、「ゼミ」をとっているか、そして就職活
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動の準備をしているかということを普段の話の中

ば、どこでも可能だといえます。理系の研究者、

から見守ってあげてください。４年生は大学に行っ

技術者などになるのは難しいですが、文系で、な

ているか、就職活動しているので春学期はなかな

りたい業種につくことが可能であり、それに必要

か大学に行けないこともありますが、秋学期、卒

なことを学べる学部の教育内容になっています。

業論文の作成をがんばっているかどうかなどお話
しを聞いてあげてください。特に春学期から夏休

課外活動について

みにかけて就職活動を行った結果、「内定」が出

最後に、学生たちの課外活動についてお話しし

ない場合、口数が減ったりしますが、この時、ど

ます。経済学部では他学部とは違い、通常の授業

ういうふうにしたらいいか、難しいところですが、

とは別に４つの課外活動をやっています。「導入」

ぜひ親御さんには聞き役になっていただきたい。

「基礎」「基幹」「ゼミ」で知識を吸収したものを

また必要に応じて、皆さんは社会人の先輩でもあ

課外活動で実践的に使いながらチャレンジするプ

りますので、先輩の視点からアドバイスをしてあ

ロジェクトがあります。まず「海外インターンシッ

げてください。まずは「見守る」というスタンス

プ」です。昨今、企業の就業体験が盛んですが、

が重要かと思います。大学側もキャリアセンター

経済学部のこのプロジェクトでは海外の会社で就

によるサポート、もちろんゼミの教員も学生にい

業体験するプログラムです。
「ディベート大会」
「学

ろいろとアドバイスしておりますので、ご父母と

生プロジェクト」「ビジネスプラン大会」のプロ

教職員とが協力しながら就活している学生をサポー

グラムには多くのゼミが活動の一貫として参加し

トしていければと思っています。

ています。「こういうプログラムをしたい」とい

就職状況について

うことがあれば、それに取り組んでいるゼミにい
くと、仲間といっしょにそのプログラムに参加で

次に、同志社大学の今年の卒業生たちの就職先

きることになります。また学生プロジェクトは、

についてお話しします。男子学生、女子学生とも

学生が有志をつのり、自分たちでテーマを決めて

にメーカー、金融への就職が相対的に多く、二つ

研究予算を取ってきて、研究を進めていくプログ

の業界で半分くらいを占めます。その他、マスコ

ラムです。いずれも学生の主体性を育てることを

ミ、教育支援、サービス、公務などにも進んでい

目的としています。ご父母からもぜひお子様たち

ます。経済学は金融だけを勉強しているわけでは

にご紹介ください。

なく、広く社会の見方を勉強していますので就職
先も多様になっています。就職したい業界であれ
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学生の「相談関係」を考える
谷村 智輝（経済学部長）

北陸支部の皆様、こんにちは。雨天にもかかわ
らずご出席いただき、また平素より経済学部の教

ができます。このことは、上述した基礎演習の様
子とも符合するように思います。

育・研究に多大のご支援を頂戴し、衷心より感謝

ところで、学生諸君は、①学内外の友人、②家

申し上げます。ご父母の皆様におかれましては、

族、③教職員、④大学の専門機関（カウンセラー

ご子息ご息女の健康、学業履修状況、卒業後の進

などの）順で「相談関係」を構築するようです。

路に心を砕いていらっしゃると存じますが、本日

すなわち、大半の悩みは友人や家族で解決される

の支部会をはじめ父母会活動が、良好な学生生活

のであり、それでも解決が見込めない場合に学部

と将来形成に少しでも役立てば幸甚です。

の教職員、さらには大学の専門機関の活用が選択

さて、今学期、新入生の基礎演習を担当してい

されるということです。友人が先頭に来ることは

ます。役職者として新入生の考えや行動を知る良

予想通りですが、ご家庭の順位が高いことに注目

い機会となっています。先日、授業の工夫の一貫

できます。

として、複数クラスで共同授業を開催しましたが、

以上のことから、①大学の履修システムの簡素

その際、出身地でグループを形成して議論する機

化と明確化、②対人関係を促進する仕掛け、③ご

会をつくったところ、予想を上回る盛り上がりが

家庭に期待される一定の役割、といったことがポ

強く印象に残ります。入学後間もない学生の不安

イントといえます。本学部では、現在、これらポ

を垣間見たように思います。そこで、自宅外学生

イントに配慮しつつカリキュラムの改定および初

の就学における困難に関する先行研究

年次教育を始めとした教育改善の取組を進めてい

（＊１）

を参考に、

新入生や自宅外学生が直面する不安について考え

るところです。また、第三の点に関しては、父母

て見たいと思います。

会の意義を再確認できるように思います。

相談関係の構築
まず、自宅生か否かを問わず、新入生は入学後、

つぎに、
「自宅外学生」に関していえば、第一に、
生活するために為すべきことが増加するので、
「自
宅生」に比べて授業への意欲の低下が観察されう

「情報収集」
、
「担任やホームルームの有無」、「友

る。第二に、相対的にいって自立が促進され、家

人関係の構築」など、様々な点で高校との違いに

庭の存在やありがたさを再認識する機会となる。

直面します。これらのうち、①科目の登録・履修

第三に、総合的にいえば、暮らしの形と大学生活

の設計を自分でしなければならないこと、②学習

全般に対する意欲との間には関係があるとはいえ

方法の違い（予習・復習、板書等授業の進め方、

ない、という研究報告があります。第一の点では、

試験の準備等）は、相対的に大きな問題となるよ

良好な学生生活の実現には、アルバイトや課外活

うです。ところで、学生諸君がみずからこれらの

動と学業履修のバランスが重要であるといえそう

困難の解決に当たろうとする場合、
「相談能力」

です。第二の点は、ご家庭でも実感されることで

が困難解決のカギになります。それゆえ対人関係

はないかと推察します。最後の点では、一人暮ら

を上手く構築する仕掛けが必要になるということ

しの経験がある地方出身者を高く評価する声を企
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学生の「相談関係」を考える

業人からしばしば頂戴することと符合します。

して自己解決を促すことが重要であるということ
です。そこで、「傾聴」や「信頼」がキーワード

就職活動における関わり方

となります。しかも、「傾聴」や「信頼」に依拠

さて、既に述べたように、現代の学生にとって

すれば、相談相手に対する学生の評価も高まるだ

ご家庭は重要な「相談相手」です。このことは就

けに、これらを疎かにはできません。こうしたこ

職活動の際にも当てはまるようです

。少し立

との一方で、ご家庭と大学では相談の順序や役割

ち入って見てみると、ご父母の内、学生が相談相

が異なるのであり、それぞれの機能があることも

手としたり意識したりする相手として最も大きな

事実です。さらに、ご家庭の中でも、父親と母親

存在は母親です。また、子どもの就職活動につい

の間には違いがあるということもいえそうです。

て不安に思っているのも、母親＞父親のようです。

こうしたことから、ご家庭と大学の協力関係が重

特に、母親・息子の組み合わせにおいて、子ども

要であるといってよいでしょう。加えて、父母会

の就職活動の不安が最も大きくなっています。

の意義や有効性にも繋がることはいうまでもあり

（64.3％の母親が子どもの就職活動に不安を感じ

ません。

（＊２）

ているが、母・息子（子ども＝息子）の場合、67.6

最後に、あらためて父母会の意義や役割を確認

％である。これに対して父・娘（＝娘の就職活動

しておけば、第一に、「本学部の今」を知ってい

を不安に思う父親）は56.2％である）

ただくこと。第二に、本学部の理解者を増やすこ

就職活動における学生と保護者の関わり方つい
て先行研究

（＊３）

をみると、まず、親の関わりの有無

と、第三に、ご父母の喜びや悩みを共有すること
です。最近あらためて気づくこととして、第四に、

は円滑な就職活動に作用すること、つぎに、親の

本学部の教学を改善する方向性を考える重要な契

関わり方として、①相談関係、②干渉関係、③信

機となるということを付け加えておきたいと思い

頼関係に類型化できること、そのうえで、相談量

ます。

の多さが活動にプラスの影響を与えるものの、相
談の際に学生側の自己判断の余地が小さい場合は、
学生の立場から見ると否定的に捉えられたり干渉

フュージョン』の実際（第１～第４報）」『岡山大学教

関係に近くなったりするため、良好な結果に繋が

師教育開発センター紀要』（岡山大学）第８巻：第９

りにくいということが報告されています。さらに、

巻を参照。

相談関係と信頼関係は、保護者に対する満足・尊
敬を高めると共に、信頼関係が就職活動を良好に
させるカギとなるようです。また、相談を受ける
際には、傾聴の姿勢が重要であることも見逃せま
せん。こうした姿勢の重要性は、大学教育におい
て主体的学修を促す際にも共通しています。
以上、入学時点の学生の困難と就職活動という
２つの局面で、学生の相談関係に焦点を当てて来
ました。私見では、次の諸点に注目できるように
思います。まず、ご家庭も大学も、学生にとって
は相談相手の一員であり、学生の困難に無関心で
あってはならないということです。つぎに、では
相談量が単純に多ければ良いのかというとそうで
はなく、学生の自主性を尊重し、困難な状況に対
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（＊１）池谷航介・原田新ほか（2018：2019）
「
『大１コン

父母会行事の中から

（＊２）マイナビ「2018年度就職活動に対する保護者の意
識調査」を参照。
（＊３）梅崎修・斎藤嘉孝・田澤実（2017）「大学生の就
職活動における保護者のかかわりの効果」
『生涯学習
とキャリアデザイン』
（法政大学）第14巻第２号を参照。
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今どきの大学生の就職活動
宮本 大（経済学部教授）

みなさん、こんにちは、労働経済学を専門に教

選択肢の中から考えてほしいと思います。

えております宮本です。労働を専門としています

では、就職活動をめぐる話題へと話を進めてま

ので大学生の就職活動、学生がどのように職を見

いります。巷ではこのような話があります。「学

つけるのか。また卒業後、どのように働いている

生有利の売り手市場」。実際にどうなのかみてい

かに興味をもっております。今日は、今どきの学

きたいと思います。スライドは求人倍率の推移を

生たちの就職活動を中心にお話しさせていただき

示しています。求人倍率は就職活動をする学生一

ます。

人に対して労働市場に何個仕事があるかという指

経済学部の就職状況

標です。最近の数字では1.83となっていますので、
就職したい学生一人に対して1.83個仕事があり、

まず経済学部のホームページにアクセスしてい

そこからやりたい仕事を選べるということになり

ただきますと本学経済学部の就職状況が載ってい

ます。求人倍率が１を超えると理論的には仕事が

ますが、それからお話をしたいと思います。今春、

みつからない人はいないことになる。でも現実は

卒業した社会人１年目の就職状況です。経済学部

仕事の数と大学生の数が一致していても、必ずマッ

男子学生の「就職率」は98.8％、女子学生が99.2％、

チングできるかどうかは別の問題になりますので、

あわせて98.9％となっています。就職を希望する

１を超えていると必ず就職できるということには

学生はほとんど就職できている状況です。文系学

なりません。ただ目安として１のラインを超えて

部全体と比較しても経済学部は大きく変わりませ

大きくなればなるほど、就職しやすい、仕事を探

ん。次に業種を分けてみますと、文系学部の学生

しやすくなり、逆に１のラインを割って下に下がっ

は建設を含めメーカー、金融、サービスが３大業

てくると、探しにくい、見つけにくいことになる。

種となります。経済学部は法学部、商学部と大き

最近は1.83と、２に近いので、少なくとも２つ内

くは変わりません。ただ経済学部は文系学部の中

定をもらえて二つの中から一つを選ぶことができ

で比較的、マスコミ、情報通信に就職する割合が

るわけなので「学生有利の売り手市場」は、あな

高いのが特徴です。ちなみに商学部は流通に就職

がち間違いではないかもしれません。ただし、こ

する学生がやや多く、法学部は法務その他の割合

れは細かくみていく必要があります。

が高く、各学部の特徴がでている就職進路になっ

では従業員規模別の求人倍率をみてみましょう。

ているかと思います。経済学部は情報系の科目が

300人未満の中小企業の求人倍率は統計をとり始

充実している学部で情報、I T 系科目が多くあり

めてからずっと高く、9.91倍とか、8.92倍です。

ますので、それに対する興味がかきたてられると

つまり300人未満の中小企業に就職しようと思う

いうことでマスコミ、情報通信に就職する学生が

学生は一人に対して９個の仕事があり、そこから

多くなっているのだと思います。ただ経済学部は、

選べる。ところが巨大企業、5000人以上の大手企

自分がこの業種に入りたいと思えば基本的にはア

業は統計をとり始めてずっと１を超えたことはあ

プローチできる学部ですから将来の進路を幅広い

りません。最近では0.37倍、0.42倍です。これは
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一人に対して0.4個。いい換えると大手企業１社

が実態です。

に対して大学生が二人以上で競争していることに

これまでは早い学生は夏休みから、多くの学生

なります。そして同志社大学経済学部生は「大手

は秋学期に就職活動の準備を始めるという感じで

志向」が強いという特徴が顕著です。ということ

したが、今はもう３年春学期から準備を始め、エ

は、かなり厳しい競争環境のもとで就活しなけれ

ントリーシートを出してインターンシップにいく

ばならないということになります。ぜひこの点は

ために、かなり前倒しで就活の準備をしないとい

学生にお伝えいただければと思います。巷では学

けない。大学生活が半分終わった段階でもう就活っ

生有利だという話がありますが、大手志向が強く、

て「大変な時代になったな、学生がかわいそうだ

大手を目指す学生は以前と変わらず厳しい競争環

な」と思うこともありますが、現実はそういう状

境の中で就活しなければならないということで、

況になっています。３年生だけでなく、現在の２

必ずしも学生有利の売り手市場ではないといえま

年生もスケジュールも前倒しになっていることを

す。

ご理解いただきたいと思います。

就職活動のスケジュール

30
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個人的な感想ですが、夏休みには積極的にイン
ターンシップにいった方がいいと思っています。

就活をめぐって経団連会長が、こんな発言をし

一つはインターンシップが早期に始まっているの

ました。
「就職協定を破棄する」。就職協定は企業

でインターンシップで失敗しても３年生の３月か

が学生の学習の妨げにならないように、就職活動

ら始まる本番の就活ルートに再チャレンジできる

のスケジュールをこういうふうに組みますと事前

ことになります。またインターンシップに参加す

に企業間で結ぶ紳士協定です。今までは３年生の

る学生は一般的に就職意識の高い学生が多く、レ

３月に会社説明会を開催からスタートして４年の

ベルの高い学生が多く集まっています。インター

６月に選考を開始、内々定を出す。だいたい９カ

ンシップに参加して「自分がどういうレベルにい

月くらいのスケジュールでやっていました。これ

るか」を確認することができます。リードしてい

を「破棄して、やめよう」と経団連の会長がいっ

ればリードを保って就活をすればいいのですが、

たわけです。それが議論を呼び、最終的には政府

自分のレベルが周りに比べて低い時は３年生の３

主導で「現在の３年生の就活スケジュールは変更

月までに追いつくための努力をすればいい。３年

なしでいこう」ということになりました。しかし

の夏休みに自分の立ち位置を確認するためにも積

現在３年生の就職活動は実質的にスタートしてい

極的にインターンシップを活用するのは一つの手

ます。かなり前倒しになっています。すでに３年

かなと思います。

生を対象とした会社で就業体験をするインターン

また一方で３年夏休みから就活が始まると、留

シップが始まっていますが、このインターンシッ

学などとバッティングする可能性があります。留

プは選考の枠組みの中に多くの会社が採り入れて

学を考える人はインターンシップを含めて就活と

います。表向きは「インターンシップは採用活動

の兼ね合いを考え、どのようにスケジューリング

と関係ない」といっていますが、実際は多くの会

するかを計画する必要があります。就活のことを

社がインターンシップで選考を進めているのが現

考えると短期でいくより留年するつもりで１年間

状です。実際に去年は３年の夏休み、インターン

の留学を選択し、インターンシップに間に合うよ

シップにいっているゼミの学生は半分いなかった

うに戻ってくるスケジュールでいくことになった

ように記憶していますが、今年は、８割ほどの学

学生もいます。本来なら１、２年生で経済学の専

生がインターンシップにアプライして、すでに何

門的な勉強をし、３年生から留学するのがパター

名かが参加しています。就職活動の意識の高い学

ンとしてはいいのですが、留学を考える学生は場

生はもうすでにかなり取り組みをすすめているの

合によっては２年生で留学することも一つの選択

父母会行事の中から
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シートを選別させたり、さらに今年４年生から A I

さきほど学部長がゼミに入る秘訣のときにも話

による面接が行われたりしています。A I 面接は、

されましたが、大学での学びの方向性を明確にし

パソコンの画面を通じて、A I と話をするようです。

てインターンシップにアプライする、就職活動で

感情が感じれられず、うまく行ってるのかどうか

応募する必要があり、それが明確になっていない

わからず、めちゃくちゃ苦痛だと学生は話してく

と、何となく「この企業がいいから応募しました」

れました。かなりの企業が導入しているようです。

では通らない。２年生の終わりまでに大学で何を

これについてはいずれ対応策が出てくると思いま

勉強するかを明確にしておく必要があると思いま

すが、何が正解かよくわからないというのが現実

す。

です。A I の面接を受け、エントリーシートを A I

I T 技術と就職活動

が選別して合否結果が出ますが、どのエントリー
シートがよくて、どのエントリーシートがよくな

では就職をめぐる話題の３つ目に行きたいと思

かったのか、自分で分析して改善していく必要が

います。I T 技術と就職活動の関係です。I T 技術が、

あるだろうと思います。この自分で考え、自分で

どんどん進んできて I T 技術、人工知能が仕事を

解決策を考える分析力は経済学部で身につけるこ

奪うのではないかとニュースで採り上げられてい

とができますのでしっかりと経済学部で勉強して

ますが、そこでは20年後、今ある仕事の半分くら

ほしいと思います。

いが I T 技術や A I にとって代わられると、まこと
しやかに話され、私のような分野ではセンセーショ

選考基準の変化

ナルに受け取られています。確かにそういう方向

次は、企業の選考基準が変化をしつつあるとい

性にはなっていくだろうが、でも新しい仕事もど

う話です。私が企業の人に話を聞く中で、かつて

んどん生み出されてくるので仕事自体はなくなる

の企業の面接で重視された点が変わってきている

ことはありません。最近の事例ではユーチューバー

なという印象を持っています。これまでは企業の

です。私が大学生の頃には全くなかった職業で、

選考は人物評価が重視されていた。でも最近はわ

これがいいか悪いかは別にして、これからは知ら

りと少なくない企業が学業に注目し始めている。

なかった職業がたくさん出てくる時代になってく

企業は人物重視をしながらも「課題発見・解決能

る。ただ仕事がなくなることにはならないのです

力のある学生を採りたい」とこれまでいっていた

が、新たなことに対応できる柔軟性を磨いておか

わけですが、現実に面接では課題発見・解決能力

ないと
「この会社にこの仕事をするために入った」

をほとんどチェックせず、人物評価で採ってきた。

といっても、時代が進んでくると、この会社のこ

最近は学業の部分に注目して「卒論のテーマは何

の仕事がなくなる、自分のやっている仕事がなく

ですか？どのように分析するのですか」と面接の

なる。すると新しい仕事に転換しないといけない

中で細かく聞いてくるようです。また実際にどの

わけですが、この時、対応できる柔軟性、いろん

ような科目をとり、どういう理由でこの科目をとっ

な状況を受け入れて自分の中で解決策を見いだす

ているかを確認することもあるようです。成績も

ことができないと、うまく時代の流れに対応でき

どれくらいとっているかを確認する企業が増えて

ないことになってしまいます。そのためにぜひ学

いる。企業も口でいうだけでなく、学生が実際に

生時代にいろんな挑戦をして、経験をして、これ

課題発見・解決能力をもっているかどうかをいろ

までやったことがないことに自分がどう変化して

いろな角度から確認しようと努めている。ここの

いくかという経験をしてほしいと思います。

部分の重要性は高いだろう。いろいろな課題に対

また、現実的に就職活動において、すでに A I が

し、自ら分析して解を出す。まさに企業は、ビジ

導入されています。企業が A I を使い、エントリー

ネスの中でソリューションを導き出す人材がほし
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いわけで、それも経済学部の学びの中で身につけ

ば、それは最終的に就職活動に活きてきます。た

ることができる能力です。

だ受け身の学びでは就職活動につながらない。学

経済学部の学びの中で、どうすれば課題発見・

んだことを積極的に活用し、ものの見方、考え方

解決能力、分析力を身につけることができるのか。

を身につけることが大学で学ぶことなんだ、とぜ

これは積極的な学生は身につけることができます

ひ理解してほしいです。

が、受け身の学生は身につかない。この力は経済

繰り返しになりますが、大学での学びは単に専

学部で勉強した専門知識を利用し、自分で新たな

門知識を身につけるだけでなく、使い方、とくに

問題、課題への解決策を見いだす、自ら研究・分

分析する力が重要です。それは自己分析にもつな

析する主体的な行動があって初めて身につくもの

がり、企業分析にもつながる。将来、会社に入っ

で「こういうふうに分析すればいい」と授業を聞

た時、「仕事でどうすればうまくいくか」という

いただけでは身につかないのです。習ったことを

分析力にもつながる。正解がわからない課題が社

使い、こういう社会問題がある、その解決策は何

会にはごろごろありますので、正解かどうかは別

か、データ分析してみる、歴史的なアプローチで

にして、自分で解決策を見いだせる方法を身につ

分析してみる。もしくはミクロ経済学の理論を使っ

けるのが大学の学びだと再確認していただければ

て問題を解いてみる、といったふうに実践しない

と思います。

と身につかない。実践の場として、ゼミがありま

最後に、経済学に限らず、大学で役に立たない

すので、ゼミに入って積極的にこの力を身につけ

学問はありません。大学で習ったことが役に立た

てほしいと思います。

ないのは教員の問題でもありますが、学ぶ者の姿

最近、
「この学部は将来のためにどう役に立つ

勢も関係している。大学の教員も、そういう学び

のですか。仕事にどう役に立つのですか」という

ができるように学生を積極的にサポートしていき

高校生が増えて違和感をもつこともありますが、

たいと思っていますので、皆様もご協力をいただ

将来が明確な学生は就職活動のために大学で勉強

ければと思います。

することはいいことだと思います。しかし将来が
明確でない学生も多いわけです。こうした学生は
どうしたらいいのか。大学できちんと学んでいれ

32

今どきの大学生の就職活動

父母会行事の中から

私の話は以上です。どうもありがとうございま
した。

8

2019. 7. 27 父母会／名古屋会場

講演
Lecture

本学経済学部の取り組み・留学・就職活動について
小林 千春（経済学部教授）

昨年度に引き続き父母会参与をしております小

するなどを「基礎演習」で行います。また、大学

林と申します。これから「経済学部での学び・留

図書館を有効に使うための図書館ツアーに参加す

学・就職活動について」という題でお話しいたし

る場合もあります。「基礎演習」は比較的小人数

ます。父母会の役員の方々から「留学といっても

と申し上げたのですが、課題によっては「基礎演

いつ頃から準備をしたのか」、「準備が大変だった

習」を合同で行うこともあります。

か」
、
「向こうではどうだったか」、「就職活動に何

次に講義科目です。「基礎科目」は１年次秋学

か影響があったか」など具体的なことを聞きたい

期から２年次春学期にかけて受講する科目で「初

というご要望をいただきました。そこで、今日は

級ミクロ経済学」、
「初級マクロ経済学」、
「統計」
「
、経

私のゼミ生で派遣留学の制度を使って１年間留学

済数学」などが該当しますが、これはその中の一

していた里山君にも話してもらいたいと思います。

つ「経済史」の写真です。学部長の谷村智輝先生

就職活動についての全般的なお話は、後でマイナ

が講義されています。次は基幹科目の一つで私が

ビさんから話していただけると思いますので、私

教えている「産業組織」の写真です。基幹科目は

からはゼミ生にヒアリングして聞いた「企業の面

全般的には２年次から４年次にかけてとる科目で

接で、どんな質問をよく受けたか」、「最近増えて

すが、
「産業組織」は３年生以上が受講しています。

きた動画面接・A I 面接はどういったものか」など

教室で６月くらいに撮った写真ですが、一般的な

お話させていただければと思います。以下、
「経

講義風景だと思います。

済学部での学びの様子」、「課外活動の様子」、「留

演習（ゼミ）ですが、各ゼミでは色々なテーマ

学」
、
「就職活動」についてという順にお話をしま

を設定していまして、理論的なものを勉強するゼ

す。

ミ、フィールドワークを行うゼミなど多種多様な

経済学部での学びの様子
スライドは１年次の「基礎演習」です。１年生

ことをしています。この写真は私のゼミでのプレ
ゼンテーションの様子です。同志社大学には色々
なデータベースが揃っているのですが、
「OS I R I S」

は、高校生から大学生になって右も左もわからな

というデータベースも利用できます。「OS I R I S」

い、勉強の仕方がわからないということがあると

には日本だけではなく、世界の上場企業の主に財

思いますが、経済学部では１年次に導入科目「基

務データが収められており、私のゼミでは３年生

礎演習」があります。レポートの書き方、議論の

の始めにそういったものを用いた産業分析に取り

仕方、集団でディスカッションするというのはど

組んでいます。これはその発表風景です。グルー

ういうものか、そういうことを比較的少人数で学

プごとに例えば日本、E U、インドなど対象を選

ぶのが「基礎演習」です。スライドの「文献検索

んで、業種も自動車産業や医薬品産業等々を選ぶ。

実習」のように、どのように情報を探すかを実習

そして、実際のデータベースから必要なデータを

したり、グループに分かれてディスカッションを

ダウンロードして ROE、ROA、総資本回転率、財

したり、中には他の人の前でプレゼンテーション

務レバレッジなどを計算し、比較考察し発表して
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いる様子です。
これは岸ゼミのフィールドワーク、そして高井

査に応募し、書類選考で選ばれた10チームが７月
６日に最終プレゼンテーションをしました。

ゼミの海外フィールドワークの写真です。ゼミで

３つ目の課外活動の「海外インターンシップ」

春休み、夏休みに合宿に行くことがよくあります

です。今年度は５つの企業にご協力いただき、選

が、これは八木先生のゼミ合宿の写真ですね。以

考の結果選ばれた５名が夏休み中に２週間、イン

上、簡単に経済学部の学びの様子を写真でご覧い

ターンシップ・プログラムに参加します。これは

ただきました。

昨年度のインターンシップの様子です。彼女は私

経済学部における課外活動の様子

34
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のゼミ生ですが、期間中帰りたくなることがある
くらい大変だったそうで「自分の英語能力のとぼ

経済学部ではアクティブ・ラーニングの場とし

しさを痛感してきた」、「もっと英語の勉強をしな

て、正課授業以外のプログラムを各種、用意して

いといけないと思った」といっていました。実際

います。
「ディベート大会」、
「ビジネスプラン大会」、

帰国後、英語の勉強を一生懸命しているそうです。

「海外インターンシップ」、「プロジェクト活動」

「大変なこともあるけれど、行ってものすごくよ

など、さまざまなものがあります。これは、ディ

かったです」と話していました。次は鶴見製作所

ベート大会の今年度の募集チラシです。ディベー

に行った学生の写真です。それでは、ここで海外

トといっても、これまで経験していない人がほと

インターンシップに昨年参加した里山君から、ど

んどですので「ディベートってどういうものなの

うして応募したのか、どのような内容だったのか

だろうか」
、
「人に論理的にものを伝えるというの

を話してもらいたいと思います。

は、どうすればいいのか」、そういったスキルアッ

里山●こんにちは。経済学部４年次生で、小林ゼ

プ講座を経た上で「ディベート大会」に参加して

ミに所属しています。昨年、ダイキン工業のタイ

いただきます。2018年度は34チーム、165名が参

の海外支店にいってきました。スライドは、当初

加しました。私のゼミでは全員参加していますし、

志望理由書に書いたものです。僕は１年間、アメ

他にもゼミ単位で参加しているところがあります。

リカに留学した経験がありましたので、企業の海

ゼミに関係なく有志で参加する、１年生で参加す

外進出で、日本企業がどういうふうにビジネスを

るケースもあります。予選をして勝ち残った８チー

展開しているか、日本人の社員がどういう働き方

ムだけが本選に進むため、本選に進むこと自体が

をしているかを知りたくて志望しました。志望理

結構大変です。この写真は本選の様子で「本日の

由の２点目は、ビジネスの現場での英語を体感す

タイムテーブル」とありますが、スポーツのトー

ることです。同志社大学でも現地の大学でも、ア

ナメント試合のようですよね。準々決勝、準決勝、

カデミックな英語は結構、経験してきましたが、

決勝があって、８チームから最後、優勝するとこ

ビジネスの現場でどういうふうに英語が使われて

ろまで決めます。写真は肯定側、否定側に分かれ

いるか。日本人社員がビジネスの現場で現地の社

て試合する様子、質疑応答、反論の場面、勝利の

員とコミュニケーションをとっている様子を見に

瞬間。勝った人たちはうれしそうですね。

行きたくて海外インターンシップを志望しました。

アクティブ・ラーニングの場として次に、「ビ

期間は２週間、７つの部署を回りました。印象

ジネスプラン大会」があります。今年はパナソニッ

に残ったこと。物件営業、販売営業の商談に参加

ク株式会社にご協力をいただき、
「パナソニック

させていただき、どういう話をされているか、タ

×〇〇＝世界の暮らしをアップデート」というお

イ人同士の商談、日本人とタイ人が通訳を交えて

題のもとに「一人ひとりの暮らし、生活をより良

商談することも体験できました。最終日、現地の

くしていく商品・サービスを考えてください」と

社長のカバンもち体験の名目で、トップマネジメ

いう趣旨のコンテストでした。32チームが書類審

ントを拝見し、現地の社長がどういう仕事をして

父母会行事の中から
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ダイキン工業の理念を大事にしているかをしっか

団体で行きますので「一人で行くのは不安だ」と

り学べました。

いう方にもおすすめかと思います。

現地での過ごし方ですが、留学していた経験も

セメスタープログラムは、もう少し期間が長い

あり、異文化に対する理解を深めるのは大事だな

科目留学で８単位取得可能です。秋学期約４カ月、

と感じていました。どういう食事や生活様式をさ

大学附属の語学学校で英語の研修をしてくるタイ

れているかを知りたくて、現地の社員にお願いし

プのものです。ある一定の語学要件はありますが、

て仕事終わりに話を聞いたり、観光にもつれていっ

団体で留学しますので、一人では不安なケースに

てもらって、
自分からもアクションを起こしてやっ

はおすすめです。

ていきました。

４年生のゼミ生で、セメスタープログラムに参

インターンシップの感想ですが、企業の理念や

加してきた学生に「行ってみてどうだったか？」

事業を理解することは国内インターンシップでも

を聞いてみました。この学生は、３つの理由から

可能だと思います。２点目は現地法人の仕組みを

「参加する価値があった」といっていました。１

知ることができました。２週間いって各部署を横

つ目の理由は、海外では分からないことだらけな

断的に見て、海外企業は日本から進出した後、こ

ので、とりあえずやってみようという「チャレン

ういうふうにビジネスを広げているとわかりまし

ジ精神が育まれる」。２点目は「価値観の多様化」。

た。３点目が自分の中では大きいことだなと思っ

「普段と異なる日本人との交流、海外の人との交

ていて、国内インターンシップでは会えない社員

流を通して自分の視野の狭さを認識。自分の常識、

さんに会えることです。今、企業も海外進出が盛

日本文化を客観視する機会が増え、自分の価値観

んで自分のキャリアを考える上でも貴重な体験だっ

が多様化した」、「こういった経験が自分の就職活

たと思います。４点目は異文化を体験できること

動に活きた」と述べています。３点目は大学での

です。
デメリットとしては、２週間の海外インター

コミュニティ以外の「新たなコミュニティの形成」。

ンシップは長いので、他の企業のインターンシッ

一方、懸念点としてこの学生が挙げていたことの

プと重複してしまう可能性があること、業界と企

第１は、留学先に日本人が多いので英語力向上に

業が比較的限られること。そういう点がデメリッ

は本人の意志が必要であること。２点目は、教室

トかなと思います。しかし、海外でのインターン

には海外からきた留学生がいるので他国の学生と

シップ経験は貴重な機会ですし、海外インターン

の交流はあるが、現地の人との出会いが少ないこ

シップを経験したことは面接官にも印象に残るの

と。この学生は現地での日本語ボランティア、運

で他の候補者との差別化にもなると思います。

動クラブへの参加を通して現地の人と交流する機

同志社大学における留学について

会を作っていたそうです。３点目は単位と就活へ
の影響です。８単位取得できますが、１学期間日

小林●留学について。『海外留学ロードマップ』、

本にいて単位をとれば、より多くの単位をとれま

大学のホームページから情報を得ることができま

す。また、就活への影響として留学期間中にイン

す。同志社大学の留学制度には様々なものがあり

ターンシップに参加できないことを挙げていまし

ますが、今日は「サマー・スプリングプログラム」、

た。しかし、総合的にこの学生は「自分の人生に

「セメスタープログラム」、「派遣留学」について

大きな影響を与える価値のある経験だと感じた」

お話しします。サマー・スプリングプログラムは、

と締めくくっていました。以上、セメスター留学

参加しやすい留学です。２週間～４週間、短期留

に参加した学生が留学をどのようにとらえたかと

学する科目で、１～４単位取得できます。実施時

いう話を紹介しました。

期は夏休み・春休み、語学の要件はなく、これか

「派遣留学」について。派遣留学は同志社大学

ら語学力を伸ばしたいという方におすすめです。

が協定を締結している大学にワンセメスターある
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いは１年間留学するものです。ある程度語学力が

た。母が、昔留学した経験があり、その関係の友

ないと現地の学生とともに学部の通常の授業で勉

だちの家に遊びにいった経験もあり、そういう経

強できませんので語学要件があります。各大学の

験はいいなと思っていました。僕はそのきっかけ

語学要件、G PA 要件は『海外留学ロードマップ』

づくりが20歳でできたのはいいことだなと思って

に載っていますので、ご参照ください。アメリカ

います。

は結構、英語の基準が高いところが多いかと思い

次は就活のことですが、３年生から留学にいっ

ます。里山君は１年間、アメリカの大学で現地の

たので就職活動を遅らせざるをえませんでした。

学生といっしょに学部レベルの専門分野を学んで

しかし、帰国した時、同期の学生は就活が終わっ

きました。そこで、派遣留学に選ばれるまで大変

ていた頃で、気兼ねなく話ができたので情報収集

だったことなど聞いてみたいと思います。

をできたかなという実感があります。就職活動で

里山●アメリカの大学に行きたかったので、派遣

行動力と英語力が評価されたこと。居心地のいい

留学の選考に３回チャレンジし、２回落ちていま

日本、自分の居場所である日本から離れてチャレ

す。１回目で苦労したのは TO E F L の基準スコア

ンジしたこと、英語力は就職活動で評価されたと

が高いこと、
２回目は G PA 要件が高いことでした。

思います。アメリカはフェアで厳しいところです

経済学部は年次が上がると高い G PA を維持する

が、そこでしっかりと成績を残した粘り強さが評

ことが大変なので、そこは苦労しました。また、

価されたと思います。僕は行く前は TO E I C が

面接のために、現地の大学でどういう授業をとり

790点、帰ってきて925点、点数も面接の時、「ど

たいかなどを調べました。派遣までの準備の１点

うやって勉強したの？」などよく触れられました。

目は語学力。選ばれる前も継続して留学した学生

デメリットとしては就職と卒業を遅らさざるをえ

たちがたくさんいるクラスや日本人でなく、韓国、

なかったことやゼミの活動に参加できなかったこ

中国など、留学生が多い英語の授業を積極的に履

と。僕の場合は先生のご配慮もあって下の学年の

修しました。２点目は、書類準備において自分で

ゼミに入ってディベート大会にも本格的に参加し

やらないといけないことが多く、ビザの申請や入

ました。トータルで総合的に考えると、日本では

学手続も自分でやる。航空券の手配など、事務作

できない経験ができたので派遣留学にいってよかっ

業が多い。情報収集については、どういう寮に住

たと思っています。大変だったけれど、自分の経

みたいとか、どういう授業をとるか。僕がやった

験を誇れる、就職活動でもしっかり評価されたと

ことは前年度に派遣された学生にコクタクトをとっ

思います。

て、どういうことを準備しておいたらいいかと聞

小林●留学する前は790点、アメリカの大学にい

きました。そして、３年次の８月から派遣留学に

くために英語の勉強をし、帰国後もさらに点数が

いってきました。

上がったということですね。１年次からコツコツ

派遣留学を終えて、一番大きいのは現地の大学
の一員になれたことです。大学はカラマズ大学で
すが、少人数制クラスを強みとして20人規模のク
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がんばったからこのような英語力の向上があった
のだと思います。
ここで派遣留学を経験した別の学生の声を紹介

ラスでした。自分から意見を発信することが多く、

します。この学生は２年秋から１年留学して帰国、

留学生だからといって贔屓されることはありませ

今、４年生で就職活動も終えています。この学生

ん。友だちの留学生は成績が D F F とかでしたが

は大変だったこととして、欧米の学生と比較した

アメリカでは退学の成績なのです。それくらい厳

自分の英語力の低さを感じストレスだったこと、

しい。それでも留学先の大学の一員として友だち

４年間卒業のために日本にいるときに授業を多く

もたくさんできて、色々な人に助けを求めてやっ

とっておく必要があることを挙げていました。留

ていきました。現地の友だちもたくさんできまし

学先で取得した単位はある程度認定されますが、

父母会行事の中から
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１年間、日本にいてとる単位数に比べると少ない

問されるので答えるのが大変だったといっていま

ので、その分、留学前に単位をとっておくことが

した。

大変です。また、ヨーロッパの大学でも日本人留

その他の質問として、「周りを巻き込んで何か

学生が多いので、なるべく日本人留学生と話さな

新しいことに取り組んだ経験」、「挫折経験」、「挫

いようにしていたそうです。留学してよかった点

折をどう乗り越えたか」、
「時事問題に関する意見」、

は「人間としてたくましくなれた」、「異なる考え

「どんな人になりたいか」、「面白いと思った授業

に触れることができた」、「近しい友人ができた」

について」、「就職活動の軸は何か」、「就職先を選

を挙げていました。就職活動との関連についてで

ぶ時、譲れないポイントは何か」、「あなたを一言

すが、エントリーシートでは海外留学の有無やス

で表すと」などありました。他にも色々あるよう

コア記入の欄が多かったが、面接では「留学した」

ですが、メインはこのような感じだったという学

という事実だけでのアドバンテージは特に感じな

生が多くいました。

かったそうです。しかし、インターンシップやグ

里山●就職活動でやっていたことは、インターン

ループディスカッションで他の学生と異なった意

シップの時に練習して本選考の時に使うというこ

見や、グローバルな視点で意見を述べることがで

とです。がんばったというプロセスは面接では根

きたのがよかったとのことでした。最後に、長期

掘り葉掘り聞かれます。一つ、一つに Wo rd で文

留学は思っていた以上に大変で、就職活動のため

章を書いておいて本番で対応できるようにしてい

に留学するのはおすすめしない、なぜ留学したい

ました。「就職活動の軸は何ですか？」は８割く

のか目的がはっきりしている人におすすめする、

らいの面接で聞かれたように思います。就職活動

とこの学生は述べていました。

は30社くらいエントリーして、それぞれの会社に

就職活動について

合う軸を用意していました。
小林●学生の話を聞いていて思ったのは「動画面

それでは最後の項目の就職活動についてです。

接」や「A I 面接」が出てきたなということです。

以下、
「面接時に聞かれた質問」
、
「動画面接、A I

今年、動画面接を経験した学生は多かったと思い

面接について」
、「親にしてもらってうれしかった

ます。今回父母会で話すために、ゼミ生に「どん

こと、嫌だったこと」について私のゼミ生からヒ

な就職活動だったか教えてくれる？」、
「動画面接っ

アリングしてきたことをお話ししようと思います。

てどうだったの？」と聞きました。すると真面目

企業の面接で良く聞かれた質問として「志望理由」、

なゼミ学生が多く、Ａ４で３枚にまとめてきた学

「自己 P R」
、
「学生時代に力を入れたこと、がんばっ

生、就職活動のタイムスケジュール表まで含まれ

たこと」
、
「長所と短所」、「逆質問」を挙げていま

た５ページの大作の学生もいました。とてもすべ

した。オーソドックスな企業では、ほぼこれくら

てご紹介できませんので、その一部を今日は話し

いだったが、
「それぞれの項目を深掘りしてくる。

ています。「動画面接」では例えば「パソコンで

角度を変えて質問してくる」との声がありました。

マイページにログインして動画の案内に従い、質

特に「学生時代に力を入れたこと、がんばったこ

問に答える」、「撮り直しができることが多く、納

と」については、具体的に「なぜその活動に力を

得したら提出する」という手順になるそうです。

入れたのか」
「結果に至るための課題（困難）」、
、
「困

動画面接の難しいところが何か聞いたところ、
「人

難な課題に対しての対応策」、「いっしょに取り組

ではなく画面のカメラに向かって自分の言葉で話

んだ人との人間関係」、「活動を通して何を得たか、

すのが難しい」、「面接官がいる場合には、自分の

学んだか」
、
「その学びを自社でどう活かしていけ

話が相手に響いているかどうかがわかって、それ

ると思うか」
、
「その活動において議論が紛糾した

によって自分の話を軌道修正することができるが、

時、あなたはどう振る舞うか」など実に細かく質

それができない」、「１分、３分の時間配分で話を
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するのが難しい」といった意見がありました。動

した。他に「就職活動に干渉せず見守ってくれた

画面接の良い点として「決まった時間に呼び出さ

こと」がありました。自分で全部するので手助け

れていかなくて済むこと」、「自分の好きなペース、

は必要ないという学生も一定数いました。嫌だっ

タイミングでできること」、「交通費が必要ないこ

たこととして、当日の感触を聞いてくること、面

と」
、
「準備が大変なので、とりあえず出しておこ

接に落ちてすぐなぜ落ちたのかを聞いてくること、

うという人が減り、真剣に考えている人が出すこ

などがありました。「どうだった、どうだった？」

と」を挙げていました。

ではなく、学生が話したい時に聞いてあげる、相

雑誌や新聞の記事で A I 面接について読んでい
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談した時に相談にのってあげる。メンタルな波が

ましたが、今年は実際に A I 面接を受けるゼミ生

ありながらみんな就職活動に取り組んでいるので、

が出てきました。ゼミで２人いましたが、特徴と

しんどい時は気づかっていただけるとよいかなと

して「時間が長い」と声をそろえていっていまし

思います。現実的な話として「交通費やスーツ代

た。A I に向かって１時間面接を受けたそうです。

を補助してくれたことがありがたかった」という

A I 面接の場合も普通の面接と同じように例えば「学

声もありました。

生時代にがんばったこと」についてニュアンスを

里山●交通費、スーツ代が結構かかると思います。

変えた質問でいろいろ聞かれる。無機質な面接の

就職中、情報収集をしないといけないのでバイト

ためストレスがたまり大変だったとの声がありま

とかできないのです。干渉されず、見守ってくれ

した。今年の就職活動を見ていて「動画面接、A I

たことはうれしかったですね。

面接の時代になってきたのだな」と思いました。

小林●以上、ゼミの４年生に就職活動についてヒ

「就職活動で親にしてもらって嫌だったこと、

アリングした内容でした。ここまで「経済学部で

うれしかったこと」についてです。うれしかった

の学びの様子」、「課外活動の様子」、「留学」、「就

こととして
「相談した時に話を聞いてくれたこと」、

職活動」の順にお話ししてきましたが、今日の内

「しゃべることで自分の考えが整理でき、客観視

容が何か皆様のご参考になれば幸いです。ご静聴

できたことがよかった」を挙げている学生がいま

ありがとうございました。
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就職市場の実態と就職活動 NG マナー
大塚 祐宜（株式会社マイナビ就職情報事業本部

企画広報統括部
東日本統括部・東京キャリアサポート３課長）

生の６月以降に募集が始まり、夏休み期間を中心

サポート課に所属をしており、マイナビの広報活

に夏のインターンシップ、その後就活本番の３月

動、就職情報のご提供や就職活動のサポートなど

までに秋・冬のインターンシップが開催されます。

を行わせていただいております。本日は「就職市

インターンシップでは１日～３日といった短期間

場の実態と就職活動 NG マナー」ということで保

のプログラムから５日以上の長期間のプログラム

護者の皆様方に知っていただきたい部分を抜粋し

まで幅広く開催されていますので、現状の自分に

てお伝えさせていただきます。また最後にはご家

合ったプログラムを選択することが必要となって

族に求められる支援に関しても少しではあります

参ります。短期間のインターンシップでは、企業

が触れさせていただきたいと思います。

説明会、職場体験プログラム、シミュレーション

スケジュールとインターンシップ

系のプログラムを通じ、学生に会社のことを知っ
てもらう、働くことを知ってもらう、いわゆる視

現在の就職活動では主に３年生から就活を意識

野を広げる意味合いがあります。一方長期のイン

し始め、該当学年として活動を行います。大学の

ターンシップでは実際の業務を経験してもらうプ

プロジェクトも３年生をメインの対象と定め、
キャ

ログラムなどが開催されており、より深く仕事を

リアガイダンス、就職対策講座を企画されていま

理解してもらうといった目的があります。インター

す。学生自身も大学も企業も３年生からというス

ンシップの機会を通じて社会に通用する力の成長

ケジュールが基本の形になっています。現時点の

を求め、もう一つは自分の興味関心を探索し、マッ

３年生以降の動きとして確定されているものをお

チングする企業の情報収集に勤しむ、インターン

伝えしますと、６月１日にマイナビなどのナビサ

シップにはこれらの目的を持って参加することが

イト内でインターシップのエントリーが開始いた

求められております。その後、本格的な会社説明

します。

会に参加し、準備を整え３月からの本選考へと臨

６月からインターンシップの活動が本格的に始

むことになります。

まるわけです。そして、３年生の３月１日を皮切

実際の本選考では面接の前の予備選考としてエ

りに就職活動の採用情報が各学生に向けて公開さ

ントリーシートと呼ばれる書類に自身の PR や企

れ、名実ともに学生たちの就活が本格的にスター

業を志望する理由を記載し、提出します。その後、

トすることとなります。ルール上では選考解禁日

一般的には適性検査という性格診断、筆記試験を

は６月１日からとなっていますが、実際の企業の

受験し通過して初めて面接選考へ進むことができ

スケジュール感では、もう少し早い段階から各企

ます。面接選考へ進んでからもグループディスカッ

業の選考を行っていることも昨今の就活スケジュー

ション、集団面接、個人面接と様々な選考が待ち

ルの特徴のひとつとして挙げられます。

構えており、それらすべてを通過した学生が内定

ここからはインターンシップに関してもう少し
詳細にお話をさせていただこうと思います。３年

地方父母会
での就職講演

株式会社マイナビの大塚と申します。キャリア

を得られることとなります。
近年ではそれらの選考が圧縮したスケジュール
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の中で動いていきますので、学生は３、４月を中

ることから、企業としても社風にマッチする、活

心に多忙な日々を送ることとなります。このよう

躍してくれる、入社意欲の高い学生を探す時間、

な就活環境においては、可能な限り早期からの準

また母集団を確保することが難しくなりました。

備を行い、そして早いタイミングで自己 PR や志

また、学生としても自分にマッチする企業を短い

望動機、また面接のスキルなどのレベル感を高め

スパンの中で発見し、判断をしなければならない。

ていくことが求められます。早期からの準備を行

そして短期決戦だからこそ「本当にこの会社でい

う学生の特徴の一つしてとして危機感が挙げられ

いのか？」と内定を得た後にも苦悩を感じます。
「本

ます。危機感を持つ学生は現在の就活環境を非常

当にこの会社でいいのか？自分が活躍できるのか？

によく理解しています。例えば、「売り手市場」

入社後１年で辞めたいと思わないか？」など不安

という言葉を皆様もご存じかと思います。現在の

を感じて内定をもらった後も悶々としている学生

就活環境は学生優位の「売り手市場」と表現され

がいます。そのような短期決戦を補填する意味で

ておりますが、全ての業界・企業にこの言葉が当

インターンシップが増加しています。今、インター

てはまるわけではありません。従業員の規模や業

ンシップを実施していない企業は、ほぼ無いといっ

界、また企業ごとによって求人倍率は大きく異な

ても過言ではないでしょう。企業側からすると、

ります。危機感を持つ学生はこれらのことを理解

早くから自社のことを知ってもらうことができ、

し、早くから「決して今の就活は学生優位ではな

また優秀な学生を発見できる機会となります。学

い。
」と考えているわけです。一方、
「売り手市場」

生からすると、早くから就活準備をすることで自

という言葉を鵜呑みにし、「何とかなるだろう。」

己理解の促進、就活スキルの向上、また社会や仕

と楽観視している学生においては、早期からの準

事のことを知るきっかけとなるわけですから双方

備が進まず３月本番になって苦労する傾向がある

にとってメリットがある、それが現代のインター

と考えられます。是非保護者の皆様からもお子様

ンシップです。しかし、そうはいっても学生から

にはこのような誤解がないようお話をしていただ

するとインターンシップは面倒くさいのです。学

けますと幸いです。

外にいかないといけない、インターンシップにも

そして参考までにはなりますが、現在の就活の

選考があったりして面倒くさい、かつこれまで経

トレンドとして「選考の Web 化」が進んでおりま

験したことのない新たな環境に身を投じるわけで

す。エントリーシート、書類に関しても Web 提出、

す。新しい環境に積極的に出ていくことができる

適性検査、筆記試験もペーパーではなく、Web 受

学生の数はそう多くはないですし、メンタル的に

験と変化してきております。多くの選考が Web

ハードルが高いことは想像がつくでしょう。学生

化する中で、面接に関しても Web 面接、スマー

からするとついつい、インターンシップにいかな

トフォンを前において面接官と対面しながら自宅

い理由を探したくなる。サークル、アルバイト、

で面接するシーンが出てきています。このような

勉強、様々な言い訳が出てきてしまう。このよう

Web 化が進む背景として、企業側は短期間の中で

なことからインターンシップに参加できなかった、

多くの学生の採用活動を実施していく必要がある

しなかった学生も少なからず出てきてしまうわけ

こと、学生自身も多くの企業の選考を受けるため

です。結果、学生の二極化が進行することとなり

に Web での企業管理が求められ、また過酷なス

ます。

ケジュールの中で移動時間の削減などを行う必要
が出てきているためと考えられます。
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短期決戦でインターンシップが増加し、その結
果学生の二極化が進行しました。ただ単に参加す

一旦、ここまでの話をまとめさせていただきま

れば良いというわけではありませんが、複数のイ

すと、今の就活は「短期決戦」といえるでしょう。

ンターンシップに参加した学生はやはり早期から

就活本番開始時期の３、４月に選考が集中してい

の準備ができています。早くから準備ができてい
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ることで３月開始とともにスタートダッシュがで
き、比較的スムーズに就活を進めることができる
学生が多い傾向にあります。では、参加できなっ
た学生はどうでしょうか。準備が進んでいないた
め、就職活動に苦戦する、また仮に内定を得るこ
とができたとしても、充分な企業研究、仕事研究
ができていなかったため、マッチミスが生じてし
まい、結果早期退職に繋がるケースもでてきてし
まいます。もちろん全ての就活生に上記のような
ことが当てはまるわけではありませんが、インター

ちなみにではありますが、インターンシップ参

ンシップに参加した学生は参加していない学生と

加が内定率に影響を及ぼしているというデータも

比較し、経験値の差が顕著に出ることは間違いな

出ています。６月末のタイミングでの内定率を確

いでしょう。
何も準備していない、インターンシッ

認したところ、インターンシップに参加した学生

プも参加しなかった、言い訳も考えたくなるので

の内定率は約82％、インターンシップ不参加の学

すが、年明けになると、インターンシップの参加

生の内定率は約59％と有意に差がついておりまし

率が就活生全体の７割を超えています。全体の学

た。インターンシップ参加が直接的に内定に繋が

生の７割がインターンシップにいって８割が応募

るわけではないのですが就活スキル、知識、その

している状況で、参加しなかった学生は厳しい就

企業の情報量に関して参加者には歩がありますの

活本番を迎えることとなるでしょう。

で、最終的にはこのように結果にあらわれたので

就活生の中では当たり前のものとしてインター

はないかと推測されます。

ンシップが取り組まれるようになりました。イン

さきほどインターンシップへの参加が直接的に

ターンシップに参加しない学生の比率は少なくな

内定に繋がるわけではないとお伝えしましたが、
「選

りつつありますが、実はインターンシップに参加

考時に優遇している」というアドバンテージを出

する学生の中でも二極化が起こっています。「み

している企業も２割以上あります。この比率はそ

んな行くから行っておこう」という大衆派の学生、

こまで高くはなく、大手企業でここまで直接的な

「何となく行ってみた」という受動的な考え方の

アドバンテージを設けている企業は少ないでしょ

学生。後者の学生はインターンシップ参加の実績

う。しかしながら、企業も情報発信をインターン

を得ることはできたものの「何を学びましたか？」

シップで積極的に行なっております。積極的に参

といわれても特に話せることがない。インターン

加すればするほど、学生に入ってくる情報は多く

シップに参加した後で、
「どういうことを学べた

なります。その結果として行動を起こした学生と

の？」
「どういう学生がいた？」と質問をした際

起こさなかった学生が持つ情報量の差も明確に広

に嬉々として話せることが出てくるかが重要です。

がります。積極的な学生であればあるほど、持っ

「インターンシップいってみた？」だけでなく、
「何

ている情報、選択肢として選べる材料が増えてき

が印象に残っている？」という話を帰省時に話題

ます。しかし、情報を多く収集し多く選択肢を持

にしてみてもいいかもしれません。８月下旬、９

ちすぎることもまた難しい話となってきます。不

月に長期のプログラムがありますので「どんな企

安を感じている学生はインターンシップや就職ガ

業にいってみたの？」と是非話題に挙げていただ

イダンス、ナビサイトの合同説明会など様々な機

きたく思います。親御さんがインターンシップを

会に足を運んでくれるのですが、「どの業界企業

知っているのかと思うと、学生も相談がしやすく

も面白そう」、そのような感覚に陥ってしまいます。

なるのではないでしょうか。

どの企業においてもそれぞれの魅力がありますの
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で知れば知るほど「面白いな」と共感してしまう

そもそもメールアカウントを持っていない学生も

こともわかります。ところがそれらの企業から絞

いますし、アカウントを持っていてもほとんどが

り込む際に「どういう基準で選んだらいいかわか

L I NE でのコミュニケーションです。ショートメッ

らない」と立ち止まってしまう学生もいるのです。

セージやスタンプ等でニュアンスを伝えることに

やりすぎても難しい、やらなくても難しいという

慣れている学生たちは形式ぶったメールを打つこ

困難がある。私が学生の前で講座をした際も、講

とに就活のタイミングで初めて取り組む学生も少

座後の質問で「どれくらいの量の企業研究をやっ

なくないのです。私も仕事上、採用や就活イベン

たらいいですか？」
「インターンシップはいこう

トに携わることがありますが、そもそもメールを

と思うが、何社くらい見たらいいですか？」「ど

送りもしないで「欠席」ということがあります。

れくらい受けたい企業をリストアップしておけば

いわゆる「ドタキャン」です。予約はするが来な

いいですか？」と選択肢としての上限、平均値を

い。イベントによりますが、ひどい時には「ドタ

気にする学生が出てきています。結論からいうと

キャン」が半分くらいになることもあります。も

正確な答えはありません。際限がないからこそ、

ちろん、メールにて不参加の旨を事前に連絡する

自分の中で判断基準を設けて興味のある企業から

学生もおりますが、そのような学生でも署名がな

自分に合う企業を絞り込んでいく必要があります。

い、宛名がない、要件を記載しないなどのことが

仕事研究だけではなく、自己理解を深めていかな

散見されます。企業側としてもよくわからないメー

ければいけない、それが就活での職業選択におい

ルを解読する手間をかける時間がありません。

て重要なことです。

２つ目は電話のマナーです。電話に関しても慣

是非低学年のお子様にはいろいろなことにチャ

れていない学生が少なくありません。電話をかけ

レンジするように促していただけたらと思います。

る以前にそもそも電話に出ない学生もいます。企

１年間は長いようで短い。だからこそ、早いうち

業の方が電話をかけても着信が鳴るだけのことが

からたくさんの経験を積み上げる必要があります。

多々あります。選考の案内を伝えようと思ったが、

就活年次になって、いざ自分の経験を振り返ろう

連絡をとることができない。「この子、連絡つか

と考えても、そもそもの経験がなければ意味がな

ないから諦めよう」となってしまうわけです。ま

いからです。サークル活動でもインターンシップ

た学生から企業に電話をかけるシーンにおいても、

でも、留学でもどんどんチャレンジして成功、失

電話がつながった瞬間、「今日のセミナー、キャ

敗の体験を積み重ねることをしてもらえるように

ンセルでお願いします。失礼致します」と電話が

見守っていただければと思います。１、２年生の

切れてしまうこともありました。マナーとして「初

頃は就活のことをいってもあまり響かないので、

めまして」の人に連絡をするわけですから、まず

まずは大学時代にたくさんの経験をする重要性を

自分の名前を名乗り、要件を伝えて担当者を呼び

お伝えいただきたいと思っています。

出してということは当然の電話のかけ方ですが、

就職活動 NG マナー
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電話経験の少ない学生からするとそもそものマナー
がわからないのです。日常的なマナーに関してな

次に「就職活動のマナー面」に関してお話させ

かなか機会は少ないかと存じますが、ご指導のタ

ていただきます。まずはよくある NG 例から列挙

イミングがあれば親御さんからも「気をつけなさ

致します。一つ目はメールのマナー。前述した通

いよ」とお伝えいただければと存じます。参考と

り「Web 化」が進んでいる昨今の就活、企業との

して電話する際に「こんなことを学生に注意して

メールでのやりとりが増加しています。それに伴

ください」ということを例に挙げさせていただき

いメールでのマナーに苦労している学生が非常に

ます。電話をかける際に気をつけておきたいこと。

多い。なぜなら今の学生は L I NE 世代だからです。

①事前に伝える内容を整理しておくこと②電話を
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かける時間や場所など、TPO をわきまえる③メ

もらって学校に通わせてもらっている、そういう

モを準備しておくこと④１時と７時は聞き間違い

認識の学生も少ないと思いますが、ここからは自

が生じやすいため、13時、19時と伝えるようにす

分でお金を稼がなければ生活していけない。この

るなど、正確・簡潔・丁寧に伝えること。ぜひこ

環境のギャップは非常に大きい。社会人になると

れらに注意していただけたらと思います。

責任が生まれ、特に１年目は大変辛いシーンも多々

３つ目は面接における基本的なマナーです。面

あるわけです。その辛い期間を乗り越えるために

接直前の振舞いとしてはコートを脱いで会場に入

助走期間としての就職活動は必要になってくるか

ること、面接開始に余裕を持った時間に到着する

と思います。大事な一つのフローですので、お子

こと、元気よく挨拶をすること、書類などを受け

様の自主性を尊重していただくことが保護者の皆

取る際は片手ではなく、両手で受け取ることなど

様に求められることとなります。

が挙げられます。それ以外にも面接中のマナーな

その上で保護者の皆様がお子様にできる支援を

ど挙げるとキリがありません。是非本番前に、お

３つ挙げさせていただきます。１つ目は金銭的な

子様と顔を合わせる機会があれば「面接があると

サポートです。就職活動は想像以上にお金がかか

思うからチェックしてみようか」とコミュニケー

ります。地方の学生になると交通費や宿泊代、スー

ションをとっていただくことがよいのではないで

ツ代などを含め15万円ほどかかります。東京で説

しょうか。企業の人事、採用に携わっている方が

明会や選考を行う企業も多くありますので、関西

いらっしゃいましたら「ちょっと面接練習してあ

の学生であっても交通費は馬鹿になりません。２

げるよ。やってみようよ」といってあげるとお子

つ目はお子様のサポーターとして支援をしていた

様にとって良い練習機会となります。そのような

だきたいと存じます。就活時期はとにかく余裕が

チャンスがありましたら、本日お伝えしたような

なくなります。特に一人暮らしの学生は食事や洗

ことをチェックしていただければと思います。

濯などの家事に手が回らなくなる。そのため、食

ご家族に求められる支援

料の仕送り、また家にいって衛生環境を整えるこ
とがお子様からすると非常に助かります。親御さ

最後に保護者の皆様、ご家族の皆様に求められ

んの協力は精神的にも身体的にも有難いのです。

るご支援に関してお話をさせていただきます。学

最後に３つ目、社会人の先輩としての助言をして

生の就職活動においてご父母の影響力が非常に大

あげてください。リアルな働く情報などお伝えい

きいことがデータであらわれています。2019年卒

ただき、社会人としてアドバイスを送っていただ

業の学生に「就職活動の意思決定時に誰の助言や

くことをお勧め致します。しかしながら、その際

意見を参考にしたか？」というアンケートをとっ

に注意いただきたいことも３点ございます。１つ

たところ、父親・母親の項目がトップで62.9％で

は「就職活動から逃げ道をつくらない」ようにし

した。今、親御さんの意見を参考にする学生が非

てあげること。就職活動においてはお子様が困難

常に多いのです。このような多大な影響力がある

な状況に陥る可能性もございます。親御さんの立

ことをご理解いた上で接していただくことが必要

場でそれを間近で見ることは非常に辛い。そうな

です。内定を複数持っている学生さんが親御さん

ると「今、そんなにがんばらなくてもいいんじゃ

の何気ない一言で「この企業に入社することをや

ない？」とつい口に出してしまう。お気持ちは非

めた」となってしまうケースは少なくありません。

常にわかります。しかしながら、逃げ道を一度作っ

就職活動とは、お子様が「大人」になるための

てしまうとそのまま再起できない学生さんもいらっ

必要な期間となります。学生から社会人にステッ

しゃいます。是非そのような際はお子様を奮い立

プアップするための準備期間なのです。学生から

たせる意味合いでも「今、がんばるべき時だから

社会人は大きな変化です。今まではお金を出して

がんばっていこうよ。一緒に頑張ろう！」と一言
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就職市場の実態と就職活動 NG マナー

いってあげてください。次に「過干渉にならない

業を調べて、本当に心配な要素が出てきたとき以

ように」していただくことです。最終的に決める

外は、暖かく見守っていただくのがいいかと思い

のはお子様自身です。親御さんが代わりにやって

ます。親心で「こういうふうにしてもらいたいな」

あげることはお子様にとって良い影響はありませ

という気持ちもあるかもしれませんが、お子様の

ん。あくまでサポーターの立場から支援をしてい

選択をぜひ尊重していただきたいと思います。

ただくことが必要です。そして決して「責めない、

世の中には様々な規模感の企業があります。実

否定しない、比較しない」ことも重要です。お子

際、学生が知らないことも多々ありますので親御

様にダメージを与えることの１つが「友だちの○

さんの仕事の話を参考までにしてあげてください。

○さん、もう内定出ているよ、あなたは大丈夫な

実際に働かれている上で関わりのある企業のご紹

の？」という比較。内定とれるならとりたい。と

介など、様々な角度からお子様を支援する方法が

れていないから苦労しているわけで、そこを「大

あるかもしれません。是非お子様に新たな視点を

丈夫なの？」といわれてしまうと、お子様からす

与えていただければと存じます。

ると非常にきついのです。最後に「価値観の強要、

本日は就職市場の実態と就職活動 NG マナーと

選択肢の制限をしない」ことです。16％ほどの学

いうことでお話をさせていただきました。ご参考

生が親の影響で内定辞退しているというデータも

にしていただけますと幸いです。ありがとうござ

あります。世の中には星の数ほどの企業がありま

いました。

すので、保護者の皆様がよく知られていない企業
もたくさんあることでしょう。就職活動を行う学
生はいろんな業界に羽ばたいていくチャンスがあ



株式会社マイナビ

りますのでその可能性を狭めないでいただければ

就職情報事業本部

と存じます。
「え、経済学部にいて、この企業に

西日本統括部

いくの？」であったり、「この企業大丈夫なの？

大阪キャリアサポート１課

小さすぎない？」と親御さんにいわれた経験のあ

企画広報統括本部

関西ブロック

〒530-0011

る学生も実際におります。もちろんお子様の進路

大阪府大阪市北区大深町４番20号

となりますので心配されるお気持ちは重々承知し

グランフロント大阪

ておりますが、実際にお子様が検討をしている企
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2019. 6. 1 父母会／岡山会場
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就職を取り巻く環境変化と支援の在り方
～学生／企業への影響を理解し、有意義なサポートを考える
藤田 有佳子（株式会社リクルートキャリア

リクルートキャリアは学生の皆様がインターン
シップや就職活動にあたって企業を探す Web サ
イト「リクナビ」を運営している会社です。
「リ
クナビ 2020」には新卒採用を実施する企業が３
万社超掲載されています。

大学支援推進部 リクナビ副編集長）

ビス業は0.43倍、金融業は0.28倍、業種によって
も求人倍率は変わります。

就職活動の進め方の変化
「就職活動の進め方の変化」について、過去は
分厚いタウンページのような情報誌を活用し、同

まずは学生を取り巻く環境の変化です。保護者

封されているハガキを使って資料請求するという

世代の皆様と今の時代の就職活動環境は大きく変

流 れ で し た。今 は「 リ ク ナ ビ 2021」「 リ ク ナ ビ

わっています。まず、大学進学率は年々高まって

2020」というアプリをダウンロードして企業検索

おり、大学全入時代に突入しています。経済的な

をし、エントリーを行っています。

観点では、今の学生は生まれてから今まで不景気

その後は企業によって異なることもありますが、

を経験してきたこともあり、保護者世代との感覚

説明会に参加し、書類を提出。面接を通過して内

に大きな違いがあります。

定を取得します。書類応募を行うにあたり、エン

「大卒求人倍率」について、リクルートワーク

トリーシートや履歴書を提出します。その場合、

ス研究所の「大卒求人調査（2020卒）」をもとに

紙に記入して提出する場合と Web で提出するケー

お話しします。ここ数年では売り手市場が続いて

スがあります。学生の企業選びの選択肢は拡大し

おりますが、保護者世代と比較すると、倍率が低

ています。「リクナビ」にも３万社の企業が掲載

くなっているのが現状です。就職先の業界につい

されています。情報誌の時代は多くて1,000社で

ても変化があります。保護者世代では製造業が人

したが、現在は３万社。学生からすると選択肢が

気の時代でしたが、現在高いのがサービス業となっ

多くて迷子になる、どこにいったらいいかわから

ています。

ないという状況になっています。

2020年卒学生の大卒求人倍率は1.83倍となって

努力をしていても、内定がとれない学生も少な

おり、100人の学生に183枚の求人票がある状況で

からずいます。企業側からすると、その学生を基

す。求人倍率が上がっている一つ目の要因は、
「従

本的には自社の事業を伸ばしてくれる人材かを意

業員規模」です。従業員規模300人未満の中小企

識しながら面接しています。自己否定された気持

業における求人倍率が8.62倍となっており、中小

ちになった時、負の連鎖が起こらないようにフォ

企業で特に人材が不足しています。5,000人以上

ローいただけるとよいと存じます。

の大企業は0.42倍と低い状況が続いています。景

ここでポイントとしては、B to B 企業、企業を

気が好調になっている現状でも大企業に入社する

対象にビジネスを展開する企業に着目することで

のは難しい状況です。もう一つの要因は「業種」

す。B to B の会社は優良企業であっても応募倍率

です。求人倍率を上げているのは流通業の11.04

が低い傾向にあるため、目を向けていただければ

倍と建設業の6.21倍です。製造業は1.97倍、サー

と存じます。
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Ｕターンして地元で就職してほしいと考えてお

就職を取り巻く環境変化と支援の在り方

生です。交通費だけではなく、スーツ代、書籍代、

られる親御様もいらっしゃるかと思います。岡山

スキルアップ費用。スキルアップのために就活塾

の企業様もインターンシップを開催していますの

にいきたいという学生もいます。

で、ぜひ参加していただければと存じます。

保護者としての接し方

保護者ができる支援で一番やっていただきたい
ことは、
「ジョハリの窓」という言葉がありますが、
学生自身が認知してなくて、皆様が認知している

「保護者としての接し方」についてですが、同

良いところをアドバイスしていただくことです。

志社大学の学内にあるキャリアセンターを活用い

学生ががんばっていた時のこと、トラブルや困難

ただきたいと思います。京田辺校地にも今出川校

に陥った時、どう復活したか、そのあたりのこと

地にもあります。就職活動スケジュールの変化が

を一番知っているのは皆様方だと思いますので、

ある中で活動中の学生も必死にもがいています。

学生が就職活動に困った時、
「自己 PR が書けない、

学生の特性によって、うまくいく、いかないこと

どうしよう」という時には「あなたにはこういう

も出てきます。学生によっては人気の会社ばかり

いいところがある。なぜなら「こういう経験の時、

受けて、うまくいかないケースもあります。情報

こういうふうに回避して、こういうふうに立ち直っ

を一番持っている「大学キャリアセンターにいっ

たよね」と具体的にアドバイスしていただけたら

てみたら」とお話をしていただきたく存じます。

と存じます。具体的な体験談が、そのまま就職活

情報が集まっているのはキャリアセンターです。

動の面接のやりとりで返すことができますので本

企業も同志社大学の学生をぜひ採用したいと求人

人が気づかないところを、さりげなく教えていた

票をもっていっておりますので、サイトを使って

だければと思います。

うまくいかない場合はキャリアセンターに相談し
ていただければと思います。

以上で私からの話を閉じさせていただきたいと
思います。ありがとうございました。

「保護者ができる支援」について、耳が痛い話
ですが、
「就職活動における保護者の関与で困っ

お問い合わせ先



たこと」についてアンケートをとっています。
「企

株式会社リクルートキャリア

業選びについて意見された」。学生が「この会社

新卒メディア営業本部

の内定をとった。この会社に就職したい」という

大学支援推進部

と保護者が「なんで知らない会社にいきたいとい

藤田 有佳子（ふじた ゆかこ）

うのか、その会社は先細りだ」。せっかく学生が
努力をしたことに、だめだという意見をもらって、
どうしたらいいかわからなくなってしまいます。
「保
護者世代に比べられた」。昔は金融が花形だったが、
時代の流れでどうなるかわからない。相談したい
時は助けを求めている時、ご自身で頑張っている
時です。親に相談する時は迷っている時です。ま
ずは聞いてあげる。今、どういう状況かを聞いて
あげることが大事だと思います。
「うれしかった
こと、役に立ったこと」は「金銭的、物質的、精
神的支援をしてくれたこと」です。
実際にどのくらいかかるか。就職活動費全体で
17万円。一番お金がかかるのが北海道と沖縄の学
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就職を取り巻く環境変化と支援の在り方
～学生／企業への影響を理解し、有意義なサポートを考える
多田 健一（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）

本日のゴールは不安を解消していただくことで

ントリーシートなどの書類を提出し、適性検査を

す。同志社大学キャリアセンターは充実していま

受検し、面接を複数回経て内定に至るという流れ

すので、お子様を信じていただき、背中を押して

が一般的です。エントリーシートにて求められる

いただければと存じます。

項目としては、「自己 PR」、「志望動機」、「学生時

就職を取り巻く環境変化

代に力を入れたこと」が挙げられます。
企業はこれらを聞くことで、学生の人柄、その

「保護者世代と現在の就職環境の変化」につい

人らしさを確認し、自社に合っているかの判断材

てお伝えします。1980年代と2010年代は大きく変

料としています。自分自身の過去を振り返り、整

化しています。大学進学率は年々高まっており、

理し、わかりやすく伝える必要があります。伝え

今は２人に１人が大学に進学します。一方日本の

られる経験があるかとご心配されることもあるか

経済成長率は大きく低下。製造業中心であった業

もしれませんが、華々しい成果を伝える必要はな

界構造も変化し、少子高齢化、生産人口の減少に

く、経験から伝えられる自分らしさを伝えること

拍車がかかっている現状です。

が重要であるため、ぜひ見守っていただければと

「大卒求人倍率」について、リクルートワーク

存じます。

ス研究所の「ワークス大卒求人倍率調査（2020年

企業探しのポイントとして B to B 企業に目を

卒）
」をもとにお話しします。2020年卒学生の求

向けることです。学生が認識している企業の多く

人倍率は1.83倍。100人の学生に対して183の求人

は B to C 企業で、一般消費者を相手にしている

があります。従業員別に見るとその構造は顕著に

会社です。B to B 企業の方が数は多いですが、

異なり、従業員300人未満の企業では求人倍率が

知らないことで選択肢に入りません。優良企業も

8.62倍。5,000人以上の企業で0.42倍となってい

多くあるため、ぜひ視野を広げていただければと

ます。業種別に見ても違いがあり、金融業が0.28

存じます。

倍である一方、流通業11.04倍、建築業6.21倍と、
大きな差があります。
次に「就職活動の進め方の変化」についてです
が、以前は情報誌を活用し、ハガキで企業に資料
請求するといった流れでした。今はインターネッ
トやスマートフォンのアプリを利用して企業検索、

Ｕターンして地元で就職してほしいと考えてお
られる保護者様もいらっしゃるかと存じます。東
北の企業もインターンシップを開催していますの
で、ぜひ参加していただければ幸いです。

保護者の接し方

説明会予約を行っています。学生はまず、企業へ

最後に「保護者の接し方」について、結論は２

「エントリー」することから始めます。エントリー

つ。一つは「過干渉をしない」。干渉すればする

は企業に対して興味があるという意思表示であり、

ほど学生の気持ちが離れていきます。もう一つは

資料請求に近い意味合いです。その後は企業によっ

「キャリアセンターを頼る」です。もし何か学生

てプロセスが異なりますが、説明会に参加し、エ

が悩んでいたら「キャリアセンターに行って、情
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就職を取り巻く環境変化と支援の在り方

報収集してみたら」と背中を押していただければ

えてあげることが大事ではないかと思います。こ

と存じます。一番情報を持っているのがキャリア

ういうご支援を行っていただくことで就職活動は

センターですので、上手に活用いただければと存

終わると必ず学生たちは「すごくがんばってよかっ

じます。

た。こんな短期間でこんな成長するとは思わなかっ

「困ったこと、いやだったこと」について、学

た」という実感を得ます。

生にアンケートをとった結果をお伝えします。進

就職活動においては、活動を始める前に勉強や

路決定後に意見をされることは学生の気持ちに大

アルバイト、部活やボランティアなど、何か自分

きく影響します。ようやく見つけた自分が行きた

らしさを最大限発揮して取り組むことをお勧めし

い企業に対して、ダメだと意見されることほどつ

ます。

らいことはないでしょう。決める前の段階で考え

そういった機会を通じて、学生が自らの持ち味

方を聞いていただくとよいのではないかと存じま

に気づいて成長し、納得できる進路選択が行える

す。

ような活動が行えるよう引き続きご支援いただけ

逆に「よかったこと」については、金銭面の支
援が挙げられます。金銭面について、交通費、宿

ればと存じます。以上です。ご静聴ありがとうご
ざいました。

泊代が大きく、スーツや靴など身なりを整えるこ
とにも費用が掛かります。また「個性を尊重して

お問い合わせ先



肯定してくれた」も挙げられています。皆様行わ

株式会社リクルートキャリア

れていることかと存じますが、お子様の相談を聞

新卒メディア営業本部

き受け止め、その上で励ますなど心の支えになる

大学支援推進部

ことがポイントだと思います。また、「社会人と

多田 健一（ただ けんいち）

しての意見を伝える」ことも挙げられています。
「社
会の動きはこうなっているが、どう思う、どんな
ふうに考える」と対等で話をするとスムーズな会
話になるのではないかと存じます。
「ジョハリの窓（盲目の窓）」を広げることもご
支援いただけるポイントです。本人は認知してい
なくても、周りから見ると「良い持ち味」という
面があります。そこをしっかりアドバイスして教
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就職市場の実態と就職活動 NG マナー
香田 祐介（株式会社マイナビ

副編集長）

就職サイト「マイナビ」の運営をしている株式

本格的に就職活動が開始する３月は書類選考、適

会社マイナビで副編集長をしております香田と申

性検査、筆記試験、場合によっては面接と、一斉

します。現在は九州ブロック長とマイナビ副編集

にすべての選考がスタートします。今の就職活動

長をしていまして、普段は山口を含む九州エリア

を乗り切るためには３月前までの準備を整えてお

の大学、学生の就職、キャリア支援の仕事をさせ

くことが重要といわれております。１年生、２年

ていただいております。本日は「就職市場の実態

生のうちから自分の将来について考え、３年生に

と就職活動 NG マナー」ということで保護者の皆

なれば自分は卒業後、どういう働き方をしたいか、

様方に知っていただきたい部分を抜粋してお伝え

希望したいか。具体的に考えていくことが求めら

させていただきます。また最後にはご家族に求め

れているのが今の就職活動です。

られる支援に関しても少しではありますが触れさ
せていただきたいと思います。

スケジュールとインターンシップ

では、現在の就活生はどのような情報源を使っ
て、どのように動いているのか。現在の就職活動
では Web 化が進んでおります。弊社も以前はタ
ウンページのように分厚い就職情報誌を学生のご

現在の就職活動では主に３年生から就活を意識

自宅に送って、はがきを書いて就職活動をサポー

し始め、該当学年として活動を行います。大学の

トしている時代でした。そして、そのような形式

イベントも３年生をメインの対象と定め、キャリ

からネット中心の就職活動になって、現在の「マ

アガイダンス、就職対策講座を企画されています。

イナビ」に至っているのです。エントリーシート、

学生自身も大学も企業も３年生からというスケ

書類に関しても Web 提出が多く、適性検査、筆

ジュールが基本の形になっています。現時点の３

記試験もペーパーではなく、Web 受験と変化し

年生以降の動きとして確定されているものをお伝

てきております。多くの選考が Web 化する中で、

えしますと、６月１日にマイナビなどのナビサイ

面接に関しても Web 面接、スマートフォンを前

ト内でインターシップのエントリーが開始いたし

において面接官と対面しながら自宅で面接するシー

ます。

ンが出てきています。ある企業から「Skype 面接

６月からインターンシップの活動が本格的に始

を実施した」という話を聞いた話です。「Skype

まるわけです。そして、３年生の３月１日を皮切

で学生と面接すると横でお母様が入れ知恵をして

りに就職活動の採用情報が各学生に向けて公開さ

いる画像が写ってきてびっくりした」という話を

れ、名実ともに学生たちの就活が本格的にスター

聞いて、どこまで親が子の就職活動に関わってい

トすることとなります。ルール上での選考解禁日

くのか、その線引きは難しいと感じました。「就

は４年生の６月１日からとなっていますが、実際

職活動の Web 化」が進んだことによってこのよ

の企業のスケジュール感では、もう少し早い段階

うなことも起きていたというお話です。

から各企業の選考を行っていることも昨今の就活
スケジュールの特徴のひとつとして挙げられます。

面接や書類選考で聞かれる質問内容も、かなり
複雑になっています。単に「あなたの長所を教え
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てください」や「学生時代頑張った経験を教えて

ればいけません。では、短期決戦で今、どのよう

ください」などの定番の質問だけではないのです。

なことが起きているか。インターンシップの増加

例えば、
「あなたを漢字一文字で表してください」

です。夏・秋・冬と時期ごとに様々なインターン

や「自分のことを好きか嫌いか。またその理由を

シップが実施されており、ほとんどの学生がイン

聞かせてください」などかなり複雑です。このよ

ターンシップへ参加し、就活準備を進めることが

うな定番の質問、また複雑な質問、両方に共通す

今の就職活動では当たり前になりつつあります。

ることは「どれだけ深く自分のことを正確に理解

企業がインターンシップを実施するメリットとし

しているか」
、いわゆる「自己分析」がしっかり

ては主に２点あります。優秀な学生の発見、そし

とできているか確認する目的があります。自己分

てインターンシップを通してより多くの学生に自

析については是非保護者の皆様にサポートしてい

社や仕事の魅力を理解してもらうことです。就職

ただければと思っています。ポイントとしては最

活動が短期決戦となった今、企業側も３月に０か

初から「あなたの長所はこうでしょ。短所はこう

ら採用活動をスタートしていては広報活動が間に

でしょ」という決めつけをするのではなく、お子

合わないのです。そのため、インターンシップを

様の経験を聞きながら「そういう経験をしたんだ

活用し、早期から学生に自社の広報を行い、自社

ね。こういう良さが現れているね」と話を聞きな

の理解・仕事の理解を深めてもらい、志望者数を

がら良さを伝えていただくことでお子様が自身で

集めています。またインターンシップで優秀な学

経験を振り返り、整理するきっかけにもなります。

生の発掘に注力している企業も少なくありません。

現在の就職活動では自己理解を深め「自己 PR」

学生にとってのインターンシップのメリットとし

を考えること、また仕事理解を深め「志望動機」

ては生の情報を得られることです。ネットや本な

を考えること、主にこの２点が求められます。
「自

どで仕事の情報を収集しても、やってみなければ

己 PR」と「志望動機」を考える意味は２つある

わからないことが多いですよね。泳ぎが上手にな

と考えます。一つは自分に合う会社や仕事を選択

りたければ、水に入ったほうが早いのと同じで現

するためです。自分のことを知り、どのような働

場で仕事を体験することで、自分の向き、不向き

き方を望んでいるのか、どのような人生にしたい

を確認できる機会でもありますので、是非今の学

のか理解し、そのうえで自分が活躍できる企業、

生にはインターンシップに参加していただきたい

仕事は世の中にどのようなものがあるのか仕事を

と思っています。また最近では、１年生や２年生

理解します。自己理解と仕事理解を結び付けるこ

でも参加ができるインターンシップもありますの

とで職業選択をすることが重要です。もう一つは

で積極的に参加して将来を考えるきっかけにする

選考対策のためです。自分を企業に売り込むため

ように、保護者の皆様からもお声がけいただきた

の自己 PR、志望動機を考えていくことが求めら

く思います。インターンシップというと営業職の

れています。先ほどもお話した通り、保護者の皆

同行をして交渉の現場で仕事を知るというのがイ

様には特に自己分析の部分、
「以前こういうこと

メージしやすいと思うのですが、近年増えてきて

があったよね。あなたの良さが出てたよね」と保

いるインターンシップはテーマを与えてグループ

護者の皆様の立場でお子様との思い出を元にフィー

ワーク型で会社の仕事内容を疑似体験するものや

ドバックいただけると良いのではないでしょうか。

社内見学といった、複数の種類のインターンシッ

今の就職活動を簡単に言葉で表しますと「短期

プが実施されております。様々なインターンシッ

決戦」となります。前述した通り、本格的に就職

プに参加して企業理解や仕事理解を深めているこ

活動がスタートする３月は一斉に企業の採用活動・

とが現在の就職活動の特徴の一つとなります。

選考が開始されることとなります。就活生、企業

話は少し変わりますが、今、巷では「売り手市

ともにそのスピード感に合わせて動いていかなけ

場」という言葉が一人歩きしているなと感じてい
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ます。
「売り手市場」、いわゆる学生優位の就活環
境を表していますが、この言葉をそのまま鵜呑み
にしてはいけません。売り手市場、買い手市場を
判断する一つの指標として、新卒求人倍率が用い
られます。現在の４年生の新卒求人倍率が1.83倍、
選ばなければ１人に1.83社求人がある、約２社の
内定をもらえるというのが今の大学生の就職求人
倍率となります。しかし、この求人倍率を企業規
模ごとに分けてみた場合、先ほどの印象が大きく
覆されます。5,000人以上の従業員がいる企業の
求人倍率は0.42倍。10人希望して４人しか内定を

定の状況をみたところ、インターンシップに参加

出していないこととなります。大手企業志向が強

した学生は内々定率82.5％。一方、
「インターンシッ

すぎて大手企業ばかり受けるのは、それだけ競争

プ不参加」の学生は59.6％という結果がでていま

倍率が高い厳しい環境の中で就職活動をしていく

す。インターンシップに参加した、参加していな

ことになります。決して全ての企業、業界が売り

いで内々定の率が大きく変わってきています。主

手市場ではありません。どの時代でも人気企業は

な要因としては、先ほどから何度もお伝えしてい

求人倍率が低く出ています。激しい競争がありま

る通り、準備の差です。インターンシップに参加

す。その中で準備レベルが高くない学生はやはり

した学生は、３月までにある程度の準備ができて

競争についていけなくなります。ここでお伝えし

いる学生が多い傾向にあります。また、準備だけ

たいことは学生の二極化です。内定がとれる学生

はなく、企業がインターンシップで受け入れ、そ

と、なかなかとれない学生がいます。その決定的

の中で目に留まった学生に対しては選考を優遇す

な違いは、先ほどからお伝えしている通り準備が

る措置をとっている企業もあります。インターン

できているか、できていないか。３月から一斉に

シップ参加者で評価が高い学生に対して、本来は

スタートする「短期決戦」の就職活動だからこそ、

面接３回の企業が、面接が２回になったり、１回

３月から準備をするとなると、いわば試合当日に

になったりするのです。九州の大手企業のお話す

練習を始めるということなのです。試合前に全く

ると、インターンシップ実施後、３月に採用活動

練習せずに試合に臨むことはほとんどありません

を行い、結果、蓋を開けてみたら内定者の７割が

よね。しかし、就職活動では平気でそれをしてし

インターンシップに参加していたということがあっ

まう学生がいるのです。準備をしない理由の一つ

たそうです。現在の就職活動ではインターンシッ

として、現在の就職環境を勘違いしている、いわ

プへの参加は非常にメリットが大きく、学生がこ

ゆる「売り手市場」という言葉をそのまま鵜呑み

ぞって参加する理由をご理解いただけますと幸い

にしていることが挙げられます。是非保護者の皆

です。

様からも、まずその誤解を解いていただくことを

少しだけ１年生、２年生に関して触れさせてい

お願いしております。危機感を煽るとまではいい

ただきます。最近は低学年でも熱心に就職活動を

ませんが、厳しい競争があること、早め早めの準

実施している学生が数多く見受けられます。低学

備が必要であることをお子様に是非お伝えくださ

年のうちは「就職活動のノウハウを学んでくださ

い。

い」ではないと私は考えます。就職活動というの

早め早めの準備を行っている学生はやはり良い

は、これまでの自分の生き方を確かめられる機会

結果がでています。インターンシップに参加した

であると私は捉えています。「学生時代に力を注

学生、
参加してない学生の４年生６月時点での内々

いできたことは何ですか」、就職活動で問われる
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定番の質問ですが、この質問に答えられない、
「何

が散見されます。企業側としてもよくわからない

もやってきませんでした」と答える就活生が数多

メールを解読する手間をかける時間がありません。

くおられます。就職活動をサポートする私たちも

２つ目は電話のマナーです。電話に関しても慣

「何もやっていない」といわれてしまうと、非常

れていない学生が少なくありません。電話をかけ

に困ります。
「作ってください」とはいえないの

る以前にそもそも電話に出ない学生もいます。企

です。低学年に対して伝えたいことは、ノウハウ

業の方が電話をかけても着信が鳴るだけのことが

を学ぶことももちろん重要ではあるのですが、自

多々あります。選考の案内を伝えようと思ったが、

分の経験、人間性を問われる機会が就職活動であ

連絡をとることができない。「この子、連絡つか

るということを理解してもらうことです。大学と

ないから諦めよう」となってしまうわけです。ま

いう自由な環境だからこそ、低学年のうちから様々

た学生から企業に電話をかけるシーンにおいても、

なことにチャレンジし、経験を積み上げ、就職活

電話がつながった瞬間、「今日のセミナー、キャ

動で話す自分のネタを増やしていくことが必要で

ンセルでお願いします。失礼致します」と電話が

す。就職活動が始まる３年生になってから新たな

切れてしまうこともありました。マナーとして「初

経験を積むことはスケジュール的に難しくなりま

めまして」の人に連絡をするわけですから、まず

す。是非低学年の保護者の皆様にはお子様に「大

自分の名前を名乗り、要件を伝えて担当者を呼び

学生のうちにいろんなことにチャレンジしておい

出してということは当然の電話のかけ方ですが、

たほうが良いよ」とお伝えください。

電話経験の少ない学生からするとそもそものマナー
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がわからないのです。日常的なマナーに関してな
かなか機会は少ないかと存じますが、ご指導のタ

続いて「就職活動のマナー面」に関してお話さ

イミングがあれば親御さんからも「気をつけなさ

せていただきます。１つ目はメールのマナーです。

いよ」とお伝えいただければと存じます。参考と

前述した通り「Web 化」が進んでいる昨今の就活、

して電話する際に「こんなことを学生に注意して

企業とのメールでのやりとりが増加しています。

ください」ということを例に挙げさせていただき

それに伴いメールでのマナーに苦労している学生

ます。電話をかける際に気をつけておきたいこと。

が非常に多い。なぜなら今の学生は L I NE 世代だ

①事前に伝える内容を整理しておくこと②電話を

からです。そもそもメールアカウントを持ってい

かける時間や場所など TPO をわきまえる③メモ

ない学生もいる。アカウントを持っていてもほと

を準備しておくこと④正確・簡潔・丁寧に伝える。

んどが L I NE でのコミュニケーションです。ショー

１時と７時は聞き間違いが生じやすいため、13時、

トメッセージやスタンプ等でニュアンスを伝える

19時と伝えるようにするなど、是非注意していた

ことに慣れている学生たちは形式ぶったメールを

だけたらと思います。

打つことに就活のタイミングで初めて取り組む学

３つ目は面接における基本的なマナーです。特

生も少なくないのです。私も仕事上、採用や就活

にお伝えしたいことは面接開始に余裕を持った時

イベントに携わることがありますが、そもそもメー

間に到着することです。私も授業や学校で非常勤

ルを送りもしないで「欠席」ということがありま

講師をすることがあるのですが、開始直前に入室、

す。いわゆる「ドタキャン」です。予約はするが、

また、遅れてくる学生が結構多いですね。就職活

来ない。イベントによりますが、ひどい時には「ド

動の中では面接だけでなく、企業説明会などでも

タキャン」が半分くらいになることもあります。

遅刻してきた学生はチェックされていますので、

もちろん、メールにて不参加の旨を事前に連絡す

余裕を持った行動に関して保護者の皆様からもご

る学生もおりますが、そのような学生でも署名が

指導いただければと思います。面接中のマナーに

ない、宛名がない、要件を記載しないなどのこと

関しては挙げるとキリがありません。結局は経験、
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慣れが必要になってきますので、是非本番前に、

ツールが数多くございます。現在の就職活動は情

お子様と顔を合わせる機会があれば「面接がある

報戦となっていることも踏まえてご理解いただけ

と思うからチェックしてみようか」とコミュニケー

ればと思います。

ションをとっていただくことが良いのではないで

また金銭的なこともＵターン就職では課題とし

しょうか。企業の人事、採用に携わっている方が

て挙げられます。学生によっては30万円近く掛か

いらっしゃいましたら「ちょっと面接練習してあ

る方もいらっしゃいますので、夏休み帰省をされ

げるよ。やってみようよ」といってあげるとお子

た際、どのくらい自分で賄えるかを早めにお子様

様にとって良い練習機会となります。そのような

と話をしていただけると良いでしょう。サポート

チャンスがありましたら、本日お伝えしたことを

が必要な学生では、社会人になってから返す「貸

チェックしていただければと思います。

与」という選択をされるケースもあります。Ｕター

Ｕターン就職の情報収集に関して
次に九州に帰ってきて就職活動をする、いわゆ
るＵターン就職の情報収集に関してお話させてい
ただきます。
「ぜひ地元に帰ってきてほしい」と

ン就職では金銭的な支援がどうしても必要になる
場合もありますので、是非保護者の皆様にはサポー
トをご検討いただけますと幸いです。

ご家族に求められる支援

いう思いをお持ちのお父様、お母様もいらっしゃ

最後に保護者の皆様、ご家族の皆様に求められ

ると思います。Ｕターン就職の情報収集として主

るご支援に関してお話をさせていただきます。学

な例を２つお伝えさせていただきます。１つ目は

生の就職活動において保護者の皆様の影響力が非

就職サイト等の「地元特集」を活用すること。弊

常に大きいことがデータであらわれています。

社でも今後、
「マイナビ2021」上で「エリアナビ」

2019年卒業の学生に「就職活動の意思決定時に誰

という各エリア毎の就職情報の特集も公開予定で

の助言や意見を参考にしたか」というアンケート

す。２つ目は都道府県、自治体サイトを活用する

をとったところ、父親・母親の項目がトップで

こと。他にも様々な情報収集の方法がありますが、

62.9％でした。今、親御さんの意見を参考にする

活動の課題となっているのが、京都にいて九州の

学生が非常に多いのです。このような多大な影響

企業の説明会などに参加することです。移動の時

力があることをご理解いた上で接していただくこ

間や交通費が負担になってなかなかできないとい

とが必要です。内定を複数持っている学生さんが

う学生もいます。それらの課題を払拭するために、

親御さんの何気ない一言で「この企業に入社する

今弊社が力をいれているのが WEB 説明会です。

ことをやめた」となってしまうケースは少なくあ

企業を集めてマイナビ上で、WEB 合同説明会を

りません。

実施しています。直近ですと７月17日、
「インター

保護者の皆様の影響力が大きいからこそ、お子

ンシップ EXOP 地元」というイベントをやります

様に就職活動について、社会人について厳しい側

が、九州の企業としては、福岡銀行、JR 九州、

面をお伝えいただきたく思います。その理由とし

西日本シティ銀行、鹿児島銀行、肥後銀行、大分

て、消費者の目線で就職活動に突入していく学生

キャノンといった10社近くの九州各エリアの主要

が非常に多いからです。旅行が好きだから旅行会

大手企業が出展予定となっております。京都にい

社へ入社したい、お菓子が好きだからお菓子メー

ながら、自宅にいながら WEB 地元の企業の説明

カーに入社したいなどのケースです。それが悪い

会に参加することができるのです。また、一方通

わけではないのですが、就職活動では消費者視点

行の説明会ではなく、疑問点などがあればチャッ

の志望動機ではなく、サービスを提供する側の視

トで質問することができ、双方向のコミュニケー

点として志望動機が考えられているかを重要視す

ションもとれます。このように情報収集ができる

る企業がたくさんあります。そのためには「働く
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就職市場の実態と就職活動 NG マナー

とは何か」を理解することが必要ですが、学生か

スもありました。就職活動は自分の将来を決める

らすると社会人の実態、働くことの意味や厳しさ

貴重な機会となりますので、まずはお子様ご自身

をなかなか知ることができないのです。是非保護

で選択させること、お子様の背中を押すようなご

者の皆様にはお子様に社会人の先輩の立場から働

支援をしていただければと思います。

くことの面白さや大変さなどを情報提供していた
だければと思っております。
就職活動とは、お子様が「大人」になるための

世の中には様々な規模感の企業があります。実
際、学生が知らないことも多々ありますので親御
さんの仕事の話を参考までにしてあげてください。

必要な期間となります。学生から社会人にステッ

実際に働かれている上で関わりのある企業のご紹

プアップするための準備期間なのです。学生から

介など、様々な角度からお子様を支援する方法が

社会人は大きな変化です。今まではお金を出して

あるかもしれません。是非お子様に新たな視点を

もらって学校に通わせてもらっている、そういう

与えていただければと存じます。

認識の学生も少ないと思いますが、ここからは自
分でお金を稼がなければ生活していけない。この

本日は就職市場の実態と就職活動 NG マナーと

環境のギャップは非常に大きい。社会人になると

いうことでお話をさせていただきました。ご参考

責任が生まれ、特に１年目は大変辛いシーンも多々

にしていただけますと幸いです。弊社マイナビと

あるわけです。その辛い期間を乗り越えるために

しては学生の皆様の就職、キャリア支援を精一杯

助走期間としての就職活動は必要になってくるか

させていただきますので、今後とも何卒宜しくお

と思います。大事な一つのフローですので、お子

願い致します。ご清聴、ありがとうございました。

様の自主性を尊重していただくことが保護者の皆
様に求められることとなります。
最後にお伝えしたいことが「三大 NG」です。



株式会社マイナビ

保護者の皆様のお子様に対する向き合い方で「三

就職情報事業本部

大 NG」があります。
「過保護」・「過干渉」・「無関

西日本統括部

心」の３点です。先日、弊社で学生向けの就職活

大阪キャリアサポート１課

動講座を実施した際に、学生ではなくお父様より

企画広報統括本部

関西ブロック

〒530-0011

予約のお電話を頂きました。横にいるお子様に「空

大阪府大阪市北区大深町４番20号

いているみたいだよ」と仰っておられるのが聞こ

グランフロント大阪

えるのです。
説明会に一緒に出席されるようなケー
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講演
Lecture

就職を取り巻く環境変化と支援の在り方
～学生／企業への影響を理解し、有意義なサポートを考える
内田 美和（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）

今の就職環境ですが、年々変化が起こっていま

のハガキを出して案内が届いて説明会に参加、選

す。就職環境は、何が、どんなふうに変わってき

考を経て内定という流れでした。一方、今やウェ

たか、４つの指標で比べてみたいと思います。少

ブ世代。「リクナビ」のような就職情報サイトか

子化といわれていますが、1981年では４人に１人

ら情報を探します。パソコンで情報を見るよりス

が大学に進む時代でした。今は同じ世代で２人に

マホで見る時代。就職サイトをアプリでダウンロー

１人以上が大学に進むという大卒生が珍しくない

ドし、そこから企業を探す時代になっています。

時代になっています。日本の経済成長率は20年、

説明会の前後でエントリーシートの提出を求めら

30年前と大きく異なり、現在は成長率が１％を割っ

れます。履歴書とはまた別の書類です。その中で

ています。
「大卒求人倍率」はどうか。リクルー

は自己 PR、志望動機、学生時代に力を入れたこ

トワークス研究所の「ワークス大卒求人倍率調査

との３つが主に聞かれます。昔は手書きだったの

（2020年卒）
」
をもとにお話しします。
過去には、2.34

が、最近はネット上で提出します。エントリーシー

倍という時代もありましたが、2020年卒は1.83倍。

トによって書類選考を行うこともあります。様々

大きく変わってきたのは大学生の就職先の業界で

なハードルを超えていかなければいけない就職活

す。就職志向が変わったというより、日本の産業

動ですが、ときには不合格になることもあります。

構造が大きく変わってきた。ものづくりが日本の

不合格となると、それだけで人間として否定され

基幹産業を支えていた時代から、最近では変化し

たように必要以上に落ち込むことがあります。ぜ

ており、サービス業が増えています。

ひ保護者の皆様にはフォローいただけたらと思い

就職を取り巻く環境変化
「大卒求人倍率」について詳しくお伝えします。

ます。
世の中の企業は二つに分けると企業を相手に商
売をする B to B の企業と個人を相手に商売をす

現在は1.83倍。この数字は経済動向によって大き

る B to C の企業があります。学生が知っている

く変わってきます。１倍を割るような氷河期とい

会社は世の中の一部。多くの会社は B to B で、

われる時代もありました。分解してみると「求人

その中に、優良な会社があるにもかかわらず、気

倍率」を「従業員別」で見ていくとその差は大き

づかずに就職活動を終わる学生が多くいらっしゃ

い。300人未満の企業では8.62倍。一方、大手企業、

います。幅広く企業を見ていただくと、学生も取

5,000人以上の企業は0.42倍。業種別に見てもそ

り組み方が変わってくると思います。知られてな

の差は大きく、どんな企業にいきたいか、大手か

い優良企業が世の中にあると、会話していただけ

中堅企業か、業種はどうかによって、求人倍率が

ればと存じます。

変わってくることを知っておいていただければと
思います。
就職活動の進め方も、ずいぶん変わりました。
過去は就職情報誌を見て気になる企業に資料請求

保護者の支援
こういう環境の中で保護者がどう支援できるか。
学生は、もがきながら活動を進めていますが、
「こ
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うじゃない、ああじゃない」とイメージでお答え

す。ぜひお子様が、自分で気づいていない強みや

になるより「大学のキャリアセンターにいってみ

良いところを「あなたは昔からこういうところを

たら」とアドバイスいただくのがよろしいかと思

がんばってきた」「こういうふうに物事に取り組

います。ここが企業からの学生への情報が集まっ

んできた。諦めなかった」というお話を、してい

ている場所です。キャリアセンターは、一人ひと

ただければなと思っております。

りの学生に対応して個別に会話をして求人、選考

大学のキャリアセンター、先生方といっしょに

のアドバイスをしてくださいますので、そこは使

学生さんを支えていくお気持ちで見守りつつ、あ

わないと損とおすすめいただければと存じます。

まり口を出さずに、ということを頭に置いていた

学生に就活をしていて「保護者にかかわって困っ

だきつつ、心の支えとなり、いっしょにがんばっ

たこと、いやだったことは、どんなことがあるか」

ていただければと思っております。お子様方に、

と聞くと、
「企業選びについて意見をされた」「自

いい就職をしていただき、納得のいく就職をして

分たちの世代と比べられた」「進路の決め方、こ

いただいて会社に入って、いきいきと働いていた

れからの生き方について意見された」
。アドバイ

だく将来が開けてくればいいなと思っております。

スのつもりで伝えたことが学生にとっては決めつ

これで私のお話は終了させていただきます。ご静

けられたと受け取ることもありえます。
「お子様

聴いただきありがとうございました。

の話を、まず聞いてあげる」、ぐっと我慢して「聞
いてあげる」ことをやっていただければと思いま

お問い合わせ先



す。一方でどんなことがうれしかったか。金銭的

株式会社リクルートキャリア

な支援、物質的な援助をしてくれることが実は大

新卒メディア営業本部

事です。
「自分の個性を尊重してくれた」「励まし、

大学支援推進部

心の支え」とかが次に挙げられます。普段と同じ

内田 美和（うちだ みわ）

ように「聞き役に徹してくれた」というところが、
すごく支えになっていたり、ありがたかったりす
ると聞いています。「がんばっているの、わかっ
ているからね、何かあったら声をかけてね、応援
しているからね」という態度で接していただけれ
ばと思います。
最後に保護者の方に行っていただきたいご支援
として「ジョハリの窓」という言葉をご紹介しま
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就職を取り巻く環境変化と支援の在り方
～学生／企業への影響を理解し、有意義なサポートを考える
松田 和也（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）

本日は就職環境のお話を中心にさせていただき

とがあります。これはあくまで求人票の数で実際

ます。どのようにお子様に接していけばいいかと

に企業が求人票の数を採用するかどうかは別の話。

いう示唆をお伝えできればと思いますお付き合い

大手企業と中小企業の求人倍率の違いについてお

ください。

話します。従業員規模300人未満の企業、中堅・

就職を取り巻く環境変化

中小企業にあたる企業の求人倍率は8.62倍。とこ
ろが従業員規模5,000人以上の企業では0.42倍。

大学進学率、18歳人口に占める大学生の比率で

求人倍率を業種別に切ってみると流通業の求人倍

すが、
1980年代は25.7％、４人に一人が大学生だっ

率は11.04倍ある。かたや製造業は1.97倍。金融

た時代です。ところが今は52.6％。かなり環境が

業は１倍を切っています。

変わってきています。もう一つは日本の経済成長

「就職活動の進め方からのアプローチ」ですが、

率。数十年前の経済成長率4.2％が最近、0.8％に。

過去は情報誌で就職活動を実施していました。情

また、大卒の求人倍率についてご紹介します。リ

報誌をもとに企業研究をして資料請求のハガキを

クルートワークス研究所の「ワークス大卒求人倍

書き説明会に出席し、面接を経て内々定を取得す

率調査（2020年卒）
」をもとにお話しします。今

るという流れでした。最近の就職事情は異なりま

年の大卒求人倍率の数値は1.83倍となります。今

す。WEB サイト等を参考にしてプレエントリー（資

も高いですが、過去にはもっと高い時期もありま

料請求）を行い、説明会に参加し、エントリーシー

した。
もう一つは就職先の業界。製造業が中心だっ

トを提出して面接に参加し内々定を取得します。

た時代から、産業構造がどんどん変わっています。

最近はスマートフォンを活用して就職活動を行う

今、学生たちの行く先は製造業よりサービス業が

学生が増えています。エントリーシートは企業に

多くなってきています。これからテクノロジーが

よって質問の項目は異なりますが、自己 PR、志望

発達すれば、産業構造が変わり、働き方も変わる

動機、学生時代に力を入れたことの３つが問われ

ということになります。お子様たちが今、置かれ

ることが多いです。企業はエントリーシートをも

ている環境を正しく理解してあげ、聞いてあげる

とにして書類選考を行います。エントリーシート

ことが大切です。過去の経験や事例で「こうした

提出段階での選考やその後の面接において選考通

らいいよ」とはおそらくいえません。

過できない状況が続くこともあります。その際は、

環境の話をします。「求人倍率の推移」です。
求人倍率は就職状況を示す指標の一つとして捉え
られています。この指標は一人あたりの大学生に
与えられる求人票の数を表しています。過去から

お子様のそばにいて「そういうもんだよ」とおっ
しゃっていただければと存じます。

保護者の接し方

推移してバブル崩壊の時、リーマンショックの後

就活の細かいスケジュールや企業の動きに関し

から倍率は上がっており一人あたり1.83件の求人

ては、まずはキャリアセンターを活用することを

があります。しかし考えておかないといけないこ

促していただければと存じます。学生のアンケー
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トより、保護者の方からいわれて嫌だったことを

えていただければと存じます。私のお話は以上と

紹介します。
「自分がいいと思っている中小企業

なります。ありがとうございました。

やベンチャー企業の名前をいうとしかめ面をされ
た」
「保護者や他の世代と比べられた」などが挙

お問い合わせ先



げられます。
「私の頃はこうやって就活をして成

株式会社リクルートキャリア

功したからあなたもこうしなさい」は通用しませ

新卒メディア営業本部

ん。かたや「よかったこと」は何か。
「お金の支

大学支援推進部

援をちゃんとしてくれたこと」。そして「自分の

松田 和也（まつだ かずや）

活動を肯定してくれた」という心の支援。「聞い
てくれたこと」「大丈夫、大丈夫」といってもら
うと、彼ら、彼女たちは「ありがたい」と思う。
心の支えになっていただきければと存じます
最後に「ジョハリの窓」についてご紹介させて
ください。
「学生個人は認知していないが、保護
者が知っている、いいところや強み」を一緒に考
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就職市場の実態と就職活動 NG マナー
坂田 隆（株式会社マイナビ

副編集長）

株式会社「マイナビ」の坂田と申します。本日

今から３月の就職活動スタートまでにインターン

は「就職市場の実態と就職活動 NG マナー」をテー

シップが設けられていることも現在の就職活動の

マにお話をさせていただきます。

特徴となっています。

簡単に自己紹介をさせていただきますと、株式

しかし、ここまでは「ルール」のお話です。経

会社「マイナビ」に勤めて、13年目となります。
「マ

団連が定めるルールは罰則がありませんので、現

イナビ」は就職情報サイトを運営しており、学生

在の就職活動では「ルール」と「実態」がやや異

の就職活動のサポートを業務にしております。私

なります。例えば、ルールでは面接開始時期が６

自身は今、広島支社で勤務をしておりまして中四

月に定められていますが、実態は３月から面接を

国地方の大学を中心に学生への就職指導に携わっ

行なっている企業が大半です。人手不足で売り手

ています。普段、学生向けにお話をさせていただ

市場の環境ですので企業としては早く面接して学

いている内容も織りまぜながらお話をさせていた

生を囲い込みたいとの思惑が強く、経団連に加盟

だきます。全体的な今の就職情報を皆様に把握し

している一部の企業だけが６月１日解禁を守って

ていただくことと同時に学生向けのアドバイスも

いますが、全体の４割近い企業が３月の時点で面

お話させていただきますので、お子様との就職に

接を開始していることが実態としてあります。ま

ついての会話の参考にしていただければと思って

た、決して数は多くありませんが、就職活動解禁

おります。

日となる３月以前にも選考を開始している企業も

スケジュールとインターンシップ
まずはじめに「スケジュールとインターンシッ

出てきていることも実態の１つとなります。
既にご存知の方もいらっしゃることと思います
が、昨今、報道に取り上げられているように就職

プ」についてお話をさせていただきます。就職活

活動のスケジュールは見直しの時期に入っており、

動のスケジュールに関してですが、経団連が就職

昨年秋に経団連が「ルールを撤廃する」と発表し

活動の指針、採用活動の指針を企業に向けて発表

ました。ルールがなくなるという報道に驚きまし

し、それに即して私たち就職情報会社も就職サイ

たが、突然ルールがなくなることは学生も企業も

トをオープンするタイミング、就職活動のイベン

困るということで、３年生に関しては４年生と同

トを開催するタイミングを決めています。スケ

じスケジュールで進んでいくと政府よりお達しが

ジュールの中では大きなポイントが２つあります。

ありました。来年以降就職活動を迎えられる１年

１つ目は大学３年生、大学院１年生の３月１日が

生、２年生に関しては現段階では不透明な状況で

「就職活動解禁日」、２つ目が６月１日が「企業

す。しばらくは報道を見守っていただき、「あな

面接の解禁日」と定められていることです。基本

たの就職活動はこうなるらしい」と保護者の皆様

的にはこのルールにあわせて、企業は採用活動を

からお伝えいただければと思います。同志社大学

行なっていますので、企業説明会を３月１日に開

でも年間を通して学生に向けた就職ガイダンスが

催し、６月１日以降に面接を行ないます。そして、

行なわれていますので、そこにしっかり参加とし
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ていれば、知るべき情報が得られますのでそちら

月までに進めていくことが今の時期必要となりま

の参加に関してもお伝えいただけますと幸いです。

す。

現在の就職活動の形式に関して少し触れさせて
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ここで改めて「現在の就職活動のスケジュール」

いただきますと、マイナビのような「就職サイト」

に関して詳細をお伝えさせていただきたいと思い

を中心に活動が展開されます。サイト登録は無料

ます。現在の就職活動は「短期決戦」と表現され

で、利用も無料です。１年生、２年生が登録して

ます。３月解禁と同時に企業説明会に参加し、エ

いただく分にも問題はありません。早く就職活動

ントリーシートを提出し、筆記試験を受験、そし

について情報を知りたい場合はご利用いただけれ

て面接も開始される、短い期間で完結してしまう

ばと思います。保護者の皆様の世代の就職活動と

ことが今のスケジュールの特徴です。「短期決戦」

違う点はある程度のことが Web 上で完結するよ

では学生からすると企業を知る期間が短い、企業

うになっています。
「エントリーシート」も Web

にとっても自社を理解してもらう時間が少なく、

で提出する機会が多く、パソコンやスマホを使っ

学生を短時間で見極めなければならないというデ

て Web 上で面接する企業も出てきています。短

メリットがあります。それらの欠点を補完するよ

い期間で就職活動が行なわれている状況なので効

うに学生にとっての職場体験である「インターン

率を重視しており、また首都圏以外の学生が何度

シップ」を実施する企業が非常に増加しています。

も東京に来る負担を減らす配慮の意味もあって、

学生と企業が互いを理解する機会となっているの

そのようなことが一般化しているという状況です。

です。私が学生だった時、インターンシップはご

大学３生生は今まさに就職活動の準備期間に突

く一部の学生が参加するものでした。しかし、今

入しています。自己分析、筆記試験対策、業界研

は就活生の８割が夏、秋、冬で少なくとも１回は

究などの準備にとりかかっている時期となります。

インターンシップに参加していると弊社の調査で

選考では「大学時代どのようなことに力を入れて

明らかとなっています。１年生、２年生からも参

きましたか」
、「あなたはどのような人間ですか」

加可能なインターンシップも増えてきていますの

などの質問が面接で問われます。このような質問

で、是非自分のことを理解する、企業のことを理

に対して明確に自分を表さないといけないのです。

解する場としてインターンシップへの参加を促し

高校時代の勉強と大学時代の勉強の違いに近いか

ていただければと思います。

もしれませんが、明確に答えが決まっていて点数

インターンシップへ参加することが主流となっ

を測るのではなく、「自分がどう生きてきたか。

た現在の就職活動では学生の二極化が特徴として

どう学生生活を送ってきたか。どういう考えが身

挙げられます。インターンシップに参加する学生

についたか」ということからしか質問に対する答

が大半となっていますが、100％ではありません。

えは出てきませんので、学生を指導する時には「３

少なからずインターンシップに参加しない学生も

年生、４年生になった段階で、しっかり自分の言

いるわけですが、そのような学生は３月までに何

葉で話せるように学生生活を送りましょう」とメッ

も準備をしていないケースが多いと感じます。世

セージを伝えています。就職活動本番では「自己

の中にどのような会社があるか理解ができていな

PR」
「志望動機」を伝えられることが採用選考の

い状態で就職活動に突入し、準備ができていない

主なポイントになります。
「私はこういう考えをもっ

状態で面接に進まないといけません。その結果、

ています」
「こういう経験をしてきました」とい

当然のように苦戦します。しかしながらインター

う自己理解、そして「こんな仕事がしたい、こん

ンシップに参加していなくても売り手市場ゆえに

な働き方をしたい。だから御社に入社したい」と

企業の採用意欲も高いので内定を取れる学生もい

いうことを伝えるための仕事理解を深め、「自己

ます。内定を就職活動のゴールと定めたらそれで

PR」と「志望動機」のレベルを高める準備を３

も良いのですが、その先、何十年も働く会社なの
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れる親御さんもいらっしゃると思います。お子様
に是非アドバイスしていただきたいことは、１年
生、２年生の間に様々な経験を積んでほしいとい
うことです。３年生になって新しい体験を積むこ
とは時間的にも難しくなります。理想をいえば学
生だけのコミュニティで過ごすのではなく、社会
人との接点を持つ経験を積まれておくと、より良
いかと思います。前述した通り、就職活動では
「大学時代どのようなことに力を入れてきました
か？」、「あなたはどのような人間ですか」などの
で安易な選択で入社はできませんよね。内定を持っ

質問が問われます。１年生、２年生のうちからしっ

ている段階で、
「この会社に入社してよいのだろ

かりと自分の意見を持つ、目的意識を持って行動

うか」と内定を辞退し、１から就職活動を始める

することを日々の学生生活の中で習慣づけていた

学生もいます。入社してすぐ一カ月以内とか二カ

だくことで就職活動の際に話す準備が自然とでき

月以内に「この会社じゃないな」と辞めてしまう

てくるのではないでしょうか。家と学校の往復だ

学生もいます。いわゆるミスマッチです。そうな

けでなく、いろいろな場に顔を出す学生生活を送っ

らないようにインターンシップを通して早くから

ているか、確認の仕方はなかなか難しいとは思い

業界や企業を知り、自分に合う企業を見極めるこ

ますが、「今のうちにいろんな経験をした方がい

とが必要です。納得のいく就職活動を行うために

いんじゃない」と普段のコミュニケーションの中

はしっかりとした下調べをして職業選択をしなけ

でお話いただくと良いのではないかと思います。

ればいけません。また、インターンシップに参加
している方ほど内定率が高いデータもあります。

就職活動 NG マナー

内定はもちろんのこと、自身に合った社会人生活

次に「就職活動のマナー面」に関してお話させ

をスタートするためにも、早めからの準備を行う

ていただきます。まずはよくある NG 例も挙げさ

といった意味合いで、インターンシップへの参加

せていただければと思います。まずはメールのマ

が現在の就職活動では重要といわれています。

ナーです。今の就職活動では企業とメールでやり

学生にとってインターンシップが自身の成長や

とりすることも増えていますが、それに伴いメー

将来の選択に大きく寄与するという視点でここま

ルでのマナーに苦労している学生が非常に多い。

でお話をしましたが、企業の考えに目を移すと「イ

社会人のマナーですと「宛名を記載する」「署名

ンターンシップに参加した学生を、そのまま選考

をつける」「最初に挨拶や名乗ることが必要」な

に進めたい、採用したい」という思惑が強いので、

どのことが挙げられますが、必要性が理解できて

インターンシップ参加の学生に優先的に説明会の

いない人も多いと感じます。なぜなら今の学生は

案内をしたり、選考時、ある程度の優遇をする企

L I NE 世代だからです。そもそもメールアカウン

業も出てきています。早い段階から「この業界、

トを持っていない学生もいる。アカウントを持っ

この企業にいきたい」と定めている方は、誤解を

ていてもほとんどが L I NE でのコミュニケーショ

恐れずにいえば「就職への近道」になるという状

ンです。ショートメッセージやスタンプ等でニュ

況ですので、そういう点も頭に置いていただけれ

アンスを伝えることに慣れている学生たちは形式

ばと思います。

ぶったメールを打つことに就活のタイミングで初

ここまで３年生に関してのお話でしたが、１年

めて取り組む学生も少なくないのです。保護者の

生、２年生のうちに何をしておけばいいか気にさ

皆様にも基本的なメールの送り方などレクチャー
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いただけますと幸いです。次に電話のマナーです。
電話に関しても慣れていない学生が少なくありま
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Ｕターン就職の情報収集に関して

せん。
「明日のセミナー、キャンセルしたい」と

次に地元に帰ってきて就職活動をする、いわゆ

名乗りなく突然要件を伝える方もいらっしゃいま

るＵターン就職の情報収集に関してお話させてい

す。電話の際は「名前を名乗ること」、「担当者を

ただきます。Ｕターン就職に関して就活生はどの

呼び出すこと」、「要件を事前に整理して連絡する

ようなところで情報を得ているか、主なものをい

こと」などをフォローいただければと思います。

くつか挙げさせていただきます。１つ目は就職情

他にも「TPO をわきまえる」
「時間帯を考えよう」

報サイトです。弊社でも今後、「マイナビ2021」

「メモをしっかりとろう」
「マナーに気をつけましょ

上で「エリアナビ」という各エリア毎の就職情報

う」などがありますが、これらのことは「マナー

の特集が公開予定となります。また「マイナビ

ガイドブック」やインターネットで簡単に確認で

2021」に「休暇中の連絡先」「希望の勤務地」を

きるはずです。社会人とのやりとりが始まる大学

登録すると、入力した条件に合わせた連絡がくる

３年生になった時、マナーガイドブックを一冊買っ

ようになります。もちろんナビサイト上で自ら探

て送っていただくことも良いかもしれません。
「マ

すことも可能です。広島で就職したいのであれば

ナーが必要なんだな」という意識をお子様に促す

広島県の主要な産業についてしっかり調べておく

ことが重要と考えますので、是非ご参考ください。

こと、各企業の採用人数がどのくらいか、採用予

学内の就職ガイダンス、また弊社でも学生に対し

定があるかどうかの検討が必要です。都会で就職

て「マナー講座」を実施しています。ガイダンス

するとなれば、業種、職種を問わずとも選択肢は

にしっかり出るようにとお伝えいただければ、そ

広くて、いくらでもあるのですが、広島、山口、

の時々で必要な情報をお伝えできますので、そち

島根になると、ある程度、産業が限定される部分

らに関してもお伝えいただけますと幸いです。

がありますので、「自分がやりたいこと」と「地

最後に面接のマナーについてです。面接のマナー

元で働きたいこと」のどちらを優先するかによっ

に関しては経験や慣れが非常に大きいと考えます。

て、ある種、妥協することも出てくるかもしれま

大学でも個別に模擬面接の指導をキャリアセンター

せん。保護者の皆様からのご意見もお伝えいただ

でされているかと思いますが、親御さんと練習と

ければと思います。Ｕターン就職するための情報

いう形でも良いのではと私は思います。実際に練

源を地域ごとに自治体などが設けているものもあ

習してみないと自身の癖や改善点などなかなか気

りますのでインターネット等でも調べていただけ

づきにくいのです。企業側の立場からすると30分、

ればと思います。

１時間の面接で判断せざるをえない事情もありま

活動の課題となっているのが、京都にいて地元

す。せっかくの面接の機会、普段の実力をしっか

の企業の説明会などに参加することです。移動の

り発揮できる環境を整えることが重要です。是非

時間や交通費が負担になってなかなかできないと

本番前に、
お子様と顔を合わせる機会があれば「面

いう学生もいます。それらの課題を払拭するため

接があると思うからチェックしてみようか」とコ

に、今弊社が力をいれているのが WEB 説明会です。

ミュニケーションをとっていただくことがよいの

企業を集めてマイナビ上で、WEB 合同説明会を

ではないでしょうか。企業の人事、採用に携わっ

実施しています。「マイナビで、こういうものが

ている方がいらっしゃいましたら「ちょっと面接

あるらしいよ」とおすすめいただけますと幸いで

練習してあげるよ。やってみようよ」といってあ

す。

げるとお子様にとって良い練習機会となります。

最後にＵターン就職で学生が困ることに関して
ですが、交通費、情報源、スケジュール管理が主
な課題かと思います。保護者の皆様からは先ほど
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の Web 説明会などのような情報源を伝えていた

のですが、より自分に適した生き方を選択するた

だいたり、交通費を支援していただくことをお願

めにも、今、保護者の皆様からお伝えいただけれ

いしております。また、地元紙に載っている企業

ばと思います。社会人の先輩として社会のことを

情報を送ってあげるなども良いかもしれません。

教えてあげてください。

いずれにせよ是非早めにお子様がどのような働き

他には先ほど交通費の話は触れましたが金銭面

方を望んでいるかなどすり合わせをしていただき

のサポートです。交通費やスーツ代、その他諸々

たいと思っています。「戻ってきてほしい」と思

合わせて10～20万円ほど掛かるといわれています。

われている保護者の方もいらっしゃると思います

また、お子様の１番のサポーターとして心の支え

が、あまりにも干渉する形になると反発を招いて

となっていただきたいと思います。就職活動も浮

しまうこともありますので、お子様の意思を確認

き沈みがあるので「通過した」ということで気分

していただくことをおすすめ致します。その際に

が上がることもあれば、「落ちた」と気分が下が

「地元での働き方の魅力」などは情報としてお伝

ることもあります。そのあたりのサポートをして

えいただいても良いのではないでしょうか。１年

いただくことが親御さんならではの役割だと思い

生、２年生の保護者の皆様も、学生の価値観も学

ます。就職活動が進むと、次第に友だちとコミュ

生生活を送る中で変わってきますので、その都度、

ニケーションをとらなくなっていく方もいます。
「あ

将来のお話やお子様の考えを聞いてみてください。

の子は内定が出ているらしい、私はまだ」という

ご家族に求められる支援
最後に保護者の皆様、ご家族の皆様に求められ
るご支援に関してお話をさせていただきます。学

ことで相談できなくなるのです。味方になれるの
は親御さんで、１番のサポーターでいていただく
ことを期待します。
保護者としてできる支援をお話してきましたが、

生の就職活動において保護者の皆様の影響力が非

次に「保護者として、してはいけないこと」に関

常に大きいことがデータであらわれています。

してお話しします。まずは「お子様を就職活動か

2019年卒業の学生に「就職活動の意思決定時に誰

ら逃げさせない」です。「そんなに大変なら就職

の助言や意見を参考にしたか」というアンケート

しなくても、あなた一人くらいは養っていける」

をとったところ、父親・母親の項目がトップで

という言葉はお子様を就職活動から逃げさせてし

62.9％でした。今、親御さんの意見を参考にする

まうきっかけになるかもしれません。私も子供が

学生が非常に多いのです。その結果をプラスに捉

おりますので気持ちはわかりますが、「今が、が

えて、どんどん「社会人とは」というお話をお子

んばりところだ」と常にお伝えください。次に「過

様にしていただきたいと思います。当たり前とい

干渉にならないこと」。丁度いい距離感でサポー

えば当たり前ですが、お金を稼ぐこと、ビジネス

トすることが重要です。説明会の予約の電話を親

に対して漠然とした理解しかない学生が非常に多

御さんがしてしまう、また、説明会に一緒に参加

い。大人になったら、生きていくためにどれだけ

されていたケースも過去にありました。就職活動

お金がかかるか、特に最近では年金の話で老後

は自分の将来を決める貴重な機会となりますので、

2,000万円貯蓄が必要という話題もありました。

まずはお子様ご自身で選択させること、お子様の

お金の必要性についてイメージしていく必要があ

背中を押すようなご支援をしていただければと思

ります。経済学部生なので比較的理解度は高いと

います。最後に「価値観の強要、選択肢の制限」。

思いますが、仕事選びの段階で、ボランティア感

今は移り変わりが激しい世の中です。大きく様変

覚で仕事を選んでいる学生もいます。お金を生み

わりしていますので「そんな名前の知らない会社」

出す、利益を生むことより、人の役に立ちたい、

などとお子様にいうことは控えていただければと

人助けをしたい、それももちろん間違いではない

思います。どんどん新しい会社ができているわけ
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ですから「いっしょにその会社がどういう会社か

話をしていただければ嬉しく思います。関西には

調べてみよう」というスタンスで、いきなり撥ね

私と同じように学生をサポートしている社員が多

つけるようなことはないようにしてください。

数おりますので同志社大学の学生の就職活動をこ

現在の就職活動の中、特に「業界研究講座」で、

れからもサポートしてまいります。どうぞよろし

「視野を、できるだけ広くしましょう」と学生に

くお願い致します。本日はありがとうございまし

伝えています。大手企業や名前を知っている会社

た。

に人気が集中しがちですが、それによって視野が
狭くなり、競争率が高く、うまくいかなかったと
いうこともあります。社会人の先輩として実際に

お問い合わせ先



株式会社マイナビ

働かれている上で関わりのある企業のご紹介など、

就職情報事業本部

様々な角度からお子様を支援する方法があるかも

西日本統括部

しれません。是非お子様に新たな視点を与えてい

大阪キャリアサポート１課

ただければと思います。

企画広報統括本部

関西ブロック

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町４番20号

以上で私からは終了させていただきます。本日
をきっかけにお子様と就職活動、将来についてお
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タワーＡ30階

FAX：06-4802-1384

8

2019. 7. 6 父母会／広島会場

講演
Lecture

広島県へのＵターン就職について
的場 美華（広島県商工労働局雇用労働政策課）

広島県雇用労働政策課の的場と申します。私か

る企業が増えることも予想されます。経済情勢の

らは広島県、行政として県外に進学している学生

先行きが不透明な中で、都市圏の企業だけでなく

にどのような情報を届けているかについて、また

地元である広島の企業も就職先候補の一つとして

広島の企業を知っていただく機会として、県が開

早い時期から知っていただくことが、お子様の将

催しているイベントなどのご案内をさせていただ

来の選択肢の幅を広げることになると考えていま

きます。

す。

同志社大学と広島県はＵターン就職についての
「就職支援協定」を2014年６月から締結しており

広島県のＵターン就職支援の取り組みについて

広島県出身学生のＵターン就職について、様々な

お子様が就職活動をされる際、経済情勢や採用

事業にご協力をいただいております。本日のこう

動向を踏まえて、都市圏か地元か、具体的な候補

いった機会も踏まえて、より一層、県と大学が協

企業をイメージできれば比較もしやすいかと思い

力をしながら、学生のＵターン就職支援に取り組

ます。大学生の早い時期から地元の企業を知って

んでまいりたいと思っております。

おいてもらいたいということで、広島県ではＵター

広島県内の新卒学生の採用動向について
広島県内の新卒学生の採用動向ですが、全国と
同様、広島県も売り手市場の状況が続いており、
今春卒業した広島県内の大学生の内定率は96.1％、

ン就職支援の取り組みとして、企業を知っていた
だくための情報発信やイベントを開催しておりま
す。本日は、県内企業を知る方法として、４つご
紹介をさせていただきます。
１つ目は「ひろしま就活応援サイト Go ! ひろし

過去最高の水準となっております。正社員の有効

ま」です。県が運営している就活ウェブサイトで

求人数も増加傾向が続いています。こちらの数値

広島県内にいなくとも企業の情報を知ることがで

は、平成20年に起こったリーマンショック以前の

きたり、東京や大阪等で開催する就活関連イベン

水準を超えていまして、県内企業の採用意欲が非

トなどをご案内しています。また、県では就活に

常に高まっていることが伺えます。先日、新聞報

関するメールマガジンを発行しており、こちらに

道でもありました通り、広島県の「有効求人倍率」

ご登録いただきますと、イベント開催情報等を優

が４月に全国一となりました。これまで東京都を

先的にご案内させていただいております。学生様

超えて都道府県が全国一になったことはなかった

だけでなく保護者の方もご登録可能ですので、ぜ

のですが、５月の有効求人倍率も全国一と、２ヶ

ひこの機会にご登録をお願いしたいと思います。

月連続の全国一で、広島県は人手不足の状況が続

２つ目は、大学１、２年生向けのイベント「サ

いています。

マーワークショップ『広島部』」です。就職活動

こういった状況を背景に、中国地方の主要企業

が早期化する中で、地元の企業を知る機会が減っ

では、依然採用意欲が高い傾向がみられますが、

ているのではないかということで、大学低学年次

今後の経済動向によっては、採用拡大に慎重にな

である１、２年生を対象とし、夏休みの帰省時に
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地元の企業や広島のライフスタイルの魅力を発見

れまでご紹介したようなイベントのご案内や広島

することができるワークショップを開催していま

県企業の情報、その他の有益な情報を「ひろしま

す。同志社大学の学生様には毎年、ご参加いただ

就活応援サイト Go ! ひろしま」のメールマガジン

いておりまして、昨年は４名のご参加がありまし

で発信しておりますので、保護者の皆様にもご登

た。
このイベントは今年で４年目で、ワークショッ

録いただき、お子様へご案内いただければと思っ

プに参加した企業に興味をもち、今年その企業に

ております。メールマガジンは、「ひろしま就活

就職した学生もいます。また、参加した学生が広

応援サイト Go ! ひろしま」のウェブサイトからご

島県の職員と話す中で、「公務員になりたい」と

登録いただくことも可能ですが、お手元のカード

志望し広島県庁に就職した学生もいらっしゃいま

にご記入いただき、お渡しいただきますと登録手

した。現在、参加学生を募集中ですので、ぜひご

続をさせていただきますので、ご希望の方はご記

参加をいただければと思います。

入をお願いいたします。

３つ目は「広島おとな会議」です。例年、60～
70人くらいの学生様が集まる人気企画となってお

広島県からのお話は以上になります。ご静聴あ
りがとうございました。

り、関西にいながら広島県企業の人事採用担当な
どの先輩社員と、ざっくばらんに話すことができ



るイベントで、10月に大阪市内で開催します。就

広島県

活直前の３年生だけでなく、全学年が参加できる

〒730-8511 広島市中区基町10-52

イベントとなっています。

TEL

082-513-3425（ダイヤルイン）

FAX

082-222-5521

４つ目は、広島県大阪情報センターです。県で

商工労働局

雇用労働政策課

は関西・中部地区における広島の情報発信拠点と

E-Ma i l

して、大阪の梅田に事務所を設置しています。こ

ＨＰ①ひろしま就活応援サイト「Go! ひろしま」

koyosoku＠pref. h i rosh i ma .jp

ちらでは、広島県企業の説明会を開催したり、

https://www. pref. h i rosh i ma . lg .jp/site/

U I J ターンを考えている方を対象に専任の就職ア

h i rosh i ma-u i j/

ドバイザーと相談できる窓口を設置しています。
広島での就職について悩んでいることを相談して
いただければ、きめ細かな相談対応をさせていた

②広島県のトップページ
https://www. pref. h i rosh i ma . lg .jp/
③広島県雇用労働政策課のページ

だいておりますので、こちらの施設もぜひご活用

https://www. pref. h i rosh i ma . lg .jp/

いただければと思っております。

sosh i k i /68/

最後にメールマガジンご登録のお願いです。こ
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講演
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就職を取り巻く環境変化と支援の在り方
～学生／企業への影響を理解し、有意義なサポートを考える
木下 哲夫（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）

本日は就職環境についてデータを交えてお伝え
させていただきます。

就活生を取り巻く環境の変化
現在と1980年代の状況を対比してみます。大学
進学率は1981年で25％、高校を卒業して４人に１
人が大学へ進学していました。しかし、2017年は
52.6％で２人に１人は大学に進学しています。

日本の経済成長率の変化

資料請求をしていました。これが今、スマートフォ
ンで完結する時代になっています。就活生はアプ
リをダウンロードし、登録をすると企業情報を見
ることができ、採用説明会の日程を検索できます。
アプリ内のツールを活用して、自己分析を行うこ
ともできます。
これから就職活動本番を迎える学生にとってポ
イントは視野を広げることです。学生は B to C
の企業に興味をもつ傾向があります。しかし B to
B の企業の方が圧倒的に数が多く、隠れた優良企

1970年代の高度経済成長期に比べて1990年代は

業や世界に誇る技術をもつ企業もたくさんありま

平均4.2％の経済成長率でしたが、2004年～2016

す。知っている企業だけに応募するのではなく、

年度の平均値では0.78％と鈍化してきています。

視野を広げて自分の興味はどこにあるかを探すこ

就職先の業界にも変化があります。ものづくり産

とが重要かと思います。

業で成長してきた日本で、大学生の就職先は製造
業が中心でした。しかし最近ではその割合は少な

学生との接し方

くなり、サービス業に従事する学生が増えていま

学生は悩みながら就職活動をしています。その

す。日本の産業構造や人口構成が大きく変わって

ような時、ご両親や周りの方々からアドバイスを

きています。

もらい、前向きに就職活動と向き合うことができ

大卒求人倍率

るかがポイントとなります。キャリアセンターは
就職活動に関する情報が充実しており、支援体制

リクルートワークス研究所の「ワークス大卒求

が確立していますので「キャリアセンターに相談

人倍率調査（2020年卒）」によると、2020年卒学生

してみたら」とお話ししていただくのがよいかと

の求人倍率は1.83倍。従業員規模によって求人倍

思います。

率は異なります。従業員5,000名以上の企業の求

学生を対象としたアンケートで、保護者の方と

人倍率は0.42倍、従業員300名未満の企業だと8.62

の関わりについて聞いた内容を紹介します。
「嫌だっ

倍です。業種によっても求人倍率は異なります。

たこと」は「就活の事情をわかっていないのに意

就職活動の進め方

見されてしまった」「自分の気持ちをないがしろ
にされてしまったことが辛い」という声が出てい

現在の就職活動はスマホでほぼ完結する時代で

ます。「自分の時はこうだった」「○○ちゃんは内

す。過去の就職活動は、学生のもとに企業の求人

定出たみたいだけど、あなたはどうなの」といわ

を集めた情報誌が届き、一社一社へハガキを送り

れて「悲しい」と思うことも多いようです。どの
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就職を取り巻く環境変化と支援の在り方

強み、持ち味と向き合うことが就職活動の大きな
ポイントだと思います。過去を振り返りながら「自
分はどんな時にがんばれるのか」「どんな成功体
験があったか」を紐解いていきますが、自分がわ
かっている範囲でしか言語化できないのが実態か
と思います。そのような時、身近で見ている親御
さんが「あなたのこういうところが強みではない
か。こういう時にがんばっていたよね」と持ち味
を言語化する支援をいただくのも有効です。
現状の就職環境と保護者の方のかかわりについ
ようなツールで、どのようなスケジュールで就職

てお話しさせていただきました。一つでもお役に

活動をしているのか。どのような軸で企業を見て

立てる情報があれば幸いでございます。ご静聴あ

いるのか、まずは寄り添ってお聞きいただければ

りがとうございました。

と思います。
「うれしかったこと」は金銭的支援
ももちろんですが、
「自分のことをわかってくれた」

お問い合わせ先



ということも非常に大きく心に残っています。
「見

株式会社リクルートキャリア

守り、現状を理解してくれて、その上で背中を押

新卒メディア営業本部

してくれたことが本当にうれしい」ということで

大学支援推進部

はないかと思います。

木下 哲夫（きのした てつお）

就職活動はお金もかかります。交通費を抑えな
いといけないので、泣く泣く面接や説明会に行く
ことを諦めたという学生もいます。学生がお金の
ことを考えながら就職活動をしていることも事実
です。就職活動本番という時には金銭面の部分で
「大丈夫か」と一声かけていただくことも学生の
安心材料になるのではないかと思います。自分の
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就職市場の実態と就職活動 NG マナー
田上 潤平（株式会社マイナビ副編集長）

こんにちは。株式会社マイナビの田上と申しま

企業は採用活動を行なっていますので、企業説明

す。
本日は
「就職市場の実態と就職活動 NG マナー」

会を３月１日に開催し、６月１日以降に面接を行

をテーマにお話をさせていただきます。

ないます。そして、今から３月の就職活動スター

「マイナビ」は就職情報サイトを運営しており、
私は普段学生の就職活動のサポートを業務にして

トまでにインターンシップが設けられていること
も現在の就職活動の特徴となっています。

おります。私自身は今年２月より名古屋に着任し

しかし、ここまでは「ルール」のお話です。経

まして、以前は北陸エリア、その前は神奈川県仕

団連に加盟している企業は約1,400社。日本の企

事をしておりました。現在は中部ブロックのブロッ

業のほんの一部しか加盟していません。また、経

ク長を務めており、新潟県から静岡県まで10県を

団連が定めるルールは罰則がありませんので、現

担当しています。本日は普段、学生向けにお話を

在の就職活動では「ルール」と「実態」がやや異

させていただいている内容も織りまぜながらお話

なります。例えば、ルールでは面接開始時期が６

を致します。全体的な今の就職情報を皆様に把握

月に定められていますが、実態は３月から面接を

していただくことと同時に学生向けのアドバイス

行なっている企業が大半です。人手不足で売り手

もお話させていただきますので、お子様との就職

市場の環境ですので企業としては早く面接して学

についての会話の参考にしていただければと思っ

生を囲い込みたいとの思惑が強く、経団連に加盟

ております。

している一部の企業だけが６月１日解禁を守って

スケジュールとインターンシップ

いますが、全体の４割近い企業が３月の時点で面
接を開始していることが実態としてあります。ま

まずはじめに「スケジュールとインターンシッ

た、決して数は多くありませんが、就職活動解禁

プ」についてお話をさせていただきます。就職活

日となる３月以前にも選考を開始している企業も

動のスケジュールに関してですが、経団連が就職

出てきていることも実態の一つとなります。

活動の指針、採用活動の指針を企業に向けて発表

既にご存知の方もいらっしゃることと思います

し、それに即して私たち就職情報会社も就職サイ

が、昨今、報道に取り上げられているように就職

トをオープンするタイミング、就職活動のイベン

活動のスケジュールは見直しの時期に入っていま

トを開催するタイミングを決めています。スケ

して、昨年秋に経団連が「ルールを撤廃する」と

ジュールの中では大きなポイントが２つあります。

発表しました。ルールがなくなるという報道に驚

１つ目は大学３年生、大学院１年生の３月１日が

きましたが、突然ルールがなくなることは学生も

「就職活動解禁日」。この日に就職情報サイト「マ

企業も困るということで３年生に関しては４年生

イナビ」などの就職情報サイトがグランドオープ

と同じスケジュールで進んでいくと政府よりお達

ンして実際の就職活動が開始となります。２つ目

しがありました。来年以降就職活動を迎えられる

が６月１日、
「企業面接の解禁日」と定められて

１年生、２年生に関しては現段階では不透明な状

いることです。基本的にはこのルールにあわせて、

況です。しばらくは報道を見守っていただき、
「あ
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なたの就職活動はこうなるらしい」と保護者の皆

てきたか。どう学生生活を送ってきたか。どうい

様からお子様にお伝えいただければと思います。

う考えが身についたか」ということからしか質問

同志社大学でも年間を通して学生に向けた就職ガ

に対する答えは出てきませんので、学生を指導す

イダンスが行なわれていますので、そこにしっか

る時には「３年生、４年生になった段階で、しっ

り参加をしていれば、知るべき情報が得られます

かり自分の言葉で話せるように学生生活を送りま

のでそちらの参加に関してもお伝えいただけます

しょう」とメッセージを伝えています。就職活動

と幸いです。

本番では「自己 P R」「志望動機」を伝えられるこ

現在の就職活動の形式に関して少し触れさせて

とが採用選考の主なポイントになります。「私は

いただきますと、マイナビのような就職サイトを

こういう考えをもっています」「こういう経験を

中心に活動が展開されます。サイト登録は無料で、

してきました」という自己理解、そして「こんな

利用も無料です。１年生、２年生が登録していた

仕事がしたい、こんな働き方をしたい。だから御

だく分にも問題はありません。早く就職活動につ

社に入社したい」ということを伝えるための仕事

いて情報を知りたい場合はご利用いただければと

理解を深め、「自己 P R」と「志望動機」のレベル

思います。保護者の皆様の世代の就職活動と違う

を高める準備を３月までに進めていることが今の

点はある程度のことが We b 上で完結するように

時期必要となります。

なっています。エントリーシートも We b で提出

ここで改めて、現在の就職活動のスケジュール

する機会が多く、パソコンやスマホを使って We b

に関して詳細をお伝えさせていただきたいと思い

上で面接する企業も出てきています。採用担当者

ます。現在の就職活動は「短期決戦」と表現され

とテレビ電話のような面接もあれば、エントリー

ます。３月解禁と同時に企業説明会に参加し、エ

のステップで動画で P R を撮影し提出するような

ントリーシートを提出し、筆記試験を受験、そし

形も出てきております。また、今後は A I を使う

て面接も開始される。ゴールデンウイーク前には

面接も増加していくことが予想されます。A I が

多くの学生が内々定をとる、そのように短い期間

質問を行い、学生の回答に一貫性があるか判断し

で完結してしまうことが今のスケジュールの特徴

ていくことになっていくでしょう。このように

です。短期決戦では学生からすると企業を知る期

We b や A I が就職活動に導入される背景としまし

間が短い、企業にとっても自社を理解してもらう

ては、短い期間で就職活動が行なわれている状況

時間が少なく、自社にマッチする学生を短時間で

なので効率を重視しており、また首都圏以外の学

見極めなければならないというデメリットがあり

生が何度も東京に来る負担を減らす配慮の意味も

ます。それらの欠点を補完するように学生にとっ

あって、そのようなことが一般化しているという

ての職場体験であるインターンシップを実施する

状況です。

企業が非常に増加してきています。学生と企業が

大学３生生は今まさに就職活動の準備期間に突

互いを理解する機会となっているのです。私が学

入しています。自己分析、筆記試験対策、業界研

生だった時、インターンシップはごく一部の学生

究などの準備にとりかかっている時期となります。

が参加するものでした。しかし、今は就活生の８

就職活動選考では「大学時代どのようなことに力

割が夏、秋、冬で少なくとも１回はインターンシッ

を入れてきましたか」、「あなたはどのような人間

プに参加していると弊社の調査で明らかとなって

ですか」などの質問が面接で問われます。このよ

います。１年生、２年生からも参加可能なインター

うな質問に対して明確に自分を表さないといけな

ンシップも増えてきていますので、是非自分のこ

いのです。高校時代の勉強と大学時代の勉強の違

とを理解する、企業のことを理解する場としてイ

いに近いかもしれませんが、明確に答えが決まっ

ンターンシップへの参加を促していただければと

ていて点数を測るのではなく、
「自分がどう生き

思います。
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インターンシップへ参加することが当たり前に

インターンシップ参加の学生に優先的に説明会の

なりつつある現在の就職活動では「学生の二極化」

案内をされたり、選考時、ある程度の優遇をする

が進行しています。さきほど、「当たり前になり

企業も出てきています。早い段階から「この業界、

つつある」と申し上げました通り、大半の学生が

この企業にいきたい」と定めている方は、誤解を

インターンシップに参加している一方、インター

恐れずにいえば「就職への近道」になるという状

ンシップに全く参加しない学生もいるわけです。

況ですので、そういう点も頭に置いていただけれ

インターンシップを活用し、準備を進めている学

ばと思います。

生は複数社内定がとれるのですが、全く参加しな

ここまで３年生に関してのお話でしたが、１年

かった、出遅れた学生は内定が全くとれない、そ

生、２年生のうちに何をしておけばいいか気にさ

のような二極化が進んでいます。後者は世の中に

れる親御さんもいらっしゃると思います。お子様

どのような会社があるか理解ができていない状態

に是非アドバイスしていただきたいことは、就職

で就職活動に突入し、準備ができていない状態で

活動の準備期間と捉え、１年生、２年生の間に様々

面接に進まないといけません。その結果、苦戦し

な経験を積んでほしいということです。１年生、

てしまいます。しかしながらインターンシップに

２年生のスケジュールに関してはまだ未確定な部

参加していない学生でも要領の良い学生、売り手

分が多くありますが、今後どのようなスケジュー

市場ゆえに企業の採用意欲も高いので内定を取れ

ルになったとしても、学生の間にいろいろなこと

るケースがあります。内定を就職活動のゴールと

を経験した学生はどのような環境においても強い

定めたらそれでも良いのですが、その先、何十年

と考えます。３年生になって体験するのは時間的

も働く会社なので安易な選択で入社はできません

にも難しくなりますので、是非今のうちから精力

よね。内定を持っている段階で、「この会社で入

的に動いて欲しい。そして、理想をいえば、同志

社してよいのだろうか」と内定を辞退し、１から

社大学のテリトリー以外で活動をしっかりしてい

就職活動を始める学生もいます。入社してすぐ一

ただきたいと、個人的には思います。社会に出る

カ月以内、二カ月以内に「この会社じゃないな」

と同じテリトリー内だけで仕事をすることはほと

と辞めてしまう学生もいます。いわゆるミスマッ

んどありません。他部署や他社、取引先などなど、

チです。そうならないようにインターンシップを

いろいろな人と関わりながら仕事をしていきます

通して早くから業界や企業を知り、自分に合う企

ので、今のうちに考え方が違う学生同士で交流を

業を見極めることが必要です。納得のいく就職活

増やしたり、海外への留学で外国の文化に触れる

動を行うためにはしっかりとした下調べをして職

ことがおすすめの一つです。また学生のうちに社

業選択をしなければいけません。また、インター

会人と触れる機会を増やすこと、アルバイト先の

ンシップに参加している方ほど内定率が高いデー

バイト仲間ではなく、店長や社員と話すことで社

タもあります。
内定はもちろんのこと、自身に合っ

会人の考え方を知ることも必要です。そして最後

た社会人生活をスタートするためにも、早めから

に、自分なりの意見をしっかりと持つこと、考え

の準備を行うといった意味合いで、インターンシッ

ること。「なんとなく」という言葉が、学生から

プへの参加が現在の就職活動では重要といわれて

よく出ますが、社会では「なんとなく」が、一切

います。

通用しなくなります。「なんで」という根拠が必

学生にとってインターンシップが自身の成長や

要になってきますので、学生のうちから身の回り

将来の選択に大きく寄与するという視点でここま

で起こることに関して自分なりに考え、自分なり

でお話をしましたが、企業の考えに目を移すと「イ

の意見を持って欲しいと思います。

ンターンシップに参加した学生を、そのまま選考

前述した通り、就職活動では「大学時代どのよ

に進めたい、採用したい」という思惑が強いので

うなことに力を入れてきましたか」、「あなたはど
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のような人間ですか」などの質問が問われます。

のやりとりが始まる大学３年生になった時、マナー

１年生、２年生のうちからしっかりと自分の意見

ガイドブックを一冊買って送っていただくことも

をもつ、目的意識を持って行動することを日々の

良いかもしれません。「マナーが必要なんだな」

学生生活の中で習慣づけていただくことで就職活

という意識をお子様に促すことが重要と考えます

動の際に話す準備が自然とできてくるのではない

ので、是非ご参考ください。学内の就職ガイダン

でしょうか。確認の仕方はなかなか難しいとは思

ス、また弊社でも学生に対して「マナー講座」を

うのですが、
「今のうちにいろんな経験をした方

実施しています。ガイダンスにしっかり出るよう

がいいんじゃない」と普段のコミュニケーション

にとお伝えいただければ、その時々で必要な情報

の中でお話いただくと良いのではないかと思いま

をお伝えできますので、そちらに関してもお伝え

す。

いただけますと幸いです。

就職活動 NG マナー

最後に面接のマナーについてですが、面接のマ
ナーに関しては経験や慣れが非常に大きいと考え

次に「就職活動のマナー面」に関してお話させ

ます。大学でも個別に模擬面接の指導をキャリア

ていただきます。まずはメールのマナーです。今

センターでされているかと思いますが、親御さん

の就職活動では企業とメールでやりとりすること

と練習という形でも良いのではと私は思います。

も増えていますが、それに伴いメールでのマナー

実際に練習してみないと自身の癖や改善点などな

に苦労している学生が非常に多い。社会人のマナー

かなか気づきにくいです。企業側の立場からする

ですと「宛名を記載する」「署名をつける」「最初

と30分、１時間の面接で判断せざるをえない事情

に挨拶や名乗ることが必要」などのことが挙げら

もあります。せっかくの面接の機会、普段の実力

れますが、必要性が理解できていない学生が多い

をしっかり発揮できる環境を整えることが重要で

と感じます。なぜなら今の学生はメインのコミュ

す。是非本番前に、お子様と顔を合わせる機会が

ニケーションツールが L I N E だからです。メール

あれば「面接があると思うからチェックしてみよ

アカウントを持っていない学生もたくさんいます。

うか」とコミュニケーションをとっていただくこ

ショートメッセージやスタンプ等でニュアンスを

とがよいのではないでしょうか。企業の人事、採

伝えることに慣れている学生たちは形式ぶったメー

用に携わっている方がいらっしゃいましたら

ルを打つことに就活のタイミングで初めて取り組

「ちょっと面接練習してあげるよ。やってみよう

む学生も少なくないのです。保護者の皆様にも基

よ」といってあげるとお子様にとって良い練習機

本的なメールの送り方などレクチャーいただけま

会となるはずです。

すと幸いです。
次に電話のマナーです。電話に関しても慣れて
いない学生が少なくありません。
「明日のセミナー、
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Ｕターン就職の情報収集に関して
次に地元に帰ってきて就職活動をする、Ｕター

キャンセルしたい」と名乗りなく突然要件を伝え

ン就職の情報収集に関してお話させていただきま

る方もいらっしゃいます。電話の際は、「名前を

す。マイナビなどの就職情報サイトには「エリア

名乗ること」
、「担当者を呼び出すこと」、「要件を

の特集」ページが公開されております。マイナビ

事前に整理して連絡すること」などをフォローい

では「エリアナビ」、「地域密着型の特集記事」な

ただければと思います。他にも「T PO をわきまえ

どのコンテンツを配信しながら、可能な限り、

る」
「時間帯を考えよう」
「メモをしっかりとろう」

We b 上で情報を収集してもらえるようにしてい

「マナーに気をつけましょう」などがありますが、

ます。またマイナビの登録情報の中に休暇中の連

これらのことは「マナーガイドブック」やインター

絡先や希望勤務地を入れていただくことで地元企

ネットで簡単に確認できると思います。社会人と

業の情報も配信することができますので、お子様
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に是非お伝えください。また、就職情報サイトだ

の助言や意見を参考にしたか？」というアンケー

けではなく、U I ターンのセンター等、自治体関

トをとったところ、父親・母親の項目がトップで

係をうまく使っていただくことも情報収集の１つ

62.9％でした。今、親御さんの意見を参考にする

となります。そして We b だけではなく、弊社も

学生が非常に多いのです。その結果をプラスに捉

開催している合同企業説明会などに参加すること

えて、どんどん「社会人とは」というお話をお子

もおすすめです。合同企業説明会を活用していた

様にしていただきたいと思います。当たり前とい

だくと１日で多くの企業の話が聞けます。また弊

えば当たり前ですが、お金を稼ぐこと、ビジネス

社は企業を集めてマイナビ上で、W E B 合同説明

に対して漠然とした理解しかない学生が非常に多

会を実施しています。京都にいても愛知の企業の

い。大人になったら、生きていくためにどれだけ

説明をスマートフォン上で視聴することもできま

お金がかかるか、特に最近では年金の話で老後

すので、
「マイナビで、こういうものがあるらし

2,000万円貯蓄が必要という話題もありました。

いよ」とご案内いただけますと幸いです。

お金の必要性についてイメージしていく必要があ

Ｕターン就職で学生が困ることを挙げさせてい

ります。経済学部生なので比較的理解度は高いと

ただきます。まず、交通費に関して早めに相談を

思いますが、仕事選びの段階で、ボランティア感

しておいていただきたい。新幹線移動、飛行機移

覚で仕事を選んでいる学生もいます。お金を生み

動となると高額となります。私は広島出身ですの

出す、利益を生むことより、人の役に立ちたい、

で就職活動の際は、毎回飛行機で関東に行ってい

人助けをしたい、それももちろん間違いではない

ました。それだけで30万円くらい必要になった記

のですが、より自分に適した生き方を選択するた

憶がございます。東京に行った際は５、６社回り、

めにも、今、保護者の皆様からお伝えいただけれ

その後カプセルホテルに泊まり、宿泊費を少しで

ばと思います。社会人の先輩として社会のことを

も浮かす、そのような努力もしていました。最終

教えてあげてください。

面接のみ交通費支給の企業も多くありますので、

他には先ほど交通費の話は触れましたが金銭面

それまでは実費になります。急に「ちょうだい」

のサポートとして、交通費やスーツ代、その他諸々

といわれても皆さんお困りになると思われますの

合わせて10～20万円ほど掛かるといわれています。

で早めにお子様と話をしておいていただきたいと

また、お子様の１番のサポーターとして心の支え

思います。

となっていただきたいと思っています。就職活動

京都との行き来が負担になることもありますの

も浮き沈みがあるので「通過した」ということで

で「愛知で就職したい」ということであれば実家

気分が上がることもあれば、「落ちた」と気分が

をうまく活用していただくことも必要です。春休

下がることもあります。そのあたりのサポートを

みになるとまとめて帰って、そこで就職活動する

していただくことが親御さんならではの役割では

学生も多くいます。お金の面ももちろんですが、

ないでしょうか。就職活動が進むと、次第に友だ

スケジュール管理に関しても力をお貸しいただき

ちとコミュニケーションをとらなくなっていく方

たいと思います。

もいます。「あの子は内定が出ているらしい、私

ご家族に求められる支援

はまだ」ということで相談できなくなるのです。
味方になれるのは親御さんで、１番のサポーター

最後に保護者の皆様、ご家族の皆様に求められ

でいていただきたいと思います。また、社会人の

るご支援に関してお話をさせていただきます。学

先輩としての助言もしてあげてください。お父さ

生の就職活動において保護者の皆様の影響力が非

ん、お母さんは自分の理想を子どもに話したいと

常に大きいことがデータであらわれています。

思われるかもしれませんが、今の目線で話すより

2019年卒業の学生に「就職活動の意思決定時に誰

は皆様が入社したての頃の気持ち、仕事内容を話
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してあげると良いのではないでしょうか。経験を
積めば積むほどいろんな考え方ができますが、そ
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ようにしていただきたいと思っています。
現在の就職活動の中、特に「業界研究講座」で、

れを伝えてもまだお子様は理解できませんので働

「視野を、できるだけ広くしましょう」と学生に

き始めた頃の話をしていただきたいと思います。

伝えています。大手企業や名前を知っている会社

保護者としてできる支援をお話してきましたが、

に人気が集中しがちですが、それによって視野が

次に「保護者として、してはいけないこと」に関

狭くなり、競争率が高く、うまくいかなかったと

してですが、まずは「お子様を就職活動から逃げ

いうこともあります。B to B 企業の中にもたく

させない」です。「そんなに大変なら就職しなく

さん優良企業がありますので社会人の先輩として

ても、あなた一人くらいは養っていける」という

実際に働かれている上で関わりのある企業のご紹

言葉はお子様を就職活動から逃げさせてしまうきっ

介などアドバイスをしていただければと思います。

かけになるかもしれません。私も子供がおります
ので気持ちはわかりますが、「今が、がんばりと

以上で私からは終了させていただきます。本日

ころだ」と常にお伝えいただきたい。次に「過干

をきっかけにお子様と就職活動、将来についてお

渉にならないこと」
。丁度いい距離感でサポート

話をしていただければ嬉しく思います。関西には

することが重要です。説明会の予約の電話を親御

私と同じように学生をサポートしている社員が多

さんがしてしまう、また、説明会に一緒に参加さ

数おりますので同志社大学の学生の就職活動をこ

れていたケースも過去にありました。就職活動は

れからもサポートしてまいります。どうぞよろし

自分の将来を決める貴重な機会となりますので、

くお願い致します。本日はありがとうございまし

まずはお子様ご自身で選択させること、お子様の

た。

背中を押すようなご支援をしていただければと思
います。最後に「価値観の強要、選択肢の制限」
です。今は移り変わりが激しい世の中です。大き



株式会社マイナビ

く様変わりしていますので「そんな名前の知らな

就職情報事業本部

い会社」などとお子様にいうことは控えてくださ

西日本統括部

い。
「大手だから安定する」という考え方も絶対

大阪キャリアサポート１課

に正しいものではないと思います。どんどん新し

企画広報統括本部

関西ブロック

〒530-0011

い会社ができているわけですから「いっしょにそ

大阪府大阪市北区大深町４番20号

の会社がどういう会社か調べてみよう」というス

グランフロント大阪

タンスで、いきなり撥ねつけるようなことはない
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学べるって幸せ
株式会社山田製油 代表取締役

山田 康一

みなさん、こんにちは。山田製油の山田です。京

とあかんなと思っています。桂、京都の西のはずれ

都の胡麻油屋ですが、山田製油を知っておられる方

で胡麻油をつくっていますが、京都市内の師匠格の

は、おられますでしょうか。今日は、中小企業の経

社長さんに、「山田君、上に上がっておいで。あん

営者としてお話をしていきたいと思います。私です

たも儲けたら市内で商売しよし」「うちも桂、市内

が、公立中学校を卒業し高校は私学にいきましたが、

なんやけどな」といわれますが、100年超えるまで

同志社とは違います。大学も別の大学で「同志社と

は黙っておこうと思っております。

関係ないやん」といわれますが、今、58歳ですが、

ということで、うちの祖父さんが胡麻油を始めま

53歳から同志社大学大学院ビジネス研究科に通い、

した。祖父さんと祖母さんが結婚しました。長野県

去年、修了させていただきました。山田製油、ラベ

諏訪の出身で、結婚した後、横浜に行ったのですが、

ルとか屋号の中にも入っているようにヘンコ、偏屈

そこで関東大震災にあって焼け出されました。そし

者なのです。

て、神戸の親戚を頼って行きました。「仕事をしな

会社の歴史や私の生きざまもお話しておいた方が

いとあかんな」ということで就職したのが今の阪急

「そやさかい、このおっさん、こんなことをいうと

電車、昔、新京阪といったらしいですが、電車の運

るんやな」とわかっていただけるかもしれませんの

転手の２期生として阪急電車に入りました。この時、

でお話します。胡麻油の会社で「世のため、人のた

京都まで線路が来てなかったのですが、「将来、京

めの食品づくり」を理念としています。始めたのは

都の方まで線路がいく。桂に車庫ができる」という

うちの祖父さんです。私で一応、三代目となってい

情報を聞いて「そこが始発や終点になる。車庫のあ

ます。一応というのは少しの間、休業しているので

たりに家を買うておいたらええやろ」と買ったのが

す。京都では三代目、四代目が非常に大切で、京都

今の本社のあるところです。桂駅から歩いて５分。

で商売しようと思うと100年を超えないとあかんの

おかげさんで桂は京都市内の住宅地で地価も高いの

です。今、うちは95年で、あと５年、がんばらない

ですが、もうちょっと買うておいてくれたら、もっ

DOSHISHA UNIVERSITY

学べるって幸せ

講演

75

学べるって幸せ

講演

と楽できたのなと思っています。阪急電車の運転手
として働いていましたが体の弱い人で会社を休みが
ちだったようで、本人も何とか体質改善をしたいと
考え、健康道場に通いました。玄米を食べて菜食主
義で丈夫になった。それを教えてもらった先生にお
礼をいったら「山田、お前、礼なんかいわんでええ
から、お前も人のためになる食品つくってみろ」と
いわれて始めたのが、うちの胡麻油です。健康指導
をしてもらった先生が「マクロビオティック」、日
本よりも欧米のセレブで流行っている、玄米中心の
生活なのですが、欧米のセレブやマドンナなどが行っ
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ています。私の将来の希望は、アメリカで会社やり

けする必要があるのに、阪急電車に乗って桂駅から

たいと思っています。

歩いて５分くらいで風向きによっては胡麻を炒って

うちの祖父さん、胡麻油を作っていました。なぜ

いるにおいがする。「やばい、胡麻油を親父絞って

マクロビオティックか。健康指導をしてもらった先

いるわ」と思って、もう一回、阪急電車に乗って河

生が桜沢如一という人でマクロビオティックの提唱

原町までいって夜まで遊んで帰ってくるパターンを

者でした。京都発祥ですが、そのうち東京に移り、

していました。親父は帰ってくるなり、怒り「試験

祖父さんは胡麻油を作りながら東京に発送する作業

やったんと違うんか」。油を絞るのがいやだったので、

をしていました。祖父さんは私が小学校６年の時、

うろうろしていました。

亡くなったのです。急だったので、その後、どうす

名古屋の大学へ行って仕送りはしてくれるのです

るかとなったのですが、親父たちは４人きょうだい

が、親父がまた考えて「仕送りも一応はしたるけど

の男３人で手先が器用で胡麻油をつくるのを手伝っ

も、胡麻油を絞れや」。休みの日、胡麻油を絞れば

ていたらしい。東京のマクロビオティックに胡麻油

金をくれるのかなと思いましたが、違いました。一

を一ヶ月後に出荷するということで、その時、個人

番絞りでたくさん油粕が出るのですが、油粕をくれ

タクシーの運転手していた時間に融通がきく親父が

るのです。
「お前、油粕を好きなところへ売ってこい。

継ぐことになりました。私が中学１年の時、親父に

それを生活費にしろ」。一生懸命、油粕を作りました。

いわれたのです。「ちょっとこい、山田家はな、子

金がいるので油粕をたくさん作って当時、京都市内

どもが家の手伝いをするのはあたりまえや、お前も

の肥料屋さんに、１キロ50円で買ってもらってそれ

俺といっしょに胡麻油を絞れ」と手伝わされるので

を生活費にしました。「もっと高いところ、ないや

す。２ヶ月に一度一週間くらい絞るのですが、私自

ろか」。40年くらい前の話でインターネットがある

身、結構、中学の時から体が大きかったので３年生

わけではなく、タウンページもなかった。なぜ知っ

くらいになると、その当時、90キロの麻袋に入って

たのか思い出せないのですが、淀の競馬場の芝コー

いる胡麻を中国から輸入していたのですが、それを

スに油粕を撒くという話を聞いて、単車に乗って京

担げるようになっていた。親父は「シメた」「お前、

都の競馬場の管理棟に行って「すみません、桂で胡

一人で油絞れるやろ」ということになり、一人で冬

麻油を作っていて油粕が出るんやけど、買うてくれ

休みや、春休み、夏休み、絞ることになった。高校

へんか」と話をしたら「ええよ、買うたるわ、もっ

は京都の私学に行っていましたが、中間試験とか期

てこい」といわれてキロ55円で買ってもらいました。

末試験で早く帰ってきます。午前中、親父が絞って

「儲かるな」と思って１サイクル絞ったら１万円く

昼になると「お前、バトンタッチや」と代わるので

らい売り上げが増えるのですが、「オモロイな」と

す。勉強してなかったので、次の日の試験を一夜漬

思い「もっと高いところ、ないやろか」。京都の西
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外れに竹林がたくさんあり、そこで筍の産地で筍に

を。臭いがするさかい、脱臭剤つけて」という話を

も油粕を撒くということがわかって、単車に乗って

します。その時、真剣に「どうせエビなんか、エビ

筍の組合に行き「近所の桂で胡麻油を作って油粕が

フライにしてソースかけて食うんやさかい、わから

出るのやけど、買うてくれへんか」。また「ええよ、

へん」と思っていました。

買うたるわ、もってこい」。今度はキロ60円になっ

ある時、３、４年たって思ったのです。何になり

たのです。
親父に感謝しました。
「こうやって、商売っ

たかったか、社長になりたかった、トップになりた

て金儲けるんやな」と大学時代に学ばせてもらった。

いなと思いました。ところが大洋漁業、マルハは全

現金でもらうのではなく小切手をくれるのです。
「こ

部天下りで幹部がくる。生え抜きで社長までは絶対

れ、なんですか、紙切れ」「銀行へもっていってお

無理なのです。自分はトップになれない。入社した

金に変えるんや」
。商売ってこういうふうになって

頃、創刊されたビジネス書で「プレジデント」とい

いることを知り、大学を卒業して就職しました。求

う月刊誌をとって「将来、自分も経営者になりたい

人倍率2.77の時で、就職には困りませんでした。

な」と読んでいたのです。今、山田製油だけでなく

卒業すると同時に、このまま胡麻油絞りを続け油

東京の会社の社外取締役をしているのですが、「プ

粕しかもらえなかったら嫌なので「俺も大学卒業し

レジデント」というビジネス書を発行していた時の

たらサラリーマンになるし、胡麻油、絞れへんで」。

編集長の藤原さんといっしょにやっています。「俺、

親父も私に油粕しかくれずに胡麻油のお金は全部、

あの本、とってたんや」と話をしたら「起業をする

祇園で使っていたのです。親父も「ワシも絞らへん

人に読んでほしい本やった」とのこと。トップにな

わ」というので、一度、大学を卒業すると同時に山

りたかったのですが、絶対になれないということと、

田製油は閉じているのです。大学を卒業して入った

うちの祖父さんが「世のため、人のための食品づく

会社が昔の大洋漁業、今のマルハの子会社だったの

り」をしているといっていたのに「漂白剤とか脱臭

ですが、いきなり輸入の冷凍エビを扱うところに配

剤を使って人を騙しているよな。カッコ悪いな」と

属になって、フィリピンや台湾でブラックタイガー

思って「サラリーマン辞めよう」と思って辞めまし

という黒いエビですが、冷凍ものを仕入れてきて国

た。昭和63年10月です。

内で加工屋さんにもっていき、冷凍エビを溶かして

翌年、平成元年１月、山田製油を約４年９ヶ月、

トレーパックに並べて冷凍して、もう一度スーパー

閉じていたのですが、整備し直しました。その時、ほっ

に納めるのが私の仕事なのです。スーパーに納める、

たて小屋みたいなところを３ヶ月くらいかけて整備

他社との価格競争になる。いかに安いエビをトレー

し直してやったのですが、当時はバブルの絶頂期で

パックに納めるか。お客様の喜ぶ条件で、他社より

す。私、信用もない、経験もない若造で、その時に

有利な条件で納める。まず最初にしたのは国内の加

考えたのは、加工屋さんは原料を止めたらつぶれる。

工屋さんに無理をいうことです。ほとんどの加工屋

その加工屋さんに今度、自分がなる。それをやられ

さんは中小企業です。工賃を値切る、早く納めたい

たら困る。そこで「納期は自分で決める、売価も自

ので「夜通しつくってくれ」といって他社よりも早

分で決める、返品なんか絶対受け付けない」と決め

く納める。食品加工屋さんは過酷な仕事だったと思

ました。当時の加工屋さんの常識からすると、真反

います。もう一つはいかに安い原料のエビを買って

対なことをやることをポリシーにしました。売れる

くるか。おかげさまでバブルの前、入って２年目か

わけないのです。１年目、売上37万円、２年目も144

ら一人で海外に出張にいって買いつけをしていまし

万円。１年目はやることもない、注文もこない。当

た。
当時、
フィリピンや台湾にいって安いエビを買っ

時、京都の高校野球、夏の１回戦から KBS 京都でやっ

てくる。二級品のエビ、色目が悪いもの。三級品の

ていたのです。夏の大会全部みて甲子園を１回戦か

エビ、臭いのするやつ。それを買ってきて国内の加

ら決勝まで全部、家でみました。やることがなかっ

工屋に出して「ちょっと色目が悪いさかい、漂白剤

た。ただしバブル期だったので運送屋のアルバイト
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や、テレビ屋さんに行きながら「自分のビジネスモ

院ビジネス研究科に入りました。入学式の写真は栄

デルを変えないでおこう、世のため、人のため、絶

光館です。行った時、「お父さん、上です」といわ

対、薬品添加物、化学調味料を使わない食品をつく

れたのですが、「学生で、来たんですけど」といい

ろう、これだけは守ろう」。ところが、バブルが弾

返しました。ビジネス研究科は大変でした。中学、

けた時から売れ始めました。バブルの時、接待交際

高校で受験勉強を一回もしたことがない。高校では

費で飲み食いをできて、ボーナスもたくさんもらっ

野球の推薦、４校から推薦がきて高校１年１学期、

て、当時、知り合いの短大卒の女性が損害保険の会

野球をやめてハンドボールをして、大学もハンドボー

社に行ってボーナス11ヶ月分もらっていた。お金が

ルの推薦。勉強をしたことがないのです。「大学院

あった時、飲み食いができる。しかしバブルが弾け

にいく」という話をした時、うちの税理士の中学時

ると接待交際費を使えなくなる。給料は下がるし、

代の悪友が「彼がお前、何を考えてるんや、お前が

リストラにもあうわとなると、みんな自分の健康を

机の前に30分以上、座っていたのをみたことがない

気にし始め、その頃から我々のような食品が見直さ

で」「でも、行くんや」。彼は「まあええわ、同志社

れてきたのです。当時、ダイエーの中内さんが「エ

大学大学院ビジネス研究科中退という肩書がつくわ」。

ブリデー・ノー・プライス」
、これから全国のスー

大変でした。大学時代、このぐらい勉強していたら

パーは全部安売りをする。アメリカのウォルマート

もっと賢くなったように思うのですが、週２日は徹

方式の安売りという話でしたが、その対極で「それ

夜しました。学部生より勉強する必要がある。「１

ではできない」という高級ストア、こだわりのスー

週間の間に本７冊読んで要約して20分、パワーポイ

パーマーケットができました。特に東京中心に紀ノ

ント資料でまとめろ」というのが普通にあります。
「学

国屋、成城石井などです。その方々が京都の食品の

部生は半年かかってやることだけど、15分でやるか

コーナーをつくられた。お漬け物、豆腐、麸、湯葉

ら、すべて理解して臨んでください」。そういいな

や、味噌、醤油。たまたまうちが京都というのをつ

がら結構、楽しかったのです。この時に決めたこと

けていたので、師匠格の人が、僕が京都の油屋なの

があって「ここでは絶対、俺の昔の経験といわんと、

で「隅においてもらい」とおかせてもらったのです。

可愛くしていよう」。しかし年上の役目です。教授

そのコーナーが当たって全国の百貨店、スーパーの

連中に、「宿題が多く、難しい」と、いえないので

バイヤーが見学して、うちの商品が並んでいるので

全部、僕がいう係です。「山田さんは頼れるわ」と

取引が始まった。信用、実績がないと、百貨店とは

楽しく学生生活をさせていただきました。グローバ

直接、口座を開けなかったと思いますが、それで信

ルマネジメントコースで英語で講義させてもらった

用されて開いてもらったという、この二つが要因で、

り、ゴマクロサロンという、うちのレストランの上

うちの会社が伸びてきました。去年、30期目でピッ

で講義の打ち上げとかをしました。

コロモンド・ヤマダというレストランも入れて約５
億5,000万円の売上になりました。社員数もアルバ
イト、パートも入れて50名くらいの会社になったの
です。
27歳から主任にすら係長にもなっていない、ペー
ペーで辞めて、50歳の手前くらいから、社員に話す
時、
「俺の経験ではな、昔な」といういい方をして
いた。そういういい方をすると社員は「社長やさか
いできたんやろ」ととってしまう。
「それはまずいな」
と思って「体系立てて理論立ててしゃべらないとあ
かんのと違うかな」と思って53歳で同志社大学大学
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ビジネス研究科でハードな加登ゼミを選んだ。厳

二流国かなと思っていましたが実は三流国です。今

しいので優秀な人しかいかない。優秀ではなかった

はかなり落ちて五流国だと思います。アメリカの大

のですが、加登先生はゴルフが好きで「ゴルフにい

手家電の量販店にいくと日本の製品をおいていませ

きましょうか」
と入学してすぐゴルフにいったら「山

ん。あるのは安いプリンターとデジカメくらい。ほ

田さん、加登ゼミやな」。卒業する前の１月８日、

とんどスマホで撮るから、不要になっています。テ

修論を提出。一人、全然、書けていないのがいて正

スラという電気自動車。日本では「アカンやん」と

月２、３、４日、合宿してみんなで書き上げた図で

いわれていますが、アメリカにいくと、いっぱい走っ

す。どうにか修了させていただきました。何を研究

ていました。伸びている。ワールド・ベースボール・

したか。修論のテーマは「食品廃棄物の製品化」。

クラシックもみたし、プロホッケーをみたりしてい

マテリアルフローコスト会計、環境管理会計の手法

ます。イベントのつくり方がアメリカ人はうまい。

です。研究の動機は何か。「もったいない」。食品廃

この発想を日本人はできない。「遊ばせることを考

棄物、スーパーで出る恵方巻き、パン、山田製油で

えたらアメリカ人は最高やな」と思います。

も油粕が出る。胡麻は小さい粒ですが、あの中に

スタンフォード大学の学生さんがしゃべっている

55％の油分がある。１キロの胡麻を絞ると500～550

のを何となく聞くと彼らは、起業の話をしている。

グラムの油がとれる。うちは「一番絞りしかやりま

日本の大学生にはこのような話はできません。この

せん」ということで270グラムしかとれない。大手

姿をみると日本の大学生の幼さを感じる。近畿大学

は２、３回絞って500～550グラムとります。まだ油

の先生と「全然、違うよな」という話をしています。

が残っているものは肥料、飼料として販売していた。

今年も目の当たりにしました。グーグルやフェイス

環境に循環するいい会社だという思いがあったので

ブックに行きました。広大なショピッグモールがあ

すが、食べられるものを捨てているとわかって油粕

ります。大きな駐車場があって店舗に近い駐車スペー

を使って製品ができないか。そこで生絞りをやって

スは当然ながら障害者の人が止めるスペースになっ

いるエキストラバージン胡麻油。この油粕を使って

ている。ハンディキャップがある人＋電気自動車が

胡麻のクッキー、プードル、胡麻のグラノーラを販

おいてある。かつ電気の充電スタンドがありました。

売しています。こういう製品をつくりました。ロス、

こうなるとテスラは高くても買うはずと思ったくら

廃棄物を減らすことと利益を上げるという二つの効

い、ものすごく普及してきています。グーグルの自

果がある。環境管理会計を実践した例で論文を書き

動運転の車も走り始めていました。このような話は、

ました。書いた後、これで合格したらビジネス研究

日本に伝わってない話だと思います。

科を修了できるのですが、加登ゼミは、この後「学

さきほどの先生方の話の中で感じたことがありま

会で発表してください」
。プロの管理会計の日本原

す。中小企業の親父の話なのですが、自分の息子や

価計算研究学会で去年８月に早稲田大学で学会発表

娘に就職してほしいと思うし、できたらトヨタ、全

をしました。
「査読付論文をバージョンアップして

日空、伊藤忠商事などの有名なところに入ってほし

書き直せ」
。今年８月に完成することになります。

い。でも倍率は高い、そこに一生懸命入るのはそれ

これは、加登ゼミの恒例のアメリカ旅行の写真で

はそれで成果はあると思いますが、多分、同期入社、

す。
毎年３月にアメリカに行きます。加登先生は１ヶ

500人とか1,000人いる。その中でどこを目指すか。
「出

月間行かれます。
「住むようにアメリカをみて日本

世したい」というなら、入るだけでなく、入ってか

の今の状態をみましょう」
。今年で４回目の参加を

らの方が厳しい。大企業の社長の任期は長くて４年、

しました。毎年、ずっとみていて思うのですが、
「ア

500人同期入社したら×４、2,000人がライバルにな

メリカからみる日本」
、日本では報道されないこと

る。その中から一人しか社長になれません。そこに

ですが、何となく私、大学院に入るまで日本は一流

いって本当に幸せなのかという気がします。私、58

国ではないと思っていた。バブルが弾けたりして、

歳、大手企業に友だちがたくさん行きましたが、上
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場企業は、ほぼほぼ肩叩きにあっています。やる気

それを追うの？アメリカのスタンフォード大学だけ

になったら70歳でも75歳でも働けると思う。年収は

でなく、いろいろな若者をみていたら、ほんとに夢

何千万でも中小企業は狙い目かと思います。中小企

を語っている。僕の時代は「新人類」といわれた時

業は120万社、後継者がいない。うちの会社もそう

代です。就職倍率2.77で勘違いしていた僕らが悪い。

です。うちも４年連続で新卒を採っていますが、一

何も努力をせずにいろいろなところに入って、それ

人ずつしか採れません。しかし中小企業は10分の１

が自分の実力だと思っていた。子どもたちに何の指

くらいで社長になれる可能性がある。10年間、社長

導もできなかった自分たちが悪い。就職してもずっ

ができる。大手は2000分の１で４年。どっちが楽し

と勤めるかどうかわからない。一喜一憂する必要は

いか。就職活動する学生たち、かわいそうだと思い

全くない。後からやり直しがきく。53歳になって大

ます。なぜみんな黒いリクルートスーツ着て個性を

学院に行って生まれて初めて「勉強って面白いな、

殺してくるの。ところが企業に入った途端、「個人

学べるって幸せやな、大学の教授たちとわいわいガ

の力」や「問題解決力」のように、いうこととやる

ヤガヤいろんな話をしてよかった」と思っているの

ことが全然違う。私の会社に面接にくる学生には「リ

で、ぜひみなさんも、もう一回、同志社大学大学院

クルートスーツ、絶対着てこんといてな。自分の好

にきて、いっしょに勉強されて、違う世の中をつくっ

きな格好してきて」
。個性をみたいなと思います。

ていく。今から、いい世の中になっていくなら今の

僕からしたら「なんで就職率ばかり争って起業率っ

まま続けたらいいですが、決していい世の中にはな

て、なんでないんやろな。してもよろしいやん」。

らないとみえている時、逆に、ヘンコに生きられた

私自身もそうでしたけど、４年９ヶ月しかサラリー

方が、お子さんも楽だし、楽しいのと違うかなとい

マンをできなかった。大学卒業して一生、勤めるこ

う気がします。

と自身、おかしいのではないか。「なんで３年生か

最後はとりとめのない話で「就職活動をしっかり

ら就職活動を、せんならんの」。大学生は４年生ま

やれよ、ゼミをやれよ」という話に水をさしたよう

で勉強すべきだし、クラブ活動、アルバイトをして

ですが、みなさんが学ぶということを、もう一度考

もいい。学生の学業だと思うのに、３年生から就職

えていただいて、中小企業の親父の話ということで

活動をさせて、それで企業がよくなっているのか。

頭の片隅においておいてください。これで終わらせ

いま、日本の企業って五流国の体たらくです。まだ

ていただきます。ありがとうございました。
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2019年度
日

行事予定

付

行

事

2019年10月26日 秋の就職説明会

場

所

同志社大学今出川校地

良心館107番教室

10月27日 京都観光

≪同志社大学経済学部父母会≫特別散策企画
～ご子息・ご令嬢が学ぶ、知られざる「京都」を知ろう！～
千年の都『京都』を歩く＝比叡山麓＝

11月16日 横浜会場

AP横浜駅西口

2020年２月22日 教育講演会

同志社大学今出川校地

良心館107番教室

２月23日 京都観光

≪同志社≫礼拝堂クラークチャペル特別見学 他

３月21日 委員総会

からすま京都ホテル

※ご出席希望の方は経済学部父母会
事務局まで、委員登録をお願いし
ます。詳細は後日委員の方に連絡
します。

13：00～

全 体 会

学生生活や履修、各地方ならではの就職事情等についてお話を伺います

15：00～

個人懇談

ご希望の方は成績表を持参ください（全学年対象）

行事予定

▼ ▼

横浜会場父母会

※個人懇談は先着順で行い、終了後解散

京都観光
2019年10月27日（日）
≪同志社大学経済学部父母会≫特別散策企画～ご子息・ご令嬢が学ぶ、知られざる「京都」を知ろう！～
千年の都『京都』を歩く＝比叡山麓＝

2020年2月23日（日）
≪同志社≫礼拝堂クラークチャペル特別見学 他

各会場開催日より２週間前までに同封の申込書を FAX（075-251-3136）
準備の都合上、
同志社大学経済学部父母会H Pよりお申込みください。
または、
なお、父母会委員へ登録もH Pより行うことが可能です。

HP http://dosh i sha-ke i fu bo.org/

ke i -fu bo＠ma i l.dosh i sha.ac.j p

不明な点は、経済学部父母会事務局までお尋ねください。➡

TEL 075-251-3523
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