
■就活スケジュールの変化

　今日お話しする内容は、普段、私どもの主催する
就職セミナーで学生にお話ししている内容の抜粋に
なります。ご父母の皆様は、学生になったつもりで
お聞きいただければと思います。
　まず、就職活動のスケジュール変化についてお話
しします。今年の春に卒業した学生の企業へのエン
トリー開始は、４年になる直前の３月でした。そして
面接スタートが８月１日でした。ここから選考は始ま
り、多くの企業では10月１日に内定式が行われました。
　現在の４年生においては、選考面接の開始が２カ
月前倒しされ、６月からでした。しかしリクルートキ
ャリアの調査結果では、６月１日の時点ですでに２人
に１人は内定を獲得しています。６月１日の時点で
52％の内定率です。前年もそうでしたが、結局夏冬

のインターンシップから実質上選考はスタートしてい
るのです。
　以上のような現状を踏まえ、私は学生にこう伝え
ております。学生の皆さんは、きちんと焦ってくださ
い。多くの企業が採用の動きを早め、インターンシ
ップを事実上の採用活動としているのですから、学
生もきちんと焦りましょうと。
　しかし一方で、むやみに焦らないでください、とも
言っています。検証しましょう。つまり行きたい会社
は本当にここか。自分がやりたい仕事は本当にこれ
でいいのか。志望業界はそこで良いのかをしっかり
と考えましょう。
　今、大卒者の３人に１人は３年で会社を辞めてし
まっています。目先の内定を得られればいいという考
えでは、入社しても長くは続かず、アンハッピーな結
果につながります。だから、まずきちんと焦る。ただ
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し、むやみに焦らない。
　インターンシップは多く経験すればするほど、「あ
っ、この仕事は違う」とか、「これは向いている」とか、
検証の正確性が上がります。ですから、検証する場
を持つという点で、インターンシップはお勧めです。

■企業戦略を理解する

 「必要なのはビジネスの視点」。これが今日申し上げ
たいことのポイントです。
　就職活動はビジネスです。それでお給料が出るわ
けではないけれども、君たちが就活でやることは「営
業」だと自覚したほうがいいよ、と学生には言ってい
ます。就職活動とは、自分という素材をプレゼンテ
ーションすることです。ただ明るくハキハキとした自
分を相手に見せれば、ビジネスが成立するわけでは
ありません。欲しくないものは誰も買わないのです。
　志望企業がどんな人材を欲しがっているか。それ
は企業の戦略を知ることとイコールです。戦略という
言葉を言い換えると、その企業が近未来にやろうと
していることということです。君たちが入社する頃、
その企業が最も力を入れている事業は何か。それが
海外展開だとして、例えば新興国や途上国といわれ
る国に進出するのであれば、アピールすべきは英語
力ではなく、バイタリティであったりたくましさであ
ったりします。
　エントリーシートにおいても、どの企業にも同じ自
己ＰＲでは工夫がなさすぎます。中国語に堪能な人
材が欲しい企業に英語力をアピールしても、それは
トンチンカンなＰＲにしかなっていないのです。
　志望動機はさらに重要で、多くの学生がやってし
まう失敗が、御社の商品が好きだから、御社のサー
ビスが好きだから、というものです。それでは企業
から「ありがとうございます。これからもいい消費者
であり続けてください」としか思われません。
　それでは会社に入ってどんな作り手・売り手にな
ろうとしているのかが見えてこない。消費者の視点で
はなくてビジネスの視点というのは、実はこんな単純
なことだったりするのですが、このところが多くの学
生に欠けています。
　さらに、その企業がやってもいないことをやりたい

と言ってしまうのも陥りがちなミスです。例えば、富
士フイルムの面接で「御社の伝統ある創業事業のフ
ィルム事業で力を発揮したいです」と言っても本気
度は伝えられないかもしれない。なぜなら同社が現
在、力を入れているのはむしろ医療、医薬、化粧品
の分野だからです。
　志望企業が今、本当は何をして生き残ろうとして
いるのか。社名やイメージにとらわれずに、戦略をき
ちんと理解して、１社ごとにエントリーシートを変え
る。手間がかかりますが、ここは手を抜くところでは
ない。なぜならそこで差がつくからです。
　企業の戦略を腹に落としておくことは、就活生にと
って重要なことです。なぜなら、就活というのは学生
が選ばれるのではなく、学生が会社を選ぶものだか
らです。３年で辞めなくてもいい会社をどうやって選
ぶか。社屋が格好いいから？　コマーシャルが格好
いいから？　たまたま会ったＯＢがいい人だから？　
そうではありません。戦略に共感でき、その戦略の
中で、力を発揮したいと思えるかが重要です。企業
の戦略を腹に落としておくということは、人生にとっ
て二重にも三重にも大きなアドバンテージになりうる
のです。

■エントリーシートは志望動機から書く

　ある就職コンサルタントの方はエントリーシートに
書かなければいけないことは４つだとおっしゃってい
ます。ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）、自己
ＰＲ、やりたいこと、志望動機。全ての質問はこの４
つに収れんされるのだと言います。例えば「あなた
を動物に例えてみてください」という質問は、自己Ｐ
Ｒのバリエーションである、というようにです。
　この４つのうち、学生はみんな自己ＰＲから書き始
めますが、まず最初に志望動機から書くことをお勧
めします。ガクチカ、自己ＰＲ、やりたいことの主語
は自分ですが、志望動機の主語は企業だからです。
　なぜ御社でなければいけないのかをしっかりと書く。
「この学生さんは商社で働きたいようだが、どうやら
絶対にうちでなければいけないということではなさそ
うだな」と思われてしまったら、そのエントリーシー
トは説得力がないということです。そこでその企業の
ことを志望動機にきちんと盛り込む必要があります。

■日経新聞のココを読む

　日本経済新聞でお勧めしたいページはもちろんた
くさんあるのですが、特にエントリーシートを書くと
いう観点から、頭に「企業」の付く３つの面をご紹
介したいと思います。「企業総合」面、「企業・消費」面、
「企業」面です。一面など最初のほうに載っているの
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は原則として日本の経済全体に影響を与えるマクロ
情報です。そしてページを先に進むと、個々の企業
ごとのミクロ情報があります。まずはこの３つの面を
読まずに眺めてみる。企業名が記されている見出し
を眺めて、読む記事を決める。そして興味があれば
その記事を読んでみたらいいと思います。
　それでは、一企業の記事をどう読んで就活に役立
てるかをお話しします。①一企業の記事も業界の動
きとして読む。②「なぜ、うちなの？」と聞かれたら、
その企業のニュースで答える。③知っている企業の
知らないビジネスで気づきを広げる。
　例えばＮＴＴドコモはお料理教室を買収し、野菜
の宅配販売を買収しています。コンテンツを伝達す
るだけではなく、発信する企業としても生き残ろうと
している。その戦略に共感できたのなら、そのニュー
スを例に出して、面接などで相手にそれを伝えてみる。
　それだけで間違いなくほかの学生さんができてい
ないアピールができます。ほとんどの学生は企業の
ホームページのコピペでしかしゃべっていないからで
す。自分が本当にいいと思った戦略であれば、エン
トリーシートにそれを書く。こうすれば、「志望動機
の欄に一体何を書いたらいいのか」という悩みはなく
なります。
　知っている企業の知らないビジネス。先ほどお話
ししましたが、富士フイルムでも化粧品ビジネスが
できる。企業をより深く知ることで選択肢が広がる。

やりたい仕事を実現できる会社は、学生が思ってい
る以上にたくさんあります。
 「情報を制する者はビジネスを制する」という言葉が
ありますが、情報を制するということは就活を制する
にも等しいです。不安なのは仕方がない。ただ、不
安を小さくすることはできます。友達のうわさ話では
なく、どこが出所なのかわからないインターネットの
いい加減な情報ではなく、確かな情報を蓄積してく
ださい。そして情報の力を信じてみてください。
　就職活動と受験は似ていないところのほうが多い
気がするのですが、唯一似ているなと思うのは、継
続が力であるということです。最終面接で付け焼き
刃ではない言葉をきちんと相手の魂に響くように伝え
るには、継続することです。ぜひ、そのサポートを親
御様からもしていただければと思います。そのために
新聞が少しでもお役に立てば幸いです。

■戦略のあるなしで、結果は大違い

　就活生の親御さんに今、知っておいていただきた
いことを、自分の経験を交えてお話ししたいと思いま
す。私には27歳の息子と24歳の娘がいて、親とし
て２回の就活を経験しましたが、２人の就活は真逆
でした。
　息子は就活で大変苦労しました。大学４年の４月

の時点で全ての企業から断られ、「持ち駒がなくなる」
という状態になり、結局内定を得るのに12月までか
かりました。
　娘は３学年違う兄のことをよく見ているんですね。
お兄ちゃん大変だったのだな、先輩もブラック企業
に入社してすごく疲れているようだな、といろいろな
ことを考え、しっかりと戦略を立てて就活しました。
その結果、娘は３年次の３月にはある企業から内定

就活生の親が今、
知っておくべきこと
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雇用問題を取材してきた記者として、採用する側の人間として、そして、
息子と娘、２回の就活を経験した親として、３つの観点で麓氏が語る。
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をいただき、４年の４月にはさらに希望する２社から
内定をいただくことができました。
　遺伝的にも育った環境もあまり変わらず、大学の
偏差値も同じレベルです。それでも戦略があるのと
ないのとでは就活の結果は大きく違ったのです。

■今の就活はこんなに過酷

　私は長男の就活のことを『就活生の親が今、知っ
ておくべきこと』（日本経済新聞出版社）という本に
まとめました。なぜこの本を書いたかといえば、就活
中に自殺をする学生が増えているからです。自分の
命より大切な子供が就活の失敗で命を絶つことがあ
ってはいけないと。学生は悩んで傷ついているという
ことをお伝えしたくて書きました。
　皆さんに知っておいていただきたいのは、就活と
受験は違うということです。受験であれば一生懸命
勉強すれば受かることも可能ですが、就活はそうで
はありません。
　就活はマッチングとタイミングです。企業は中長
期の経営戦略から人事戦略を立てます。企業と学生
がマッチしていないと、どんなに優秀でも、その企業
に入りたいと思っても入れないのです。
　我々の1980 年代の就活というのは求人票が大学
の就職課に届いて、そこから選ぶというのが一般的
でした。いまの就活は一見、自由化されています。
どの大学のどの学生も、どんな企業にもエントリーで
きます。
　そうすると学生は夢を見る。「私はここに入れるか
もしれない」「ここに入れたらいいな」と。しかし、
本当は自分がその企業に見合うかということを冷静
な目で見ないといけないのです。
　企業がどんな戦略を立てているのかをしっかりと
見る。企業はバブル期に大量採用したところ、なか
なか人材が育たなかったという経験があるので、現
在は厳選採用で、いくらいい学生でも、同じような学
生がいた場合は落とされることもあります。
　大学を卒業しても９万人が安定的な雇用に就いて
いません。そういった人が正社員になるのは日本社
会では難しいです。大学卒業時に正社員として就職
していただくのが一番いいことです。

■親ばかバイアスとプレッシャーは厳禁

　では、親御さんは何を注意したらいいのでしょう。
「親ばかバイアス」をなくし、不要なプレッシャーを
かけないということです。
　親ばかバイアスは私にもありました。大学の名前
も割と通っているし、息子もハキハキした子ですの
で、まあまあの会社には入れるんじゃないかなと、そ

ういうバイアスを持っていました。
　しかし、長男の就活はうまくいきませんでした。何
に失敗したかというと、志望企業選びに失敗しまし
た。すごい倍率の企業ばかりにエントリーしたので当
然受かりませんでした。
　そして、無用なプレッシャーはかけないというのも
大事です。学生はどんどんエントリーしますが、その
分断られる回数も増えます。「あなたは要りません」
ということを何度も何度も言われるわけです。
　受験では何で落ちたか分かるけど、就活では落ち
た理由も分かりません。息子の場合にも、好感触と
思っていた面接で落とされたことがあります。
　学生は「お祈りメール」が届くと混乱します。いっ
たい何が悪かったのかと。いったい何が駄目だった
のか分からなくなってしまい、病んでしまう。そこへ
きて親御さんまで、「まだ決まらないの」「○○くんは
もう決まったよ」「公務員も受けな」と無用のプレッ
シャーをかけるのはよくありません。
　私たちの世代は、大学生に稀少価値があったので
すが、いまは学生数が増えて価値が下がっています。
人気企業ともなれば何百倍もの倍率で、さらにグロ
ーバル化していますから外国人もライバルになります。
　就職活動はそれだけ大変なものであることを理解
して、親御さんは温かく見守っていただくのがよろし
いかと思います。

■成功するための４つの戦略

　自己分析 50点、企業分析 50点、両方合わせて
100点にしなければいけないのですが、学生は企業
研究がまるでダメです。娘の場合は日経新聞を読み
始める大学２年の秋までは、誰でも知っているような
有名企業しか見ていませんでした。それでは落ちる
んです。
　長女が新聞を読み、先輩の言葉を聞いて、それか
らどんな企業にエントリーしたかを聞いて驚きました。
ほとんどがB to Bの社会インフラ企業でした。私も
知らないような企業にエントリーをしていました。「お
母さん知らないの？　ここはＡ社とＢ社が出資してつ
くったベンチャー企業なんだよ」なんて言うくらいで
す。学生さんには、企業研究をしっかりやって、知
っている企業を増やしていただきたいです。
　それでは、就活を成功するための戦略をお伝えし
ます。
戦略１　志望企業を賢く選ぶ
　親御さんが入らせたい、もしくは学生さんが入り
たい超大手企業のポストは求人全体の４％くらいと
言われています。ですので、有名企業だけでなく、
その企業と取引しているような企業も含めて志望企
業群を構築することが大事です。
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　例えば、トヨタは世界的にも有名な企業です。テ
レビでCMを打つような企業は、たくさんの学生が
志望して激戦になります。デンソーはトヨタに自動車
部品を供給する企業です。有名企業の隣にはそれほ
どは有名でないB to Bの一流企業もあるわけです。
戦略２　大学と相場観がある企業を見つける
　娘に「○○っていい会社だけど、エントリーしない
の？」と言いますと「お母さん何言ってるの、うちの
大学・学部から○○に入社した人はいないよ」と。
　就職課に届く求人票や、卒業生の就職先を見て、
自分の大学を評価してくれる企業はどこだろうという
相場観を養うことも大事です。
戦略３　親子の対話で就活の軸を磨く
 「どうしてこの会社に入りたいと思ったの？」「どうし
てその仕事をやりたいと思ったの？」子供が持ってき
たふわふわの志望動機が磨かれるように、どうして？
どうして？と親御さんが聞いてください。そのやりと
りは面接に通じます。お子さんが意識していない深
いところに気づくことができます。いかに本気でこの
企業で働きたいと思っているかを企業は見ているわ
けです。
戦略４　エントリーシートは企業の視点で書く
　自分がいかにその企業を好きかということではなく
て、どう貢献できるか、企業の目線でエントリーシー
トを書くことが重要になります。企業が求めているの
は、ビジネスの視線をもって主体的に行動できる方
です。コミュニケーション能力が高いとか、そういう
ことを分かっていただけるようなエントリーシートを
書けたらと思います。

■親がすべきこと、やってはいけないこと

　子供の友達やきょうだいと比べないでください。子
供って、比べられるのを一番嫌がりますよね。
　そして、大卒なら大丈夫という妄想は捨ててくだ
さい。自分が学生だった時の状況を押し付けない。
　さらに、子供が選ぶ企業を否定しない。焦らせない。
といったことが重要かと思います。親が「とにかく内
定もらいなさい」なんてことを言ったがために、誤っ
てブラック企業に入ってしまうこともあります。
　温かい言葉、温かい家庭が、子供にとって何より
の滋養になります。就活が上手くいかないと、夫婦
の間で「お前の育て方が悪い」だとか「何も力にな
ってくれない」などと喧嘩が始まることもありますが、
それは一番子供が嫌がりますのでご注意ください。
　逆に親がすべきことは、自分の仕事観を語ること
です。そして、求められたら、親でも親戚でもない
大人と話す機会を子供に提供してあげてください。
私も長女から「この会社に興味があるんだけど、知
っている人いない？」なんて聞かれ、実際に紹介し
たこともあります。できれば親や親戚以外の大人と会
って話す機会を作ってあげて、知らない人と話すこと
に慣れさせてあげてください。面接で自然な形で自
分の魅力を語れるようになることが重要だと思います。
 「仕事って大変だけど、その分魅力あるよ」というこ
とをお子さんが理解できるような親子の会話が重要
だと思います。皆様のお子様の就職活動の成功をお
祈りしております。

■卒業生の進路状況

　2015 年度の進路状況、就職活動支援体制の２点
を中心にご説明いたします。まず進路状況、その中
でも本学の就職率の推移についてですが、2016年 3

月卒業生の就職率は95.3％で対前年度比0.8ポイン
トの増加です。2008年のリーマンショック後、就職
率は2011年度に底をつき、以降右肩上がりに推移
しています。その要因は、景気回復により企業の採
用意欲が高まり、売り手市場にあることが考えられま

専修大学の進路状況、
就職活動支援体制について

就職部次長  髙橋 力
「就職に強い」と言われる専大が誇る就職支援体制とはどのようなもの
か。就活がうまくいく学生、いかない学生の特徴とは。長年、就職指
導に携わってきた髙橋氏が語る。

❸講演
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13育友　No.147　2016.10



す。さらに、就職活動が長期化する中で、本学学生
が 3月下旬まで諦めずに就職活動に取り組んだこと
が、就職率改善の最大の要因と考えられます。
　2015 年度の進路状況を見ると、卒業者 3,847 名
のうち、就職者は3,158 名でした。就職しなかった
非就職者は629名です。そして進路未提出者は60
名です。卒業後の進路については、就職・進学を問
わず、大学に届け出が必要となります。ご父母・保
護者の皆様からも学生に進路届の提出を促していた
だくようご協力をお願いいたします。
　学部別の特徴としては、公務員志望度が高い法学
部法律学科では教育・公務が多く、20％強の学生が
その道に進んでいます。また、商学部会計学科では
金融業界の割合が他学部と比較して高いです。さら
に、ネットワーク情報学部は専門性を発揮し、５割
が情報通信関係の進路についています。
　業種別就職先企業を見ますと、一般的に知名度の
高いB to C 企業のほか、学生が普段意識しない、企
業間の商取引をしているB to B 企業で世界シェア、
または国内シェアが高い企業も就職先となっていま
す。2015年度は、3,158名の学生が 2,000社を超え
る企業に就職しています。
　次に公務員・教育関係の進路状況です。国家公務
員は21名、地方公務員は178名という結果でした。
最も多いのは警視庁警察官 29名。以降、神奈川県
警本部18名、東京都特別区Ⅰ類12名と続きます。
教育関係進路先については、公立学校の専任教員は
前年10名でしたが、今年は１ケタ台と厳しい状況で
す。

■専修大学の就職支援体制

　専修大学では、「学生一人一人の顔が見えるきめ細
やかな支援を通し、学生の個性と実力を活かす道を
共に考え、学生の就職への主体的な決断を支える」
を支援方針とし、就職課が学生の就職活動を全力で
応援します。
　専修大学の就職支援体制の特徴は次の４点です。
特徴１　多彩な就職支援プログラム
　受講することでスムーズに就職活動に取り組める
就職支援講座を用意しています。３年次からは、就
職活動に合わせ年間約55講座を約 491展開実施し、
４年次の内定獲得まで徹底的にサポートしています。
ピーク時の３年次の10月から11月にかけては毎日
就職関連講座を実施しています。
　筆記試験対策講座、自らの価値観や興味関心、性
格や気質、強み、弱みを理解するための各種基礎講座。
自分に合う業界、職種、企業を探る各種講座のほか、
社会で活躍するＯＢ・ＯＧを学内に招いて実施する
相談会等、多くの講座を実施しています。

　また、３年次の３月には、採用選考の広報活動解
禁に合わせて、本学学生に対する採用意欲の高い企
業や採用実績のある企業との出会いの場を提供する
学内企業説明会を開催しています。今年の３月には
500以上の企業に来校いただき、延べ19,400 人以
上の学生が参加しました。
　就職への一番の近道は、入念な準備にあります。
そのためには充実した学生生活を過ごすことが大前
提となり、そして就職支援プログラムへの積極的な
参加が必要となります。皆さんも学生がスケジュール
に乗り遅れることのないようにご支援をお願いします。
特徴２　充実した個別相談システム
　専修大学では学生が相談したい時に相談できる環
境を作っています。就職の相談は学生一人一人相談
の内容が違います。だからこそ、専修大学では事前
予約なしでかつ時間制限もありません。2015年度の
相談件数は14,283件に上りました。アンケートには
利用したほとんどの学生が「相談して良かった」と
回答しています。若手からベテランまで総勢25名の
スタッフを揃え、FACE to FACEで学生たちを支援
しています。
特徴３　進路選択を支える情報源
　就職支援システムS-net で就職活動をバックアッ
プしています。S-net は就職活動をする学生と就職課
を結ぶコミュニケーションツールで、企業情報が約
６万件、そして求人情報が約8,800 件掲載されてい
ます。さらに、求人情報は専修大学の学生を欲しい
という企業の求人です。また卒業生の在職者情報、
先輩たちの就職活動の記録を検索・閲覧できます。
就職課イベントへの参加申し込みや質問箱等の機能
も充実し、学内でも自宅のパソコンからも利用するこ
とが可能です。
　S-net のほか就職課には就職活動関連資料や書籍、
業界研究本、筆記試験対策などの資料、各種新聞を
取り揃え、無料で利用できます。
特徴４　３部門のトリプル・サポート
　専修大学では、就職課だけでなく、複数機関の強
力な連携により入学から卒業まで進路支援を行って
います。
〇キャリアデザインセンター「自分の可能性を見つ
けるために」
　学生一人一人が自分の働き方を考え、なりたい自
分の姿を自分らしく作り上げることをサポートしてい
ます。入学直後から段階的に社会に触れる機会を持
つことによって、目標が徐々に明確になり、３年次か
ら始まる就職活動も順調に進められます。
〇エクステンションセンター「将来に向けて挑戦す
るために」
　様々な課外講座を提供し、難関資格取得にチャレン
ジする意欲ある学生を強力にサポートしています。ま
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た、公務員試験を目指す学生に向けた「公務員試験講
座」を学内で開講し、リーズナブルな受講が可能です。

■就活がうまくいく学生、いかない学生

　最後に、卒業後の進路を決める活動がうまくいか
ない学生の特徴について説明いたします。
　就活がうまくいかない学生は、「就活」スタートと
同時に、自分の将来のことや業界研究、仕事研究、
社会の研究、そして具体的な就職先選びという様々
なことを一遍にこなそうとし、消化できないまま活動
を続ける、受け身の就活を行っていることが多いで
す。一方で、進路を決める活動がうまくいく学生は、
入学時から大まかな将来を考え、学生生活を通じて
様々な社会との接点を持ち、理解を深めているように
思います。そして、並行して、大学のカリキュラムを
通して基礎力・応用力・学力を徹底的に鍛えている
という特徴があります。大学低年次からキャリアデザ
インを考え、カリキュラムを通じて実力をアップし、
インターンシップやOB・OG訪問を通じ、同世代の
同質的な仲間だけでは得られない社会の仕組みやロ
ールモデルを学び、「就活」を迎えることができる。
そういう学生がうまくいっています。つまり、自分の

将来を意識した学生生活を送っているということです。
　就活とは単なる内定を得るためだけの活動ではな
く、これまで学んできたこと、経験してきたことを整
理して未来につなげるための活動だと思います。い
ま企業は、主体的に考えてチャレンジできる人材を
多く求めています。就職活動はデジタルではなくアナ
ログです。インターネットで調べれば答えが出るわけ
ではない。自分で行動していろいろな人と話をして、
自分の考え方をまとめることが重要かと思います。
　成績が良くても、資格を持っていても、英語が話
せても、それだけでは内定を獲得することはできませ
ん。別の能力が求められています。試されたことも、
成績評価されたこともない能力が求められます。で
すから、学生は戸惑う。なぜ内定が出ないのか分か
らない。逆にどうして内定が出たのか分からない。「人
間力勝負・全人格勝負」であることを承知してほしい。
　新卒は可能性採用！心意気が重要です。専修大学
は136年の歴史を持ち25万人以上の卒業生を輩出
している歴史も伝統もある大学です。胸を張って就
活に臨んでいただきたいと思います。なかなか内定
が出なくても、諦めずに続ければ出会いがあります。
就職課は卒業まで、そして卒業後も応援しています。
ぜひ、就職課を活用するよう促してください。

■インターンシップで意識が変わる

――見事に内定を勝ち取った専修大学の４年生お二
方、それからご父母の代表お二方にお越しいただい

ております。まず学生に１年前の今頃（７月）どのよ
うな就活をしていたのかお聞きしたいと思います。そ
して、数ある業界、企業の中からどのように志望先を
絞り込んでいったのでしょうか。

息子が商学部をこの４月
に卒業し、ITインフラ、
サーバーの保守管理をし
ている会社に就職。就活
では、あまり口出ししな
いよう心掛けた。

二男一女の母。娘が文学
部3年次に在籍。親が意
見しても、「でもね、お友
達は…」とあまり聞かな
い。就活について、親と
しても勉強しておきたい。

食品専門商社（株）日本
アクセス内定。専門科目
では租税法に力を入れ
た。サークルは軟式野球
LINES。飲食店でアルバ
イトをしてきた。

みずほフィナンシャルグル
ープ内定。永島ゼミでイギ
リスの経済史を学ぶ。2年
次までテニスサークルに所
属。東京ディズニーランド
でアルバイトをしている。

日経BP社執行役員

麓 幸子
育友会相談役

本多英夫
育友会監査役

沖山洋子
法学部法律学科４年

岩本貴成
経済学部国際経済学科４年

大森紗耶花

親と子の就職活動
（見守り）体験談

学生と父母を交えたパネルディスカッション。どんな
就活をしてきたのか学生が語り、そして、子供をどう
見守るのか、親から意見や疑問が投げかけられた。

❹パネルディスカッション

コーディネーター パネリスト
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岩本：昨年の今頃、まずはマイナビ、リクナビに登
録しました。そして、地元の地方銀行のインターン
シップに参加しました。自分は居酒屋のアルバイトを
していたのをきっかけに、お客さんが喜んで食べる
顔を見て、人が生きていくうえで必要なものとして食
品関係に進みたいと思いました。内定をいただいた
（株）日本アクセスはB to B 企業です。学内説明会
に参加して、自分の知らない会社がいろいろとあるこ
とを知り、食品メーカー、食品商社を中心に就職活
動を進めていきました。
――B to C 企業だけでなく、学生さんにあまり知ら
れていないB to B 企業も調べていったのですね。
岩本：２学年上の先輩が入社されていたので、その
方から食品商社のリアルな話を聞いたりしました。
――総合商社だけでなく専門商社まで調べる学生は
少ないですね。大森さんはいかがですか。
大森：去年の今頃はインターンシップに参加するた
めに履歴書の書き方を先輩に教えていただいたりし
ていたのですが、直されるところばかりでした。でも、
早い時点で教えていただいてよかったと思います。
参加したインターンシップは、社員が６人のベンチャ
ー企業でした。そこでの経験から、逆に規模の大き
な企業で働きたいと思いました。さらに需要がなくな
らないものを扱いたかったので、医薬品業界と金融
業界に絞り、アルバイト先の先輩でその業界から内
定をいただいた方がいたので、いろいろと話を伺い
ました。最終的には、大事なお金を扱うのは責任が
重い分やりがいにつながると思って金融業界に絞り
ました。
――インターンシップに参加して仕事観は変わりまし
たか。
大森：遅刻が許されないなど、厳しく指導していた
だき、社会人としての自覚が芽生えました。

岩本：私は地元の銀行に参加して、2日間で自分に
はこの仕事は続かないと感じました。好きな仕事を
考えたとき、銀行ではないと思いました。
――インターンシップに参加すると、学生さんの意識
が変わるので、ぜひ参加された方がいいですね。エ
ントリーは何社くらいしましたか。
大森：登録すると企業から選考のお知らせをいただ
けるプレエントリーは30社くらいです。友達は100
社以上している人もいましたが、今年は６月解禁で
就職活動期間が短かったので業界を絞ったほうがい
いと思いました。その30社の中から10社くらいに
エントリーシートを提出しました。
岩本：プレエントリーは50社で、そのうちお菓子や
ビール、飲料、水産などの食品メーカー30社ほどに
エントリーシートを提出しました。

■SPI対策は抜かりなく

――就職活動での失敗談はありますか。
大森：選考段階で SPI テストがありますが、SPI の
講座を受けていたのである程度はいけるだろうと思
っていました。でも、SPIにもいろいろあって、予想
外の形式の問題が出たときは落ちてしまいました。そ
の後、就職課に相談して、講座のテキスト以外にも
他の形式の問題も教えていただきました。
――面接が受かってもテストで落ちてしまうと次にい
けませんものね。岩本さんはどうですか。
岩本：自分も同じで、SPIにもいろんな種類があり、
その勉強をおろそかにしていたために落ちたことが
多々あったので、それが後悔です。
――沖山さんは、今までの話はいかがですか。
沖山：エントリーシート、インターンシップ、SPIな
ど分からないことが多いですね。
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■子供の力になりたい親心、
　子供はどう思う？

――本多さんは息子さんが見事第一志望に就職され
ましたが、親としてどのように見守ったか教えていた
だけますか。
本多：私もエントリーシートだとかSPIについては全
く分からないので、そこは触れないようにしました。
３月１日の解禁日を前に就職課が就職合宿を開催し
ましたので、ぜひ参加したほうがいいという話をしま
した。１泊２日の合宿で、 企業の人事担当者が模擬
面接をしてくださいました。そこに参加したことで息
子の意識は変わったように思います。それからは本
人なりに企業を探していこうと意識したようです。私
は自分で責任もって決めなさいとだけ言って、あとは
口を出さないようにしました。
――親としてはどこまで口を出していいか悩むところ
だと思います。その点、学生さんはどう思いますか。
岩本：自分は長男ですから家を継がなければいけな
いという使命もあって、初めは地元長野の企業を見
ていました。でも、父も転勤族で全国を舞台に仕事
をしていたので、「お前も若いうちは好きな仕事をし
て、好きなところで働きなよ」と言われました。それ
が決め手になり、こちらで就職しました。
――我が家の場合、夫と息子ではコミュニケーション
が取りづらいようなのですが、岩本さんはどのような
時にそういう話をするのですか。
岩本：冬休みやGWに実家に帰って、そこで就職活
動の状況を話していました。
大森：私の場合は、父はいま別に住んでいて会うの
は月に一回くらいで、あまり話はしていませんでした。
母も就職活動については詳しくないので、分からな
いことを聞くと、「就職課に聞きなさいよ」と言われ
ました。でも自己分析するときなどは、母親に相談に
乗ってもらっていました。
――我が家も娘と夫の３人で深夜まで話したことがあ
りました。小中高どんなことを楽しんでいたっけ、と
いうようなことを娘が聞くんです。子供が忘れている
ことでも、親は覚えているもので、「あなたこんなこ
とで力を発揮していたよ」など、そういった会話を積
み重ねていきますと、子供も自分が目指すことが分か
ったようです。親子のコミュニケーションって重要だ
なと思いました。
　就職活動中はアルバイトもできず、交通費やスー
ツ代などお金がかかりますが、本多家ではどうだった
のでしょうか。
本多：息子には就職活動用にお金を貸してほしいと
頼まれました。それで、不足するたびに妻がお金を
出していたのだと思います。ちなみに私はまだ、その
お金が返ってきたのか知りません。（会場笑）

――就職活動では平均すると十数万円かかるといわ
れていますね。

■他の学生と比較しないで

――学生のお二人は、就職活動を終えてどんな気持
ちですか。変わったことなどはありますか。
岩本：ほっとしているのと、これから社会人としてし
っかりやっていかなければいけないという思いがあり
ます。就活前は学生気分で、授業に遅刻したり…あっ、
これ言っちゃいけなかったかな（会場笑）。バイトの
時間にもルーズなところがありましたが、就活を通し
て学生気分ではいられないなと強く感じました。面
接にしろ、説明会にしろ、15分前には着くようにし
ていました。やっぱりそういうことを積み重ねると、
習慣になって、いまでは授業やバイトも遅刻せず行
けるようになりました。
　それと就職活動を通して、これまで21年間両親に
支えてもらった感謝の思いは大きくなりました。親孝
行したい、社会人として恥ずかしくない人間になりた
いというのが今後の目標です。
――後輩にアドバイスはありますか。
岩本：本多さんもおっしゃっていた就職合宿は、後
輩にお勧めします。
大森：私は今後の目標は、入社する会社で長く働き
たいです。女性管理職を推進しているので、そこを
目指していけたらと思っています。それと後輩にアド
バイスしたいのは、他の学生と比較しないことです。
友達は100社以上にプレエントリーしていましたが、
私は30社しかしませんでした。金融業界に絞って、
その分説明会も１回だけでなく何回も行って、徹底
的に企業研究することができたので、私は幅広く受
けないで絞って受けてよかったです。
――では、ご父母の立場からメッセージをお願いしま
す。
本多：私たちの就職活動と今の学生の就職活動では
全く違うので、やり方について親がアドバイスできる
ことはほとんどないとお考えいただいた方がいいと思
います。その点に関しては口を出さず、この会社から
内定をいただいたけどどうしようかとか、子供から相
談された場合はアドバイスしてあげればいいのでは
ないかと思います。そして、就職課を利用するように
お勧めになるのはいい選択だと思います。それからリ
クルートスーツや鞄などもお金がかかるので、資金
援助は親がしてあげなければならないことだと思い
ます。
――沖山さんは、今日は就職活動に対して理解が深
まったのではないでしょうか。
沖山：言葉としては聞いたことがあるけれど、内容を
知らなかったことも知れて大変ためになりました。

就職活動、親としてどう見守る？特集
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■筆記試験と面接のバランス

　専修大学の場合、公務員を目指す学生は地元志向
が強い傾向があります。学生の出身地は静岡県ある
いは長野県といった、関東近郊が比較的多い状況で
す。そういったところでは試験が始まるのが大体６月
の末から７月で、民間と併用しながら受験する学生
も多く見られます。
　ご父母・保護者の中には、公務員試験は普通に勉
強すれば受かるという認識の方が結構多いのですが、
その認識は改めていただきたいです。現在の公務員
試験の採用というのは基本的に民間企業と変わりま
せん。学力よりも学生時代にやってきた経験といっ
たものを評価します。入ってからいろいろな仕事にチ
ャレンジできる人材を求めているということです。こ

れは国家公務員であろうと地方公務員であろうと基
本的には変わりません。特に地方に行けば行くほど、
そういった傾向は強くなると理解しておいていただき
たいです。
　行政がかかえる課題はたくさんあり、子供の問題
もあれば高齢者の問題もありますし、それから放置
自転車の問題もあれば、インフラの整備とか道路の
整備とかいろいろ問題があります。ですから、住民
に寄り添ってそういった課題にきちんと対応できると
いう点で人物重視の傾向が強くなっているのはご理
解いただけるかと思います。
　公務員試験は１次と２次の試験があります。２次
試験は基本的に面接です。１次試験は学力試験とい
う形で、教養試験と専門試験があります。教養試験
というのは一般的には大学入試で使われる国語、数

専修大学の
公務員試験講座の概要
及び公務員試験の現状

専修大学公務員試験講座講師  朱 武英
公務員を目指すにはどんな準備をすればいいのか。公務員試験の最新事
情と専大の公務員試験講座の特長について、専任講師の朱氏が説明する。

――就職に関する情報は、必ず大学も発信していま
す。情報を取る者が勝つわけですから、そういうもの
をスルーせず、獲得力が必要なわけです。会場の方
でご質問ある方いらっしゃいますか。
参加者：エントリーシートは誰でも送ることができま

すが、学歴フィルターで選別されることがあるとも言
われています。実際に感じたことはありますか。
岩本：エントリーシートを出して感じたことはないで
すが、ある食品メーカーで説明会をやるという告知
があり、告知時間ぴったりにホームページを開いてみ
たら１分もしないうちに満席で、そこは学歴フィルタ
ーがあったかなとも思いました。でも、そういう会社
は嫌なので受けませんでした。
――いま社会ではダイバーシティが言われていて、学
歴だけの判断でなく、個人の主体性とか積極性が問
われている。学歴フィルターはないとは言えないが、
頑張って内定を獲得された学生がいることを見てい
ただければと思います。
　どの子供も、いろんな想定外のことが起こって変わ
っていきます。子供の心にはドアノブが内側しかない
とはよく言われますよね。親が外からドアを開けられ
ない。子供が出てくるのを待つしかない。我々親がで
きることは、温かく見守ることだと思います。パネリ
ストの皆様ありがとうございました。

❺講演
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学、理科、社会です。こういったものをもう一回勉
強しなければならないとなると、学生は「えっ？」と
声を上げますが…。
　専門試験の科目は通常大学で勉強します。技術系
ではなく、一般の行政職ですと法律、経済、政治と
いったところになります。これは大学で通常学習する
内容の範囲です。とにかく、取り立てて難しいことを
やるわけではありません。警察官や消防官の場合も、
筆記試験と面接で採用が決まります。

■公務員になるのは難しい？

　公務員試験の内容をお話しいたしましたが、公務
員試験の採用状況を数字で見ると、１次試験である
程度絞り込まれるので、２次試験の段階では倍率は
２倍ぐらいになります。ですから１次試験を通り、２
次試験まで進めば比較的通りやすいと言えます。
　１次試験は国家公務員でも地方公務員でも、点数
では大体の６割が合格ラインの目安です。普通に勉
強すれば結果はついてくると考えてよいと思います。
　試験問題では正答率50％を超すくらいの問題が全
体の８割を占めます。いわゆる難問というのは１割ぐ
らいしかないわけです。ですから難問を落としても、
普通の問題を正確に解答できれば１次試験の合格ラ
インは確実にクリアできるのが公務員試験の特徴で
す。
　あとは２次試験の面接で、しっかりと自分のことを
伝えられるかがポイントになります。民間企業との併
用も決して難しいものではありません。
　警察官の場合には、採用試験が１年の間に２回あ
るいは３回あります。一般的には５、６月ぐらいに試
験を実施しますが、警視庁や神奈川県警、千葉県警、
埼玉県警も、６月に試験があった後、９月ぐらいに
秋試験という形で採用試験があります。

■授業に差し障りなく受講できる講座

　公務員試験に大学としてどう対応しているかをご
説明します。
　学外の予備校では１年間で試験内容を全部詰め込
むので、３年生の11、12月ぐらいになると、週に５
日間予備校に通わないと勉強が間に合わない状況に
なります。ところが専修大学は合理的で、普通の予
備校が１年間でやるのと同じボリュームを２年間かけ
てやります。しかも大学の校舎を使って概ね授業と
かぶらないように講座が組まれていますので、学生
が余裕を持って受講できる体制が整えられています。
　私は専修大学の専任講師です。以前は公務員試験
予備校で20年間ほど教えておりましたので、そのと
きのノウハウを活かしつつ、現職の公務員とも連絡

を取り、常に最新の状況を確認しながら学生の指導
に当たっています。

■今から狙える公務員試験

　公務員試験対策は、神田校舎では１年次で憲民刑
入門講座、２年次で基礎力充実講座、３年次で実力
完成講座というように講座を組んでおります。生田
校舎では１年次で公務員入門講座、２年次で実戦力
養成講座、３年次で合格力養成講座となります。
　基本的に２年コースで、２、３年次に続けて受講
するという原則になっています。途中から入ることが
基本的には認められていませんので、２年次から入
っていただかなければなりません。
　では、３年次以上になってからでは、公務員を受
ける道はないのかというと、警察官・消防官試験の
対策講座があります。さらに市役所試験の教養型の
対策講座も、３年次の秋から始まります。警察官、
消防官の試験内容は専門科目がなくて教養科目だけ
で、国語、数学、理科、社会と論作文などです。
　そして、市役所も教養型のところでは、すべて教
養科目だけで専門科目はありません。神奈川県内だ
と川崎市以外の横浜市、相模原市、平塚市、藤沢市、
小田原市などはすべて教養型の試験になります。ま
た、東京都内の市役所ですと、例えば武蔵野市、府
中市、調布市といった自治体で教養試験のみで採用
試験を実施しています。ですから、これから準備を
していただいても十分に間に合いますし、大学でも
バックアップ体制が出来上がっています。
　今日、いらっしゃっているご父母の方々で、お子
様が１年生の場合であれば、２年次の春に講座を申
し込んでいただければ十分です。
　２年生の場合ですと、もし本当にやる気があれば、
今からでも受講を受け付けます。すでに４月中旬か
ら講座は開講していますが、講義の内容はすべて録
音してあり、CDを借りることができます。これであ
る程度自分でフォローアップしながら、３年生になっ
たら頑張っていただくことが可能です。
　３年生の場合ですと、市役所試験（教養型）講座
と警察官・消防官試験対策講座が秋からスタートに
なります。
　こういった形で、万全のバックアップ体制で対応
していることを自負しております。私は専修大学で講
師を務め６年目になりますので、学生がどういうリズ
ムで生活を送っているのか、今の時期どういうことで
忙しいのか、どんなふうに時間を使っているのかも理
解した上で講義を進めています。安心してお子様を
預けていただければ、きちんと結果を出していきます。

就職活動、親としてどう見守る？特集
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◉進路届提出のお願い
進路届の提出をご子女にお伝えください。提出は就職課まで！（2017年3月卒業予定者対象）
※進路届は、すべての学生が対象です。就職以外の進学、公務員受験準備などでも提出が必要です。

経済学部 法学部 経営学部 商学部 文学部 ネットワーク情報学部 人間科学部
住友林業（株） （株）ブルボン （株）乃村工藝社 積水ハウス（株） （株）伊藤園 大和ハウス工業（株） 住友林業（株）
（株）きんでん 富士フイルム（株） 日本水産（株） （株）永谷園ホールディングス 共同印刷（株） （株）電通テック （株）中村屋
クリナップ（株） ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）サントリーホールディングス（株）（株）ニチレイフーズ （株）アルビオン 新日鐵住金（株） （株）イムラ封筒
Ｍｅｉｊｉ  Ｓｅｉｋａファルマ（株）（株）りそなホールディングス ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株） タカラスタンダード（株） 日立化成（株） 三谷産業（株） ナカバヤシ（株）
塩野義製薬（株） （株）みずほフィナンシャルグループ エースコック（株） 凸版印刷（株） セイコーエプソン（株） （株）三井住友銀行 東京インキ（株）
Ｐ＆Ｇマックスファクター（同） 野村證券（株） タカラスタンダード（株） （株）リコー （株）キーエンス （株）みずほフィナンシャルグループ ＮＴＮ（株）
（株）カネカ 大和証券（株） 日本発條（株） アルプス電気（株） （株）レナウン 日本通運（株） 日本ヒューレット・パッカード（株）
（株）ＬＩＸＩＬ あいおいニッセイ同和損害保険（株）リンナイ（株） ヤマハ（株） トラスコ中山（株） （株）フジテレビジョン （株）パイロットコーポレーション
スタンレー電気（株） 野村不動産（株） ＫＹＢ（株） （株）ＰＡＬＴＡＣ （株）トーハン （株）東急エージエンシー （株）スズケン
富士通（株） 東日本旅客鉄道（株） 日本ヒューレット・パッカード（株）（株）日本アクセス （株）ユナイテッドアローズ （株）ＩＭＡＧＩＣＡ （株）トーハン
（株）キーエンス 日本航空（株） ユアサ商事（株） 花王カスタマーマーケティング（株）（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 （株）インターネットイニシアティブ （株）セブン－イレブン・ジャパン
京セラ（株） （株）ＪＴＢ首都圏 ユニ・チャーム（株） （株）りそなホールディングス （株）三井住友銀行 （株）日立ソリューションズ （株）みずほフィナンシャルグループ
（株）山善 （株）読売新聞西部本社 （株）三越伊勢丹ホールディングス （株）三井住友銀行 三井住友信託銀行（株） 三井住友トラスト・システム＆サービス（株）日本マスタートラスト信託銀行（株）
東京エレクトロン（株） （株）ワークスアプリケーションズ（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 （株）みずほフィナンシャルグループ 損保ジャパン日本興亜ホールディングス（株） ＪＢＣＣホールディングス（株）（株）千葉銀行
キヤノンマーケティングジャパン（株）日立キャピタル（株） （株）みずほフィナンシャルグループ ＳＭＢＣ日興証券（株） あいおいニッセイ同和損害保険（株）（株）アルファシステムズ 中央労働金庫
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 （株）エヌ・ティ・ティエムイー （株）横浜銀行 三井住友海上火災保険（株）（株）ＡＩＲＤＯ 損保ジャパン日本興亜システムズ（株）第一生命保険（株）
（株）みずほフィナンシャルグループ（株）船井総研ホールディングス 野村證券（株） 東日本旅客鉄道（株） ＡＮＡウイングス（株） ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株） 日本生命保険（相）
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 国家公務員一般職（財務省）三井住友海上火災保険（株）（株）日立物流 近畿日本ツーリスト（株） （株）セガゲームス 日本空港ビルデング（株）
第一生命保険（株） 国税専門官 東日本旅客鉄道（株） 全日本空輸（株） （株）ＪＴＢコーポレートセールス （株）ゼンリン （株）富士通ビー・エス・シー
野村不動産（株） 裁判所職員一般職 日本通運（株） （株）ＪＴＢ首都圏 沖縄県教育委員会　中学英語 （株）リクルートホールディングス 日本郵便（株）
小田急電鉄（株） 航空自衛隊一般幹部候補生（株）エイチ・アイ・エス ＡＮＡエアポートサービス（株）東京都教育委員会　高校国語 （株）ドワンゴ カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）
全日本空輸（株） 東京都（事務Ⅰ類） 東日本電信電話（株） （株）東京商工リサーチ 神奈川県教育委員会　高校社会 クックパッド（株） （株）小学館集英社プロダクション
東京瓦斯（株） 東京都特別区Ⅰ類 ソフトバンク（株） 有限責任（監）トーマツ （株）バンダイナムコエンターテインメント ニフティ（株） アデコ（株）
（株）星野リゾート 東京消防庁 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 有限責任あずさ（監） （株）プリンスホテル ソフトバンク・テクノロジー（株）（株）ＪＡＬスカイ
国家公務員一般職（厚生労働省） 警視庁警察官 ＳＣＳＫ（株） 新日本有限責任（監） 楽天（株） （株）ぐるなび 東京都特別区Ⅰ類

◉学部別主な就職先　2016年3月卒業生

◉就職支援プログラム・イベント　就職活動の流れに合わせて就職支援プログラムを開催します。
プログラム・イベント名 内　容

就職ガイダンス 就職活動の流れに沿って、その時期に必要となる基本情報や最新の採用環境・就職活動の概要を伝えると共に、
３年次までにできる自分磨きについてガイダンスします。

就活基礎講座 就職活動に臨むにあたり、「自己分析」や「業界・企業研究」など基本的な事項から応募書類の書き方や面接対
策など実践的要素を加えた講座です。

就活テーマ別講座 就職活動を行ううえで学生が最も知りたいこと、知っておかなければならないことを、就職活動の流れに沿って
伝えます。

就活マナー講座 企業に電話をかけたり、担当者にメールをしたり、会社訪問時にもビジネスマナーが必要です。 学生の皆さんが
意外と知らない就職活動に必須のビジネスマナーを教えます。インターンシップに参加する際にも有効です。

就活パワーアップ講座 応募書類の必須項目である「自己PR」・「志望動機」の見直しと、「模擬面接」で就活力をパワーアップさせます。
（4年次生）

就職ガイダンス（外国人留学生） 留学生の就職環境、求人情報の探し方、ビザについて説明します。

就職合宿研修会 ５時間に及ぶグループ実習や１日がかりで行う大手企業１０社による模擬面接など、就職活動に真正面から向き
合う１泊２日の合宿研修会です。

営業職入門 営業職で活躍するOB・OGをパネラーに迎え、営業職の面白さ、醍醐味や働くことのやりがいをパネルディスカ
ッションで明らかにします。

OGに聞く「女性の働き方」 ビジネスの最前線で活躍するOGをパネラーに迎え、仕事内容、やりがい、ライフイベントとの両立などについて、
パネルディスカッション形式で解説します。

業界研究入門 各業界リーディングカンパニーの社員が来校し、業界の概要、仕事内容や仕事の面白さ、働きがいについて解説
します。

ものづくり企業  職種研究セミナー 文系出身者がメーカーでどのように活躍しているかを知り、業界選択・企業選択の幅を広げます。「隠れた優良企
業」を探す目を養うことができます。

SPI 試験対策講座／SPI 模擬試験 上場企業を中心に、全国10,000 社が採用選考に使用しているＳＰＩ試験（能力検査・性格適性検査）。対策講座
では約1ヶ月間の集中トレーニングを行い、模擬試験では本番さながらのＳＰＩ試験を実施します。

日経ランチタイムセミナー 就職活動で問われる一般常識、すなわち政治や経済ニュースについて、日本経済新聞をテキストにして学びます。

模擬試験 （SPI、GAB・CAB、一般常識） 本番さながらの模擬試験を実施します。自身の強みと弱みを把握し、今後の勉強の参考にすることができます。
就活直前講座
（グループディスカッション編）

就職活動生の６割以上が経験している「グループディスカッション」について頻出テーマを設定し、参加者全員
に体験してもらう実践的プログラムです。　

就活直前講座
（自己PR・志望動機編）

採用選考で必ず問われる「自己PR」「志望動機」について、採用担当者の質問意図を再確認し、「何を伝えなけ
ればならないか」「どのように伝えると説得力があるのか」を明らかにします。

面接実践講座 受験者、面接官、評価者の3役を参加者自身が体験し、面接官の視点で、効果的な伝え方を学ぶ実践型の講座です。

学内企業説明会 文系学生が見落としがちな世界シェア、個性的な事業展開をしている注目企業や各業界のリーディングカンパニ
ーの採用担当者が来校し、企業情報・採用情報について説明します。

学内企業説明会（地方銀行編） 東京、千葉、茨城、群馬、栃木、静岡、山梨、福島、新潟など関東を中心とした地方銀行の採用担当者が来校し
ます。Uターン就職を希望する学生が特に志望する地方銀行に焦点を当てて、セミナーを実施します。

社会人と本音でトーク 就職活動の前に、企業で働く社会人から「働くこと」や「仕事のやりがい」などリアルな話を聞ける絶好の機会
です。仕事をすることのイメージをつかむことができます。

学内OB・OG相談会 ＯＢ・ＯＧが後輩のために大学に集合。「先輩だから伝えたい」、そんな思いで相談に乗ってくれます。相談を通
して就労意識を育み、あわせて仕事理解を深めます。

内定者による「就職大相談会」 4年次生の内定者が大集合。就職活動に直面し生じた悩みに、気軽に相談できる場を提供します。

学生就職アドバイザー 就職活動を乗り越えてきた先輩が「学生就職アドバイザー」として就職活動をサポートします。

アナウンサー講座 在京キー局のアナウンサーを輩出することを目的に、1年次より徹底的にトレーニングします。（１～４年次生）

公務員説明会 国家公務員試験を行う人事院や、東京都をはじめとした各地方自治体、さらには警察・消防の採用担当者が来校し、
採用情報だけではなく仕事内容も含めて説明します。
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就職活動、親としてどう見守る？特集
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