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ごあいさつ

経済学部父母会

寺

西

佳

会長

代

厳寒の候、ご父母の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃
より父母会活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。今年度は、新型コロナウイル
スの影響で春学期はオンライン授業となり、例年どおりの父母会行事を行うことができず、ご子
息、ご父母の皆様は不安と心配な毎日を過ごされていたと思います。そのなかでも学部長、事務
局のご協力で例年どおり父母会会報を５月、10月に発行していただきました。５月の会報では、
新役員の紹介をしていただきました。10月の会報では、誌面就職セミナーと題して、コロナ禍の
就職活動の現状と対策についてや就活生の質問、心構え、2019年度卒業生の就職先、進学先一覧
や2020年４月採用の総括と2021年４月採用の見通しの記事を掲載していただきました。また、父
母会ホームページでは、父母会活動の紹介動画を配信しています。
今年度初めての行事として、11月14日には、オンラインではありますが就職説明会を行うこと
ができ、約260名の方に視聴していただきました。キャリアセンター岩田所長より、「コロナ禍に
おける就職支援策」と題して昨年までの有力企業大学別就職ランキング、過去13年間の求人倍率、
2020年コロナ禍前と４月以降の就職活動の状況について詳細に説明がありました。また、就活中
の子どもに対して、何気ない日常の会話から子どもの強み、良い点を指摘し、長所をシャワーの
ように浴びせかけることが、親の役割として大事であるというお話がとても参考になりました。
小橋先生とゼミ生によるトークセッションでは、就職活動の流れ、オンラインで工夫したこと、
後輩に向けてのアドバイスなど、コロナ禍で就職活動を終えた学生の貴重な体験談が聞け、非常
に参考になり有意義なお時間を過ごしていただけたかと思います。
また11月28日、12月５、19日には、オンライン個人懇談を開催しました。例年、地方父母会で
は個人懇談をしており、たくさんのご参加をいただき、大変ご好評いただいております。今年は
コロナ禍のなかで、ご父母の皆様からの質問や相談をお受けする機会がないため、学部長、事務
局のご協力により、たくさんの先生方にお忙しい中、貴重なお時間を作っていただきました。普
段、子どもたちがお世話になっているゼミの先生とお話しすることができ、ゼミでの子どもの様
子を知ることができました。成績や就職の相談にものっていただける貴重なお時間でした。初め
はオンラインでの懇談ということで緊張されていた方が多かったようですが、参加して本当によ
かったと、このような機会を作っていただいた先生方に感謝の言葉が多く届いています。
委員登録をしたことで、私にとっても大学が身近なものとなり、父母会活動を通して、多くの
ご父母の皆様や先生方とお会いすることができ、有意義な時を過ごすことができました。娘も同
志社大学で学んだこと、先生方や友達とのつながりを今後も大事にしていってほしいと願ってい
ます。
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おこなっております。より多くのご父母の皆様に委員登録をしていただ
いて今後の父母会も盛り上げていただきたいと思います。
最後に、今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角井学部長をはじ
め多くの先生方、事務室職員の皆様に心より感謝申し上げます。
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ごあいさつ

経済学部長

角

井

正

幸

平素より、ご父母の皆様は経済学部の教育活動に多大なるご支援をいただいておりますこと、
感謝申し上げます。
改めて書くまでもなく、新型コロナウイルスの感染拡大は社会のあらゆる場面に変化をもたら
しました。大学もその例に漏れず、父母会活動につきましても地方父母会を開催することができ
ず、我々教職員がご父母の皆様方のもとを訪れてお話しをさせていただく機会がなくなってしま
いました。秋学期には、なんとか「秋の就職説明会」と「個人懇談」をオンラインで実施できま
したが、父母会を通してご子息・ご息女の大学生活や大学の現状をご父母の皆様にお知りいただ
くという最大の役割について、ご期待に十分には応えきれませんでした。心よりお詫び申し上げ
ます。
この間、学生の皆さんの学びを止めないために、我々も試行錯誤を繰り返しながら授業改善を
行ってまいりました。まだまだ十分とはいえない部分も多いかと思いますが、その中でネット配
信授業（オンライン授業）の特長が見えてまいりました。その一つは、ネット配信授業では「学
びとる」という意識がより求められるということです。実はこれは、ネット配信授業が、大学で
の学びの本質である「主体的・能動的に学ぶ」ことを涵養する潜在力を有していることを示して
います。
対面授業にせよネット配信授業にせよ、「学びとる」ときにはその授業の真の意図や全体の流
れをつかむ必要があります。その時に不可欠な触媒が「言葉」です。授業のポイントはどこにあ
るのか、ゼミ発表で最も伝えたいことは何か、試験問題で本当に問われていることは何か、卒業
研究の文章は適切な表現になっているかなど、大学での学びは常に言葉によって表現されます。
その言葉を私たちは無意識に操っていますが、学ぶ際には言葉を意識的に用いる必要があります。
その「言葉」について、『「文」とは何か』（橋本陽介著 光文社新書）という著書に興味深いこと
が書かれていました。言語（言葉）以外の表現でも、「いま、ここ」にあるものを表現すること
が可能です。指で指し示すという動作で「目の前にあること」を表現し、首を横に振ることや手
で遠ざけることで「拒否するという意図」を（赤ちゃんや犬でも）伝えることができます（犬が
指を指すことはできませんが）。しかし、言葉はそれだけにとどまらず、「過去形」を用いること
で「いま、ここ」にない（が現実に生じた）ことを表現することや、
「否定形」を用いることで「い
ま、ここ」にない概念上のものを拒否することまで可能になるというというのです。言葉を意識
的に扱う気鋭の言語学研究者の着眼点に感服すると同時に、言葉の高度な機能をフル活用する意
義に気付かされました。大学での学びを深める中で、自らの思考を深め、伝えたいことを表現す
ることができるようになるためには、意識して言葉を丁寧にあつかう習慣を身に付けることが必
要なのだと思います。
最後になりましたが、教職員一同は、この困難を乗り越えるために努力する学生の皆さんを一
丸となって支えてまいります。また、この苦難を乗り越えた先に成長した学生の皆さんの姿を見
ることができると信じています。今後とも、同志社大学経済学部にご協力賜りますよう、よろし
くお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染症に
対応した 一教員の雑感
教務主任

大野 隆

今年度、経済学部教務主任を拝命した大野隆と

ても、新カリキュラムを確定させた前執行部のほ

申します。同時に、父母会参与も拝命しました。

うが大変なわけで、ある意味ラッキーかもという

どうかよろしくお願いいたします。

淡い期待を持って着任した次第です。

教務主任の仕事は、学部の運営が効率的に行わ

新型コロナウイルス感染症

れるように調整、判断することです。過去の教務
主任の先生を見ていると、非常に多忙という印象

しかし、新型コロナウイルス感染症によって、

を受けたため、教務主任はできることならば避け

想像をはるかに絶する激務となりました。昨年の

たい役職の一つでした。また、本校への着任時期

２月から日本においても広がった新型コロナウイ

（2015年）から考えると、ちょっと早い気もしま

ルス感染症は、学生の皆さんやご父母だけではな

したが、順番に回ってくる役職として拝命しまし

く、我々教職員にとっても青天の霹靂なものでし

た。

た。学生の皆さんは、新年度を迎え、気持ちを新

経済学部は、2020年度に入学した１年次生より

たにしていたところを、何もできずに、もどかし

新カリキュラムに移行しました。新カリキュラム

さを感じたかもしれません。実際、卒業式の中止

には様々な特徴がありますが、一番の特徴は、基

から始まり、入学式の簡略化、授業開始時期の延

礎科目の２単位化にあります。今までは、１年秋

期、前期の一斉オンライン授業、後期の一部対面

に、経済数学とミクロ経済学、２年春にマクロ経

授業の再開など、一年前には予想もできない状況

済学と統計学を４単位で集中的に開講していまし

が続きました。新型コロナウイルス感染症におけ

た。新カリキュラムからは、その４科目（経済数

る困難なさなか、学生の皆さんに何ができるか、

学、ミクロ経済学、マクロ経済学、統計学）を、

どのように学部運営を円滑にするべきか？という

１年秋と２年春に、２単位ずつ、４科目同時に履

ことに対して、角井学部長、茂見筆頭教務主任を

修するシステムに変更しました。このように、今

始め、執行部の先生、そして、事務室の皆さんと

までとは異なる運営や調整が必要になり、多少は

連携を取りながらすすめて参りました。ご父母、

忙しくなるという覚悟はありましたが、そうはいっ

学生の方から見ると不十分かもしれませんが、具
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新型コロナウイルス感染症に対応した一教員の雑感

体的な取り組みについて、記憶をたどって簡単に

先生は、学生にとって無理のないオンライン授業

紹介させていただきます。

を計画することが可能となりました。
そうはいっても、レジュメを配布することは、

オンライン授業

大学の講義では必要です。そのため、様々なオン
ライン授業に大量のレジュメ、情報を、オンライ

まず、オンライン授業の準備をしなければなり

ン授業の際にどのように一元管理するかという点

ません。実際、個人の教員としてオンライン授業

から、情報フォルダの整理の仕方について、解説

に対応するだけでも、大変でした。パワポ、動画、

した動画を作成し、学生の皆さんにお知らせしま

レジュメなどの配信方法、学生への連絡手段、

した。また、印刷補助も学生の皆さんに行いまし

Zoom などの会議システムの会得、ツールなど、

た。

様々なことを学びながら、ゼロから授業を設計す
る日々でした。それは、授業の内容をほぼゼロベー

レポートの書き方

スで構築しなおさなければならないことを意味し
ます。他の先生も、授業を作り直すためにかなり
の時間がかかった模様です。

次に、レポートの書き方をお伝えしました。新
カリキュラムより、１年次生の最初のクラスであ

自分にとって、望ましいと思った授業運営の方

る基礎演習では、レポートの書き方を教える予定

法を、他の先生と情報共有をし、学部としてより

でした。その点は、前期の成績評価の大部分がレ

良い授業が提供できるようにする必要があります。

ポートになったことから見ても、偶然の産物です

そのため、茂見先生とともに、学部の先生に、積

が、非常に良いタイミングとなりました。大学の

極的に情報共有を行いました。茂見先生は、いち

レポートの書き方には、型があります。「事実と

早く You Tube に動画をアップされ、そのやり方、

意見を分ける」、
「起承転結ではなく、序論・本論・

コツを先生方に共有され、私もとても参考になり

結論という構成とする」、「パラグラフ・ライティ

ました。

ングを意識する」、「参考文献を明示する」、など、
何をどのように書けば良いのかということを、知

情報環境

らなければレポートは書けません。そのため、ま
ずは、レポートの型を伝える必要があります。も

4

また、学生がどのような情報環境にあるのかを

ちろん、今年度が初めての経験であり、しかもオ

知らなければ、オンライン授業を設計することが

ンラインとなると、不慣れな先生もでてくると思

できません。動画でオンライン配信をしたところ

います。そのため、レポートの書き方の解説動画

で、学生がその動画をみることができなければ、

を YouTube にアップし、レポートの雛形も作成

意味をなさないからです。そのため、まず、学生

し、共有しました。

の情報環境（パソコン環境、オンライン環境、印

この雛形にのっとれば、レポートが書きやすく

刷環境など）についてアンケートを４月から５月

なるため、１年次生だけではなく、２年次生以上

にかけて行い、その情報を先生方と共有しました。

からも好評でした。と同時に、教員からも好評で

その結果、
プリンターが家にない下宿生が多数だっ

した。採点をする教員としても、レポートの書き

たことが明らかになりました。レジュメを送付し

方に則って書いてあるレポートを読むと、非常に

たとしても、プリンターを所持していない学生に

読みやすく、採点が楽になります。自由な形式で

とって、そのレジュメの扱いが難しいのが現実で

レポートを書かれると、読み解くのに苦労します

す。これらの情報を先生方と共有することで、各

が、型に嵌ったレポートをよむと、書き手の思考

DOSHISHA UNIVERSITY

新型コロナウイルス感染症に対応した一教員の雑感

のレベルが明確にわかるからです。

しを聞く週と、ライブ配信を聞く週が交互に来る

実際、受け持った基礎演習の学生からきくと、

ことになります。それについては、賛否が有るの

レポートの書き方を学べたのは、とても良かった

も事実ですが、対面授業と安全の両立を追求した

模様です。他学部の学生に、「今の基礎演習では、

結果です。

オンライン授業に対応して、レポートの書き方を

また、私が担当している政治経済学２も一部の

丁寧に教えてもらっている」と自慢して、羨まし

学生を対象に対面授業となりました。オンライン

がられたと、丁寧に報告してくれた学生もいまし

授業とともに対面授業も行ったため、授業負担は

た。とても嬉しかったです。

倍になってしまいましたが、対面授業を切望する
学生が真剣に聞く姿を見て、対面授業の良さを改

オンラインランチ会

めて感じた次第です。
オンライン授業であるため、学びに対して前向

対面が叶わず知り合いもできない１年次生にとっ

きに取り組めない学生がいることも事実です。ま

て、何らかのつながりを持つ機会があればと思い、

た、そのやり方やコツを会得していないと思われ

勝手に、基礎演習の先生たちを巻き込んで、出身

る方もいます。そのような学生を対象に、後期開

都道府県別オンラインランチ会を６月後半に行い

始前には積極的に、Zoom や電話なども用いなが

ました。一部の学生は、４時間ぐらい、オンライ

ら、フォローアップの面談を学生主任の先生方と

ンで喋っていた模様です。

ともに努めてきました。

対面授業

この執筆のために、今年度の取り組みを改めて
見直してみると、忙しすぎて忘れていましたが、

後期になって、全面的な対面授業が難しい状況

同僚の先生や事務職員の皆さんと一緒に、様々な

でありましたが、経済学部の科目では、演習系の

取り組みを行いました。他の取り組みもたくさん

授業であるゼミやエコノミックワークショップと

ありますが、今、さっと私が関わり、思い出せる

ともに、大学に今まで来られない１年次生を対象

ものとして、簡単に紹介させていただきました。

に、大規模講義科目である基礎科目の一部を対面

当然のことながら、我々が完璧な運営をしたと

授業にしました。また、２年次生以上が受講でき

いう自負はありません。ご父母の方からみても、

る専門科目においては、基本オンライン授業のな

不十分と思われるところも多々あるかと存じます。

か、わずかな科目ですが、希望者を中心に対面授

学生の皆さんが思い描いていた大学生活からは程

業を実施しました。その結果、他学部に比べて、

遠く、我々の対応にも不満しか残っていないかも

対面率がかなり向上したと聞いています。

しれません。実際に、厳しいご意見もいただいて

今まで大学で授業を受けてなかった１年次生の

います。その点を総括しつつ、次年度以降、新型

大規模講義の基礎科目では、距離を開けて着席し、

コロナウイルス感染症に最大限の対応をしつつ、

実際の収容定員から比べるとかなり少ない人数で

何ができるのかを考え、追求していく所存です。

しか使えない学内のコロナ定員の基準に従いつつ、

引き続き経済学部をよろしくお願いいたします。

可能な限り、対面授業を追求しました。大規模授

新型コロナウイルス感染症によって、大学での

業の場合、教室を２～３室同時に使い、先生が講

学びや大学生活は一変しました。以前の大学生活

義をする教室と、別の教室では、その講義する姿

にいつ戻れるのかわかりませんが、その時が早く

を中継で視聴する教室に分かれる方法で対応しま

来ることを願っています。

した。週毎に先生が教室を移動するため、直接話

DOSHISHA UNIVERSITY
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秋の

オンライン
就職説明会

イン
ラ
ン
オ
催
初開

激動のコロナ禍、
就職活動で求められることとは？
■ 第一部
キャリアセンターの支援
■ 第二部
内定者座談会
就職活動のスタートをコロナ禍が直撃し、
大きな変化を余儀なくされた2021年卒の就職活動生たち。
その脅威は収まることなく、企業、大学、個人が、
現在でもあらゆる対応を迫られています。
今後、どのような就職活動が求められるのか、
また、変化の中でどのようなことが内定へとつながったのか。
今後の就職活動のヒントとなるお話をお聞きしました。

（配信日）2020 年 11 月 14 日（土）

キャリアセンターの支援

コロナ禍における就職支援策
キャリアセンターはどのように学生をサポートしているのか。
変化の多い就職活動で求められる行動について、
お話をお聞きしました。

キャリアセンター所長

岩田 喬 氏
コロナ禍で大打撃を受けた就職活動。
インターンシップが明暗を分ける結果に。

求人倍率が1.83から1.53へ急落。
業界によっては収益に大きな格差も。

まずはコロナ禍以前の状況ですが、昨年の有力企業400

では、今年の３年生の就職活動はどうなるのか。2020

社への実就職率ランキングによると、日本のすべての国公

年８月18日、新聞各紙に「GDP27.8％減 戦後最悪」、「経

私立大学のうち、同志社大学は17位にランクインしてい

済の落ち込みはリーマン時の3.5倍」と、センセーショナ

ます。このうち本学と同じ大規模大学と比較すると８位

ルな見出しが飛び交い、今後も厳しい状況にあることは間

に、さらに関西圏の大学で比較すると、阪大、神大、京大

違いないと思われます。今春の求人倍率は1.83だったも

につぐ４位で、これが平時における本学学生の就職力と見

のの、同じ年でありながら６月の調査では一気に1.53ま

ることができます。

で下がっていました。新型コロナウイルスの影響で急激に

ここ数年、就職状況は非常に好調で、2020年３月にお

業績が悪化した企業や、先行き不透明な企業が採用を手控

ける新卒の求人倍率は1.83と、学生の売り手市場でした。

えたためだと考えられます。航空業界や旅行業界の新規採

ところが新型コロナウイルスの感染拡大によって大規模行

用の断念はその象徴的なできごとでした。

事の自粛要請が出され、これを受けて本学の採用説明会が

コロナ禍では大きく二つの経路による影響がありまし

すべて中止に。さらに緊急事態宣言で移動に制限がかか

た。一つは外出自粛と移動制限によって国内消費が落ち込

り、企業も学生もキャリアセンターも完全に足が止まって

んだこと。それによって航空業界や鉄道業界、小売業界や

しまう事態に陥りました。学生からは「企業からの連絡が

サービス業界の売り上げが低迷した一方で、巣ごもり需要

途絶えた」という悲痛な声が上がる一方で、インターン

の拡大により通信業界や陸運業界は悲鳴を上げるほどの多

シップで企業と接触していた学生はオンラインで順調に選

忙さを極めました。二つ目は世界的な景気の減退で輸出が

考が進んでいるという、まさに二極化の状況が生まれまし

落ち込んだこと。これによって製造業（自動車産業や鉄鋼

た。インターンシップに参加していなかった学生は企業も

業）の収益悪化がもたらされ、これらの影響から各業界で

対応を決めかねて、結果的に放置しているという状況だっ

は勝ち組と負け組がはっきりと分かれました。医薬品、陸

たようです。そこでキャリアセンターでは急遽、携帯電話

運、倉庫、食品、通信、電気機器は巣ごもり需要で大きく

を10台確保し、スタッフが在宅での電話相談を開始。さ

収益を伸ばし、社会の変化が大きいときはチャンスと受け

らに iPad も10台確保し、４月からはオンライン相談を開

とられたのか、証券も大幅な利益が出たようでした。

始しました。また、４年生向けに就職に関する特設サイト
を立ち上げ、６～７月にかけて約200社の企業様に参加い
ただき、オンラインでの採用説明会を実施しました。例年
では10月１日が内定式ですが、まだまだ学生を採りきれ
ていない企業も多いようで、それ以降もこのオンライン採
用説明会を継続する予定です。

デジタル改革とイノベーション。
この二つが企業を選ぶ上でのカギに。
総務省が提唱する Society 5.0という国家戦略がありま
す。Society 1.0が狩猟社会、2.0が農耕社会、3.0が工業社
会、4.0が情報社会、そして5.0がデジタル改革とイノベー
ション社会と定義されています。日本の大学における教育
DOSHISHA UNIVERSITY
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研究の大きな流れは、ほぼこの国家戦略に沿って動いてい

その後、採用広報が解禁される３月１日からは採用説明会

るといえるでしょう。今回のコロナ禍で、日本は欧米諸国

に衣替えして継続していきます。これらの説明会に参加す

はおろか日韓台にもデジタル運用力で大きく劣っているこ

るにあたって必要な知識やスキルを学生に身につけてもら

とが判明しました。政府はデジタル庁設立に向けて動き始

うために、６月から継続してセミナーやワークショップを

めましたが、すでに遅れをとっていることは明白です。た

開催しつつ、個別相談でフォローする形で就職活動生をサ

だ、日本はメカニカル技術においては世界最高峰を誇って

ポートしています。おそらく大半の学生は来年の５月で就

いるため、IoT の技術競争ではまだまだ勝負できるといわ

職活動のゴールが見えてくるかと思われますが、就職先が

れています。従って企業を選ぶ基準としては、大手企業／

決まらない学生も出てきます。就職活動の長期化を余儀な

有名企業であるかどうかという点よりも、デジタル改革と

くされる学生に向けて、６月以降も定期的に選考と直結し

イノベーションに積極的であるかどうか、旧弊に縛られず

た企業説明会を催し、最後のひと押しをしていく予定で

改革の実行力があるかどうかに着目して選ぶべきだといえ

す。先だって企業説明会の申し込みを受け付けたところ、

るでしょう。就職活動生には、そういった点が業界研究や

当初の予定枠はわずか30分で埋まるような活況で、最終

企業研究の肝になるということを覚えておいていただきた

的に約1,400社もの企業様にご参加いただくことになりま

いと思います。

したので、厳選採用になるだろうとは思いますが、決して

インターンシップまでに段階を追って、
一対一でもきめ細かくケア。
次に本学のキャリア支援戦略についてお話しします。ま
ずは標準的な就職活動スケジュールをご覧ください（【図

企業の採用意欲は低下していないということをお伝えして
おきたいと思います。

就活の基本知識から個別相談まで、
必要に応じて受講の検討を。

①】参照）
。ここ最近の大きな変化は、インターンシップ

キャリアセンターにおける学生のサポート体制について

の重要性が高まっていることが挙げられます。３月１日の

ご説明すると、規模別に大きく３つに分けられます。一つ

採用広報解禁を前に、３年生の夏・秋・冬に学生との接点

目 は、100 人 ～ 数 百 人 単 位 で 行 う「 ガ イ ダ ン ス ＆ セ ミ

を確保して、11～12月には早々と内定を出す企業が出て

ナー」。ここでは座学形式で就職活動のスケジュールや業

きています。キャリアセンターとしては、３年生がイン

界に関する知識、自己分析の方法や筆記試験対策、面接対

ターンシップにエントリーする前の６月に「プレ就職ガイ

策について学ぶことができます。二つ目は、10人程度の

ダンス」を行い、インターンシップについての説明会を開

小規模で行う「ワークショップ」。ここではプロの講師の

催。その後、秋冬のインターンシップに向けて、９月末に

もと、実際にエントリーシートを作成したり、面接の練習

「就職ガイダンス」を開催し、10月末から「業界・企業研

をしたりすることができます。三つ目が、
「個別相談」。

究セミナー」として企業様をお呼びしての説明会を開催。

キャリアカウンセリングの資格を持ったアドバイザーが一
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対一で相談に応じ、エントリーシートの作成や面接対策を

詰った際には、ふだんの何気ない会話から良い点や強みを

きめ細かくサポートします。さらに、同志社大学の学生を

たくさん指摘してあげることが重要になります。

積極的に採用したいという企業様を招いての業界企業研究
セミナーや企業採用説明会も開催し、のべ約1,400社との
出会いの場を同志社大学生限定で提供しています。

「自己分析」を行うときは、
まわりに意見を求めることも大切。

ふだんの様子に注意して、
心配ごとがあればキャリアセンターへ。
ご父母の皆様へのお願いとしては、お子様の様子に気を
配っていただき、次のような傾向があればなるべく早く
キャリアセンターの個別相談につないでください。「エン

では実際の活動ではどのような準備が必要なのか。就職

トリーシートが通らない」。ここでつまずいてしまうとな

活動の基本は、
「自己分析」と「業界研究」に尽きます。

かなか次に進むことができませんので、後々におよぼす影

もちろん SPI といった筆記試験対策も必要ですが、自己分

響が大きくなります。「インターンシップに行っていな

析と業界研究にしっかり取り組み、両者が重なりあう部分

い、あるいは行く様子がない」。すでに現３年生の７割が

を見つけられれば、自身に合った業種や企業が明確になり

インターンシップを経験していますので、３年生の秋・冬

ます（
【図②】参照）
。ただ、いくら自己 PR がうまくなっ

の段階でまだ予定が立っていないようでしたら早い段階で

ても、他の就職活動生がさらに上をいっていれば勝つこと

の行動が必要です。「有名企業ばかり狙っている」。これは

はできません。そのため、
「企業が求めているものは何

全滅する可能性が高いので、難易度を考慮しながらサポー

か」を探り、他の学生にはない自身の強みを知ってしっか

トをする必要があります。「表情が暗い／話さない」。ここ

りアピールすること、つまりは自身の強みを前面に出す

までくると黄色信号。「眠れない／食欲がない」。ここまで

「自己プロデュース力」と、それで相手を納得させる「ス

くると赤信号です。また一見、打開策に見える「大学院進

トーリーテリング力」を磨くことが大切です。
ところが「自分自身を知ること」は実に難しい作業でも
あります。
「自分が思っている自分自身」と、「他人から見

学、留学、公務員試験への突然の進路変更」。これは現実
逃避の可能性が高いので、ぜひともキャリアセンターにつ
ないでください。

た自分自身」は異なるからです。このときに重要になって

お子様が就職活動に苦労している際に、ご父母の役割で

くるのが友人、保護者、キャリアセンターの相談員など、

最も大切なことは、ご本人に長所についてたくさん教えて

他者からの視点を最大限に生かすことです。自身の気づか

あげることです。就職活動がうまくいかず欝々した状態に

ない姿を知るために、他者の意見は非常に有効です。「メ

なると、学生はキャリアセンターからの連絡を避けるよう

ラビアンの法則」によると、人の記憶に残るのは、その人

になります。そういったときはぜひお子様を励ましなが

が何をいったかということは７％にすぎず、あとの93％

ら、キャリアセンターへ相談に行くようにとアドバイスい

は見た目、話し方、態度だということです。ご父母の皆様

ただければと思います。それも難しいようでしたら、とに

は、たとえ最近の人気企業や新しい業態について詳しくな

かくキャリアセンターにご一報ください。ご本人・ご父

くても、お子様の話し方や醸し出す雰囲気については一番

母・キャリアセンターが三位一体となって、長くつらい就

の理解者であるはずです。保護者の役割は子どもの至らな

職活動を乗り越え、納得のいく就職につなげていくための

い点を注意することだけではなく、特に就職活動に行き

対策を考えていきたいと思います。

DOSHISHA UNIVERSITY
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小橋 晶 准教授

平岩 篤朗 さん
株式会社三井住友銀行 内定

荒尾 理紗 さん
大同生命保険株式会社 内定

内定者座談会

小橋ゼミの５名の学生さんに聞く！
就職活動トークセッション in 2020

全体的に面接のオンライン化が加速し、
インターンシップの重要性もアップ。
━本日はゼミの学生に集まっていただき、今年の就職活

動についてお話をお聞きしていこうと思います。ではまず
は、お名前と内定先を教えてください。また、今年の就職
活動で感じたことがあればお願いします。

平岩：三井住友銀行に内定しました平岩篤朗です。今年の

接のオンライン化と、会社四季報で去年の採用人数と比較
すると、少し減った印象を受けました。

赤穂：富士ゼロックス株式会社に内定しました赤穂一樹で
す。私が感じた変化としては、面接がオンライン化したこ
と、特に志望していた IT 業界に限っては、一次面接から
最終面接まですべてオンラインで進みました。

川：滋賀県庁に内定しました 川大星です。私の場合、

地方公務員の就職活動スケジュールに変化はありませんで
したが、国家公務員の日程が二ヵ月ほど遅れ、地方公務員
の面接練習をしながら国家公務員の筆記試験対策をしなけ

特徴としては、すべての面接がオンライン化されたこと

ればならないという状況になりました。面接に関しては、

と、その回数が減ったこと、インターンシップで早期選考

私が受けたところではすべて対面で行われたので、公務員

される割合が非常に高くなったことだと強く感じました。

受験では変化はなかったように感じました。

す。例年との違いとしては、やはり面接のオンライン化で

━就職活動の流れに関してはいかがでしたか？

荒尾：大同生命保険株式会社に内定しました荒尾理紗で
す。私の場合、対面での面接は２回しか受けておらず、内
定先はオンライン面接で最後まで進みました。

辻辺：小松製作所に内定しました辻辺賢哉です。今年は面
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平岩：私が就職活動を始めたのは比較的早く、３年生の４
月頃からグループディスカッションや面接の練習会に参加

辻辺 賢哉 さん
株式会社小松製作所 内定

赤穂 一樹 さん
富士ゼロックス株式会社 内定

川 大星 さん
滋賀県庁 内定

コロナ禍真っただ中で、面接のオンライン化など、
就職活動において大きな変化を経験した2021年３月卒業の学生たち。
そんな激動の就職活動を無事乗り越えた５名の学生さんに集まっていただき、
ご自身の就職体験談について語っていただきました。

していました。３年生の６月からサマーインターンシップ

その間に勉強ができないという課題があったからです。た

が始まり、そこから秋冬インターンシップへと休みなく動

だ、私のまわりでもインターンシップに参加せずに合格し

いていたので、計10社以上のインターンシップに参加。

ている人はたくさんいますので、公務員をめざす場合はど

そのまま本選考もスムーズに進めました。

ちらでもいいのではないかと思います。

荒尾：私は取り掛かるのが遅い方で、まわりがインターン
シップに参加している中、私はアルバイトしかしていなく
て、冬に焦り始めて合同説明会やエントリーシートの書き
方講座などに参加していました。春前から始めていたのは
エントリーシートの書き方と自己分析。理解を深められる
参考書を買って進めていました。
━公務員受験に関してはいかがですか？
川：私が公務員試験の勉強を本格的に始めたのは３年生

インターンシップで志望先が明確に。
様々な業界を見て、適性を比較して。
━内定先の企業やその業界に決めた理由についてはいか

がですか？

辻辺：私は３年生の４月から、まわりにあわせて就職活動
を始めていたのですが、そのときからメーカー志望だった

の９月頃からでした。その傍ら、地方銀行なども受けてい

わけではありませんでした。何から始めたらいいのかわか

たので、インターンシップはその一社にだけ参加し、公務

らないままスタートしたのが実際です。そこから８月はイ

員の方には参加しませんでした。というのも、公務員のイ

ンターンシップが集中的に行われている時期だと知り、

ンターンシップは２週間から一ヵ月と長期のものが多く、

様々な業界のインターンシップに参加。「自分はどんな仕
DOSHISHA UNIVERSITY
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事がしたいのか」と模索していたところ、メーカーで働く

月ほど違うという点に驚きました。

ことに魅力を感じ、９月以降はその業界を中心に活動を進
めました。メーカーを選んだ理由は、モノを使って多くの
人々に影響を与える仕事がしたいと考えたからです。たと
えば銀行だと、営業担当者は個人のお客様と一対一で関わ
りますが、メーカーならより多くのお客様に向けて、自社
の製品を使って国や世界を発展させていけるような仕事が

面接のオンライン化は好機ととらえ、
その利点を十分に活用を。
━今年はオンラインでの面接が目立ちましたが、オンラ

できるだろうと感じ、それが魅力に思えました。

インで困ったことや、工夫した点などはありましたか？

いませんでした。経済学部の学生は金融やメーカーへ行っ

辻辺：オンライン面接では自

て営業になるのが主流だろうと考えていたからです。た

宅で面接官と対話するので、

だ、インターンシップに参加する中で IT 業界について学

常に携帯電話で自分の受け答

ぶ機会があり、世の中を便利にする新製品を作ったり、そ

えを録音していました。とい

れを売ったりしていく立場になっていきたいと考えていた

うのも、面接中に急な質問を

こともあったので、その業界に進むことを決めました。

されたときにどう対応してい

赤穂：就職活動を始めた当初、志望先に IT 業界は入って

━就職活動をしていて、
「こうすればよかったな」と感

じたところはありましたか？

平岩：最初はすごく視野が狭

たのかを後で振り返ることが
できるからです。オンライン
上でも録音は簡単にできるの
で、もし自分の面接力を確か
めたいのであれば、おすすめしたい方法です。

くて、
「インフラやメーカー

赤穂：私が一番工夫した点は、対面の面接ではできないこ

にしか行きたくない」と思っ

とをすることでした。面接では志望動機を聞かれることが

ていました。そんな中、まわ

多いですが、そういったときに必ず、「今、どんな風に勉

りが受けるからという理由で

強しているの？」と聞かれることが多く、その際に自宅の

たまたま調べた金融業界に魅

本棚から「こういったものを読んで勉強しています」と、

力を感じ、そのまま就職。な

出して見せることができたので、そこはオンラインならで

ので、最初のうちは「絶対に

はの使い方だったかなと思いました。あとは照明を明るく

ここの業界に行きたい！」と

したり、普段よりテンションを少し上げてみたり、そう

絞らずに、いろいろな業界を

いった小さな工夫もするようにしていました。

見た方がいいと思います。

川：私は最初から公務員受験を考えていました。全国転

勤をしたくないというのが一番の就職活動の軸だったから
です。ただ、
「自分はこういう風にしたい」と思っていて
も、説明会等に参加すると考えが変わる場合もありますの
で、様々な企業や事業を見た方がいいのかなと思います。
━女子学生の就職活動のスケジュールは男子学生と何か

違いは感じましたか？

荒尾：それほど違いは感じませんでした。ただ、金融業界

1dayはその企業や業界を知り、
長期は社員さんとの関係性を築く場に。
━インターンシップに参加された方が多いようですが、

いつ頃から動き出したのか、また何社くらい参加されたの
か教えてください。

川：私は地方銀行のインターンシップに一社だけ参加
し、そこから内々定をいただきました。そこで感じたのは、

の総合職と一般職では、一般職の応募者がやはり女子だけ

「民間企業のインターンシップには参加しておいた方がい

で、しかも総合職と一般職では選考開始のスピードが一ヵ

い」ということでした。ただ、公務員志望の方は勉強に支

12

DOSHISHA UNIVERSITY

障が出ない程度に。インターンシップに時間を割きすぎて
公務員試験がおろそかになってしまうといけませんので、
やはりそこは勉強を第一優先にした方がいいと思います。

赤穂：私は３年生の11月か

━就職活動では複数社同時に選考が進むのが一般的だと

思いますが、その点で苦労したことはありましたか？

ら、約20社のインターンシッ

川：私は公務員志望で、民

プに参加しました。ほとんど

間企業も３社ほどを受けまし

が１日で終わる内容のもの

たが、受けるまでは非常に悩

で、２日以上参加したのは３

みました。公務員と民間企業

社ほどでした。私はどちらか

を併願して感じたメリットと

と い う と 1day イ ン タ ー ン

デメリットについてお伝えす

シップを選んで参加していた

ると、まず大きなメリットと

のですが、その中で良かった

しては、公務員試験より民間

のは、業界についての知識や

企業の選考が早く進むため、

幅広い企業情報、社会の流れをつかむことができ、それが

民間企業で面接の練習ができ

結果的に志望動機にもつながって、自身の将来像を描くと

ることが挙げられます。民間企業を３社受けた中で、面接

きの糧になってくれたことです。そういった意味で、イン

は計12、3回あったので、公務員の面接ではまわりよりも

ターンシップには行くべきだと思いました。

かなりのアドバンテージを持って臨めたように感じまし

辻辺：私は３年生の７月から２月にかけて、30社ほど参

た。ただ、公務員の筆記試験が始まる頃に民間企業の最終

加しました。私は長期・短期どちらにも参加したのです

面接や内定後の社員面談があったので、勉強の時間が取れ

が、それぞれに良い点がありました。短期の方は業界全体

ないことがデメリットに感じました。

の理解を深めたり、それぞれの企業を詳しく知る機会とし

平岩：私は20社ほどに出願していましたが、似たような

ておすすめできますし、それに対して長期の方は社員さん

企業や業界だと面接のスケジュールが重なってしまうこと

とコミュニケーションを多くとれるので、よりその会社の

が多くありました。私の場合は志望先をメガバンク３社に

社風のようなものを理解することができたからです。

絞っていたので、他の企業の対策はあえてせず、志望先で

荒尾：就職活動で唯一後悔が

培った面接力を他でも使いながら進めていました。

あ る と す れ ば、イ ン タ ー ン

川：公務員と民間企業を併願して感じたのは、両者で求

シップに参加しなかったこと

められている人物像は少し異なるという点でした。民間企

です。やはり早い段階から志

業はやはり活力がある人を、公務員は元気がありすぎても

望する業界を定めて積極的に

受けがよくなく、真面目でしっかりと誠実に仕事を行える

参加していれば、社員さんと

人が求められているように感じました。ただ、そうはいっ

触れあう機会が多く得られ、

ても公務員でも活力のある人材を求めているところもあり

企業のこともより深く理解で

ますので、しっかりと分析して臨んでいただければいいの

きただろうと思うからです。

ではないかと思います。

やはり早くから興味のある業
界について調べておくことが大切だと思いました。

平岩：私は計13社のインターンシップに参加しました。
そのうち３社が1day で、10社が２日以上のものでした。
1day は業界や企業を理解するために、また本選考の際の
話題づくりに役立ちますし、２日以上だとグループワーク
が含まれるので、そこでのプレゼン能力やコミュニケー
ション能力が評価の対象になり、早期選考になる中でも人
事の方にアピールすることができるので、おすすめです。

お子様の進路を制限することなく、
社会人の先輩としてのアドバイスを。
━志望する企業や業界を決める際に、ご家族と話し合い

はしましたか？

赤穂：基本的に就職活動に関して口出しはされず、自分の
DOSHISHA UNIVERSITY
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【秋のオンライン就職説明会】内定者座談会

行きたい企業に関して応援してくれていたので、その点で

その余裕もあって民間企業を併願することができました。

はとても動きやすかったです。はじめの頃は交通費を負担

勉強を始める時期が遅れてしまうと、民間企業へのシフト

してもらったりしていましたが、コロナ禍では基本的にオ

チェンジや併願も難しくなっていきますので、進路に幅を

ンラインで面接が進んだので、金銭面での負担も少なかっ

持たせるためにも早めの準備をおすすめします。

たように思います。ご父母の方々はあまり心配せずに、応

赤穂：就職活動がうまくいかずに落ち込むことも多いで

援していただくスタンスで関わっていただいた方が、学生

しょうが、そこで重ねてきた努力は自分を裏切らないと思

は自由に動けるのかなと思います。

います。私も失敗することが多かったですが、その中で自

荒尾：私も両親に相談はしていましたが、「こうしなさ

分なりに考えて工夫したことで成長できたので、就職活動

い」といったことはあまりいわれず、要所要所でアドバイ

をマイナスではなくチャンスだと捉えて活動すると、きっ

スを受けるような感じでした。コロナの影響で大学に行け

と結果がついてくると思います。頑張ってください。

ず、エントリーシートの添削がうまく進まなかったのです

辻辺：まわりの人とたくさんコミュニケーションをとるこ

が、「表現はおかしくないかな？」と親に添削してもらっ

とが一番だと思います。メーカーを志望先に決めたとき

たり、企業説明会に参加して感じたことを伝えたりして、

に、不安が募った時期があったのですが、そのときに助け

第三者の視点から話を聞いたりしていました。

になったのは友人や父との会話でした。不安を自分だけで

辻辺：私も両親からは「好きなように活動していいよ」と
いわれていました。私はメーカーに内定しましたが、実は

抱え込まずに、友人や家族に相談すると気分が晴れると思
いますので、ぜひ心がけてみてください。

父もメーカーに勤めており、就職活動を通じて普段は話さ

荒尾：オンライン面接を経験して感じたことは、自分が出

ない父から助言や参考になる話をいろいろ聞くことがで

せる力はそれほど変わらないということでした。家でもで

き、家族の仲をさらに深めることができました。そういっ

きることはたくさんありますので、マイナスな部分だけを

た意味では、ご父母の働かれている職場を参考にしながら

見るのではなく、むしろプラスの面が増えたと捉えて頑

就職活動を進めていくことも成功につながるのではないか

張ってほしいです。

なと思いました。

平岩：後輩の就職活動の相談にのることも多いのですが、
「投資家目線」になってしまっている人が多いと感じるこ

自分なりの目標を見定め、
まわりとの会話も大切に前へ。
━最後に、これから就職活動を始める後輩に一言ずつ

メッセージをお願いします。

川：私は勉強に取り掛かる時期が非常に早かったので、

14
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とがあります。「この企業は20～30年後、大丈夫かな？」
と、マクロ的な視点で見ている学生が多いのですが、「ど
の企業がいいのか」、「自分はどんなことがやりたいのか」
と、もっと簡単に考えて気楽に臨めばいいと思います
━ご父母の皆様は、お子様の主体性を尊重し、必要な場

合にアドバイスを行い、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。

現在 の就職環境 と今後 の展望

株式会社マイナビ 就職情報事業本部

現在の就職環境と今後の展望

企画広報統括本部 関西ブロック
京都キャリアサポート課 課長

筒井 あづさ

2020年はコロナの影響で経済社会だけでなくお子様の私生活や学生生活にも変化が大きい年で
した。就職活動においてもお子様はもちろんのこと御父母の皆様に於かれましても心配・不安は
尽きない事かと思います。ここでは最新の就職環境やお子様のご支援について、調査資料などを
交えながらご説明していきます。

 就職環境について 
現在学生の皆様は、就職活動に関する情報収集や応募をするためのツールとして、就職情報サ
イトなどの web を使うことが主流となっています。より手軽に企業情報が得られるメリットが
ある一方で、情報が多すぎて選べないというデメリットもあります。例えば食品メーカーなどは
身近な存在のため人気業界の
１つですが、採用人数は100
名以下に対して、毎年数万件
の応募（エントリー）があり
高い競争率となります。この
ように人気企業へのエント
リーの集中も、WEB 就活に
なったことの影響といえます。
採 用 活 動・就 職 活 動 ス ケ
ジュールに対する指針は、現
在、政府が出しています。ス
ケジュールの中では大きなポ
イントが２つあり、１つ目は
「就職活動解禁日」となる大
学３年生・大学院１年生の〔３
月１日〕、２つ目は「企業の
選考解禁日」となる〔６月１
日〕です。基本的にはこのルー
ルにあわせて、企業は採用活
動を行なっていますので、企
業説明会を３月から開催し、
６月１日以降に面接を行ない
ます。ただし正直に申し上げ
ると、このスケジュールは形
骸化しています。特に６月１
日選考（面接）開始について
は、この日程以前に内々定を
出している企業も多いのが実
情です。
近年の就職活動は「短期決
戦」と表現されます。３月解
禁と同時に企業説明会に参加

DOSHISHA UNIVERSITY
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し、エントリーシートを提出し、筆記試験を
受験、そして面接も開始される、短い期間で
完結してしまうことが今のスケジュールの特
徴です。
「短期決戦」は学生からすると企業
を知る期間が短い、企業にとっても自社を理
解してもらう時間が少なく、学生を短時間で
見極めなければならないというデメリットが
あります。それらの欠点を補完するように学
生にとっての就業体験である「インターンシッ
プ」を実施する企業が増加してきています。
学生と企業が互いを理解する機会となってい
るのです。
ではこのインターンシップとはどのような
ものかご説明します。一言でいうと就業体験
ができる制度です。
インターンシップには様々なコースがあり、
学生は大学へきているインターンシップ求人情報や就職情報サイトを通して応募（エントリー）をします。
期間も1Day 仕事体験から数か月にわたるものまで多岐にわたっており、仕事理解に役立てることができます。
今は就活生の85.3％が少なくとも１回はインターンシップに参加しており、平均参加社数は約５社と弊社の調査
で明らかとなっています。
今年はコロナの影響を受けて、WEB でのインターンシップも増加してきています。

16
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Zoom 等の WEB 配信システムを活用し、業界・企業について学ぶ講義形式のものや、学生同士の小グループ
でグループワークを実施するようなものもあります。
感染症対策の面では安心できる一方で、企業側から見ると、対面よりも学生間の差が付きづらく評価しにくい
というデメリットもあるようです。
また学生側も、「みんな参加してるから何となく参加する」ではなく、より明確に目的意識をもって参加する
ことが求められています。
参加のメリットとしては、就業体験ができるため仕事理解が進み社会人になった時のイメージが持てるように
なります。
結果的に内々定率にも差が出ています。一
部ではインターンシップ参加者対象に選考フ
ローを変えて（優遇して）採用活動を実施す
る企業もあるため学生にとっては参加自体が
有利に働くこともあります。
このような環境下で学生の傾向として二極
化が進行しています。インターンシップ等に
積極的に参加して３月以降の準備を計画的に
行う学生と、３月まで特に何も準備をせずに
３月以降に焦って準備を始める学生です。
前述の通り就職活動は「短期決戦」ですの
で、早めから準備を進めていくことが大切に
なります。

 コロナの影響について 
2020年４月～５月の緊急事態宣言とその前
後の感染拡大を受けて、企業の採用見通しが
例年と比較して立てづらい状況となっていま
す。2021年３月卒業予定者の内定状況は10月
１日時点で80.6％となり、かなり昨年に近づ
いています。企業の採用は感染拡大直後の３
月～５月の間一時中断はしたものの、６月以
降に再開した企業が多かったことも要因の一
つです。
また大卒求人倍率は若干低下したものの、
依然として１以上（学生１人当たり１件以上
の求人が）あるため、コロナの影響で就職環
境が急激に悪化したということはありません。
ただリーマンショック時の数値変遷から、
経済環境が雇用に影響を与えるまでタイムラ
グがあることを考えると楽観視はできない状
況です。
今後はこれまでの学生有利といわれる「売
り手市場」から変化していくでしょう。

DOSHISHA UNIVERSITY
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 就職活動の準備について 
就活については環境に関わらず、やらなければならない準備はこれまでと変わりません。
「私はこういう考えをもっています」
「こういう経験をしてきました」という〔自己理解〕、「こんな
仕事がしたい、こんな働き方をしたい。だから御社に入社したい」ということを伝えるための〔仕事理
解〕
、その双方の理解を深め、
「自己 PR」と「志望動機」のレベルを高める準備を３月までに進めるこ
とです。
一方、コロナの影響で就活のオンライン化が加速しています。2021年３月卒業予定者では１次面接か
ら最終面接まで全てオンラインだった、という企業も一部ありました。
学生は WEB ／対面の両方の準備が必要となってきます。
同志社大学キャリアセンターではこれらの対策のための様々なプログラムが準備されているので、積
極的に利用されることをお薦めします。
WEB 面接では、対面と比較して相手の表情や反応が見えづらいという側面があります。学生は、自分
では反応しているつもりでも画面越しでは思いのほか無表情に映ってしまうこともあります。通常の対
話よりも少しオーバーなくらいのリアクションでやっと相手に伝わるため、表情には気を付けましょう。
また、身振り手振りや表情の違いが見えづらい分、言葉の比重が重くなります。相手にわかる言葉で
より論理的に、簡潔に伝えていく力も、対面時以上の必要スキルとなります。
保護者の皆様におかれましては、お子様とのこれまでの関わりで感じられている行動特性や長所など
をご本人へ積極的に伝えてほしいと思います。
また、社会人の先輩として保護者の皆様のお仕事そのものについてもお話してください。
身近なロールモデルとなる皆様のお話が、最も有意な情報となります。

 学生生活の過ごし方 
就職環境の変化・選考フローの多様化を受けて、学生の皆様にはぜひ低学年次から様々な経験を積ん
でいただきたいです。
前述の通り、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？」などの質問をさ
れます。１年生、２年生のうちから
しっかりと自分の意見をもつ、目的
意識を持って行動することを日々の
学生生活の中で習慣づけていただく
ことで就職活動の際に話す準備が自
然とできてくるのではないでしょう
か。コロナの影響でなかなか家から
出られない環境が続いているかと思
いますが、今はオンラインでつなが
れる時代です。
「これは自信をもっ
て頑張ったといえる」という事柄を
一つでも多く経験していただくこと、
そのヒントを普段のコミュニケー
ションの中でお話いただくと良いの
ではないかと思います。
未筆ながら、同志社大学経済学部の保護者の皆様・学生様のご発展とご活躍をお祈りしております。
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◆

今年度、副会長を務めさせていただいております喜多由紀子と申します。
どうぞよろしくお願い致します。

今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、春学期はオンライン授業
になり、秋学期に対面授業は始まったものの、通常通りとはいえない形と

ご 縁 を大切に

寒さが、一段と身にしみる季節ですが、皆様どうお過ごしでしょうか。

役員だより ◆

なっております。学生はもちろん保護者の皆様方には、不安な毎日を送ら
れていることかと思います。

特に新１年次生の保護者の皆様方には、「父母会」って何？と思われて
いることだと思います。私は、娘の入学式の時に父母会の存在を知り、お
友達に誘われ、京都観光に参加したのが初めてでした。京都観光をしなが
ら、たくさんの保護者の方々とお話や情報交換をさせていただき、先輩保
護者の方にはゼミや就活のアドバイスもいただきました。娘だけでなく、
親の私にまで新しいお友達が増え、とても楽しく、素敵な時間を過ごすこ
とができたと思いました。それ以来、毎回参加させていただくようになり
ました。地方からいらっしゃる多くの保護者の方々も、ご子息ご息女の様
子を見がてら、父母会の行事に参加していただいております。

娘は３年次生になりましたが、今年度はこれまでとは違った１年になり
ました。春・夏と新型コロナウイルス感染防止により学校に行けない日々
が続いておりましたが、娘は気持ちを切り替え、就活に向け早々に活動を
はじめ、インターンに参加し、情報が少ないながらも、頑張っておりまし
た。秋の就職説明会では、就活を終えた先輩たちの生の声やインターンに
ついてご助言をいただいたり、先生と保護者との個人懇談（WEB）をして
いただき、どれほど心強く思ったことでしょう。私たち親世代の時とは就
職活動も一変し、アドバイスなど出来ませんが、父母会で情報を共有し、
少しでも多くの情報を H P 等を通じて提供するようにしております。

これからの時代を生き抜く学生の皆様はもちろん、保護者の方々もいろ

部に通う子供を持つ親という「ご縁」を大切にし、皆様と情報を共有し、

最後となりましたが、父母会行事にご協力いただいております学部長を

由紀子

活動していけたら嬉しく思います。

◇副会長

社大学経済学部父母会 H P をご覧になってみませんか？同志社大学経済学

喜多

いろと不安に思われることもあるかと思いますが、もし宜しければ、同志

はじめ多くの先生方、事務長、事務職員、父母会役員の先輩方に心より感
謝申し上げます。

DOSHISHA UNIVERSITY
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役員だより ◆

父母会の伝統を繋いで行くために

まだまだ寒さ厳しく、春が待ち遠しい毎日ですが、父母会会員の皆様に
はその後お変わりなくお過ごしのこととお慶び申し上げます。
今年度、父母会副会長を務めております木下直美と申します。どうぞよ
ろしくお願い致します。
今年度は、未曽有のコロナ禍に世界中が巻き込まれ、大変な年となって
しまいました。非常事態宣言が出され、日本中で様々な事がストップして
しまいました。そして今もなお、世界中の人々が様々な社会的変化に対し、
それぞれの思いを抱きながら適応していかなければならないという試練と
戦っています。その試練の先には得る物もあり、前を向いて歩んで行かな
ければなりません。一日でも早く終息してくれることを祈るばかりです。
そのような状況でしたので、2020年度の春学期に予定しておりました父
母会行事は全て中止となってしまいました。
特に、2020年度にご入学されたご子女の皆様は、入学式の中止に始まり、
なかなかキャンパスに足を踏み入れることも叶わず、楽しみにされていた
学生生活が寂しいものになってしまっていることと思います。
在校生の皆様も、初めてのオンラインによる授業や行事開催等に戸惑い、
お友達にも会えなかったり、計画していた留学などが取りやめになってし
まい、予定が狂ってしまった学生さんも多くおられるでしょう。皆がそれ
ぞれに辛い思いで過ごさざるを得ない状況でした。ご父母の皆様もお子様
の様子に何かと心配が募る日々をお過ごしだったことと存じます。
そして、就活生のご父母の皆様にとっては、例年以上に気の休まらない
大変な時期をお過ごしだったことでしょう。マニュアルのない新しい就活
スタイルとなり、それに少しずつ対応しながら、きっと例年以上に思い悩
みながらの苦しい就職活動を余儀なくされた今年の就活生たち。それをく
ぐり抜けたお子様方は、とても成長され、頼もしい存在になっておられる
ことと思います。
このような時勢にも寄り添うように父母会では、会員の皆様の不安や心
配事を少しでも減らす一助となるべく、新たな情報を発信できるような活
動も開始し、経済学部父母会ホームページには就職活動に関する動画や情
報が色々掲載されております。そして、11月には初のオンライン就職説明
会を開催し多くの会員の皆様に参加していただきました。12月には先生方
とのオンライン個人懇談会も開催され、ご子女様の学修状況、学生生活、
就職相談等のお話をお伺いできたことと思います。
この２月にはオンライン教育講演会が予定されております。是非ともご
参加くださいますようにご案内させていただきます。

◇副会長

木下
直美

今年度は入学式の中止に伴い、父母会活動のご案内や行事へのご参加の
お誘い等をさせていただく「新入生父母歓迎会」が開催できませんでした
ので、父母会って何をやっているの？と疑問を抱かれた新入生ご父母もた
くさんおられたことと思います。
経済学部父母会は68年を迎えた伝統ある会であり、子どもたちの学生生
活を少しでも充実したものにしたいというご父母の思いを根幹に、その長
い歴史の中でその時々に対応しながら存続してきた会であります。ご父母
同士、父母と大学を繋ぐお手伝いを目的として活動を行っております。こ
の活動を私たちと一緒に支援してくださるサポーター（委員）を随時募集
しておりますので、よろしければご登録いただけると幸甚に存じます。
最後になりましたが、父母会に関わる全ての方々のご協力にお礼を申し
上げますとともに、微力ではございますが、今後とも父母会のお役に立て
るよう努めて参りたいと思います。
暖かい春を待ちわびつつ、皆様のご多幸をお祈り致しております。
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2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で当たり前の日常生活が
一変し、大学は春学期の授業が全てネット配信形式となり年間行事も中止
が相次ぎ長期の自粛を余儀なくされてしまいました。同じ年頃の子を持つ
親との会話は、現状の嘆きと先の見えない不安の話題になりがちでしたが、
渦中の息子はオンライン授業や課題に黙々と取り組み、度々自室からは話
し声や笑い声が聞こえていました。同じ境遇の中、お互いの気持ちをぶつ
け合い励まし合える同志が居たから、現在まで平静な息子で居られたと痛
感し、周囲の皆様には感謝の気持ちで一杯です。
11月には「秋の就職説明会」が動画配信され、コロナ禍における就職活
動の現状を知る機会となりましたが、２年前に就職活動をした娘の時とは
かなり状況が変わっていました。社会情勢が錯乱する中、企業説明会や就
活イベントの中止、選考の中止、新卒採用枠の減少、そしてオンライン面
接など、次々と生じる未曽有の事態を目の当たりにした学生達は、どれ程
不安で心細かった事か、身につまされる思いが致しました。
しかし厳しい状況の中、問題の解決策・対処法を導き出し、創意工夫を
して真っ向から果敢に挑んだ学生達は誰もが泰然自若で立派でした。
「庭
先の一本の梅の木、寒梅とでも呼ぼうか。風に耐え、雪を忍び、笑ってい
るかの様に、平然と咲いている。別に、争って、無理に一番咲きを競って
努力したのでもなく、自然にあらゆる花のさきがけとなったのである。ま
ことに謙虚な姿で、人間もこうありたいものだ。」新島襄の残されたお言
葉が、この学生達と重なりました。
以前父母会の集まりで、ある教授より「学内会議では『学生の立場で考
えると』という発言をよく聞きます。同志社の先生方は常に学生の事を第

コロナ禍における父母会活動の必要性

こんにちわ。２年次生の保護者です。

役員だより ◆

一に考えておられると感じています。
」と、貴重なお話を聴けました。キャ
リアセンター、事務室職員の皆様も、就職活動の最新情報のご提供をはじ
め、他方面でもご尽力をいただいている事は父母会の委員活動を通じて知
り得る事ができました。
経済学部父母会は、学生支援がきっかけで設立されました。任意から全
員加入、そしてホームページの立ち上げなど、活性化の変容を遂げながら
60余年という長き歴史が続いております。
現在の学生達は、過去にはなかった厳しい状況下に置かれ、本来の自由
で充実した大学生活が送れず、将来の不安を抱えています。今こそ、父母
会設立の原点に戻り、父母会の伝統を意味あるものにする、その時なので
はないか、と今回「役員便り」の執筆担当となった事で、振り返り改めて
考える機会をいただけました。

子どもにとって意志を尊重し支えてくれる保護者の影響力は大きい、と
り応援をしてくれている。
」と知る事で明日への活力になったならば、更
に活力の輪が広まってくれたならば、まさに「学生支援」としての父母会

雅子

いわれます。学生が、折に触れ「父母会でご父母の皆さんが自分達を見守

三木

ら発信をする力が生まれるのではないでしょうか。

◇副会長

大それた事は何もできません。しかし微力でも集合体になれば、何かし

が活かされると思います。
苦境の中で頑張っている学生達が、就職活動を乗り越え、元気に社会へ
羽ばたいていけるよう、父母会として多くの保護者が団結できる事を願い
ます。

DOSHISHA UNIVERSITY
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役員だより ◆

父 母 会をもっと身近 に

晩冬の候、ご父母の皆様には、日頃から経済学部父母会活動にご理解と
ご協力を賜り誠にありがとうございます。
本来なら、京都の魅力に触れていただける春、秋の京都観光の内容を皆
様にお伝えし、同志社大学のある京都を身近に感じていただきたいところ
ですが、ご存知の通り、2020年度の行事は全て中止になりました。
そのような状況で、私たち父母会役員は、ZOOM によるオンライン役員
会を実施しております。
例年ですと５月、10月の就職説明会、６月からの地方父母会において、
先生方とお話しする機会が設けられ、また、ご父母同士が親睦を深めるこ
とにより、大学生活や就職活動の現状を知り、不安の解消や何かしら参考
にしていただけることが多くございます。コロナ禍において通常通りの父
母会ができない中、ようやく11月になって秋の就職説明会がオンラインで
開催されました。皆様のご協力のもと、たくさんの方々にご視聴いただき
ましたこと、厚く御礼申し上げます。
続いて11月下旬から12月にかけて ZOOM によるオンライン個人懇談が
行われました。皆様、ご参加いただけましたでしょうか。ZOOM によるオン
ライン個人懇談は少しハードルが高かったようです。実のところ、私も参
加するかどうか迷いましたが、実際、参加してみたところ、先生がゼミの
ことや就職の近況など気さくに話してくださり、思いのほか楽しかったで
す。次回以降の個人懇談には、皆様もどうかお申し込みください。きっと、
先生とお話しすることが、ご父母の皆様の安心に繋がります。親が安心す
ることで、子供にいわなくてもいいことをいわずに済むかもしれません。
私たち親世代とは時代が移り変わり、価値観の多様化やグローバル化が
進み、今また働き方改革といった流れの中、様々なひずみに学生たちは翻
弄されています。大学は一部オンライン授業になり、就職活動も然りです。
リモートワークが一気に加速し、柔軟な勤務形態や合理的な仕事の進め方
が広がっています。変わりつつある授業形態や仕事観に戸惑いを隠せない
親たちを尻目に子供たちはこの状況に、もうすっかり慣れているようです。
しかしながら、学生たちはコミュニケーションを始めることや、意思疎
通し合うことについて、難しさを感じているはずです。災害やパンデミッ
クで先が読めない世界、何もしないまま学年が上がり、それでも４年経っ
たら社会に出て行かなくてはならない。答えを待っているだけではいけな
い、自分で何とかしなければならないと焦っていることでしょう。父母会

北垣

◇監事

では、ご父母の皆様が、知りたいことや悩みを共有し、子供たちに少しで
も寄り添えるよう力添えいたしたいと考えております。
２月には教育講演会を予定しております。ゲストスピーカーをお招きし

多美子

たり、業界で活躍する方々に登壇いただき、その企業の現状と展望やご自
身の歩みなどを話されます。子供の就活をサポートする上で大変参考にな
ります。お時間がございましたら、是非、ご視聴いただければと存じます。
そして、皆様の一助となれば幸いでございます。
まだまだ寒さが続きますが、春はもうすぐそこ。
ご父母の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
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同志社大学
経済学部
父 母 会

教育講演会のご案内

2021.2.27（土）〜 3.7（日）の間配信
【繰り返し視聴可能です】

申込締切

2.24（水）

「過去 → 今 → 未来へ」
過去が今を創っている、そして今が未来を創っていく、
だからこその今をどう過ごしどう考えて動くか、
学生時代にとりくんだこと、それが就職にどうつながり、
アナウンサーになった今どう活きているのか、
ということを織り交ぜながらお話いただいています。

海平 和 氏（2010年３月経済学部卒業）

株式会社京都放送 報道局 アナウンス部

「ＳＴＯＲＹ」
物語（STORY）が生まれる時。それは、人の感情が動いた時。
朝ドラ「エール」をはじめ、
数々のドラマやドキュメンタリー番組制作の現場の舞台裏をふまえて
物語はどのように生まれているのかをお話していただいています。

倉崎 憲 氏（2011年3月法学部卒業）

NHKディレクター

▶▶▶ 申込方法・注意点につきましては裏面をご参照ください。
DOSHISHA UNIVERSITY
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申込方法
父母会ホームページ（http://doshisha-keifubo.org/）もしくは、QRコードから父母会
ホームページのトップページにアクセス後 New Topicsの「教育講演会参加申し込み」
をクリックしてください。

画面本文中の「教育講演会参加申し込みフォーム」をクリックしてください。
必要事項を入力のうえ、
「送信」ボタンを押してください。
申し込み完了後、動画配信前日までに、動画配信のURLをお送りいたします。
※メールを受信していただくために、〔kei-fubo＠mail.doshisha.ac.jp〕からのメールが
受信できるよう携帯電話などの設定をおこなってください。

▶▶▶

ご注意ください

◎通信容量に一定の負担がかかりますので、開催当日はWi-Fiに接続するなど、
通信環境を整えたうえでご参加ください。
◎講演映像・音声等を許可なくスクリーンショットや写真・動画・音声で記録すること、
またそれらを第三者に共有・公開することを固くお断りいたします。
◎講演を受講するために必要なURL・パスワードを第三者に共有・公開することを固くお
断りいたします。

◎同志社大学経済学部父母会が収集する個人情報は、講演運営に関わる業務のみに使用し
ます。また収集する個人情報は、同志社大学経済学部父母会個人情報保護に関する規程
に則り、漏洩・滅失・毀損等がないように安全に管理します。

同志社大学 経済学部父母会
● TEL：075-251-3523

● FAX：075-251-3136

● E-mail：kei-fubo＠mail.doshisha.ac.jp

● 父母会ホームページ：http://doshisha-keifubo.org/
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または

右記QRコード

同志社大学経済学部父母会
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