
たときに、英語力がないと不利になります。

ブラック企業の見分け方
　近年話題のブラック企業については学生も非常に敏感
になっています。誤解をしている学生もいて、ミスして怒
られる、残業が多い、休日出勤があるのがブラック企業と
思い込んでいる人もいます。そんなことはないですよね。
残業、休日出勤が全然ない企業なんてないですよね。ブラ
ック企業とは、労働関係の法規を破って、社員を使い捨て
にしている会社と言えます。それを見分けるポイントをお
話しします。
　まず、簡単に内定が出ます。一般的に社員一人の生涯
賃金は２億2,000万円です。３億円を超す企業もあります。
企業にとって社員を一人雇うのは非常に高い買い物ですか
ら、普通は筆記試験や面接を何度もして選びます。しかし、
ブラック企業は長く雇うつもりはないので簡単に内定を出
します。
　それと、初任給が高すぎる会社も疑った方がいいと思い
ます。東洋経済新報社の調査によると、大卒の初任給は

平均21万 574円です。年収の高い業界の総合商社であ
っても初任給は24万円です。銀行も20万 5,000円くら
いです。そういう相場があるのに30万円を超えていると
いう場合は警戒した方がいいと思います。実際は残業を何
十時間もしなければならない、あるいは契約をたくさん取
らなければならないなどの条件付きの場合もあります。
　そして３年後の離職率を見てください。30％が目安にな
ります。３年間で約30％の若者が会社を辞めると言われて
いますが、それを超えるようだと何か問題があると思いま
す。また全体の離職率も参考にしてください。従業員100
人の会社で１年間に５人辞めると離職率は５％です。離職
率５％を超えると、何か問題があると見た方がいいです。
　あとは求人票の書き方です。普通は基本給、住宅手当
…と、項目ごとに書いてあります。しかし企業によっては「給
料25万円（残業代を含む）」と書いてある場合があります。
残業を何時間したら25万円になるのか、基本給はいくら
かなのかがわからない。何だかんだ引かれて20万円もら
えないなんてケースもあります。きちんと求人票が書かれ
ているかチェックしてみてください。

2

専大生の進路状況
　本日は、昨年度の進路の状況、そして就職活動の支援
体制の２点についてお話ししたいと思います。
　最初に専修大学学生の就職率の推移を見てみましょう
（資料１）。全ての数値が右肩上がりで推移しています。
先ほど田宮様のお話にもあった通り、決して楽観できる
就職状況ではありませんが、本学学生が皆、頑張ってこ
の数字を出したということです。
　次に学部別の就職率です。ほぼ全ての学部において数
値が上がっていますが、人間科学部男子の就職率は昨年
95.7％が 89.1％に低下しております。これは大学院への
進学者が増えたためです。また全ての年度において女子
学生の就職率が高いです。女性は就職に不利という言葉
も聞こえてきますが、実際は女子学生の方が就職率がよ
い状況が続いています。企業の採用の担当者からは「女

子学生の方が物事をシビアに見ていて、価値観が大人で
内定を出したくなる」というようなお話も伺います。それ
と、一般職という職域では女子学生に向けて採用枠を用

専修大学就職課長  渡辺正志

資料１　就職率の推移

2013年

卒業者就職率
（就職決定者 /卒業者×100）

就職希望者就職率
（就職決定者 /就職希望者×100）

就職希望率
（就職希望者 /卒業者×100）
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意している企業が多いということもあると思います。
　学科ごとの就職先を見てみますと、顕著なのはネット
ワーク情報学科で、46.1%が情報通信関連に就職してい
ます。次に法学部法律学科においては教育・公務という
業種が例年20％を超えています。これは公務員志望の学
生が多いということでしょう。そして商学部会計学科は
例年20％を超えて金融業界に進んでいます。
　この３つの学科を除いて、どの学科もほぼ同じ比率で
全業界にまんべんなく就職しています。学部、学科で業界、
業種が決まるということはないと言えます。学科で業種が
決まるのではなくて、そこで培われた興味や関心に応じて
学生が志望業界を決めているということが見られます。
　次に学部別の主な就職先（資料２）について見ると、
多くの学生がしっかりと学生生活を送った上で就職活動
をして、有名な会社に入っています。また、公務員関係
の進路状況（資料３）を見ると、いろいろな方面に就職
を果たしております。例えば警視庁警察官は28名、東
京都特別区Ⅰ類は13名、それから川崎市役所は８名です。
東京都特別区は筆記試験も難しく、面接でプレゼンを課
され、難易度は高いですが、しっかりと就職を果たして

います。
　適当にやって受かるところではありません。専修大学
に来て、しっかり頑張った方が受かっていると記憶に留
めていただけますとありがたく思います。次に教育関係
の進路状況（資料４）を報告させていただきます。私立
学校事務員の中には専修大学職員も入っています。
　以上、進路の状況について報告いたしました。しっか
りと準備をしていただければ、好景気下、非常によい就
職ができると言えます。

就職活動の支援体制
　続きまして、本学の就職支援体制についてお話をいた
します。本学、マンモス大学と言われる大規模大学では
ございますが、それでも学生１人１人の顔を見ながら、「共
に考え」「主体的な決断を支える」ことを大事にきめ細や
かな支援をしております。こうしろ、ああしろ、と言えば
簡単ですが、それでは本人が望む進路ではなくなってし
まいます。「主体的な決断を支える」ということを大事に
しています。
　就職課が提供している支援の特長を４点挙げさせてい

資料3　公務員関係の進路状況

資料４　教育関係の進路状況

国家公務員
全学科

全体 男子 女子
国家公務員一般職 11 7 4
国税専門官 17 12 5
労働基準監督官 1 0 1
法務教官 0 0 0
刑務官 1 1 0
裁判所職員一般職 1 0 1
自衛隊幹部候補生 5 5 0
その他自衛官 1 1 0
海上保安官 2 2 0
国家公務員計 39 28 11

教育関係
全学科

全体 男子 女子
公立学校教員（専任） 11 7 4
公立学校教員（臨時・常勤・非常勤） 22 18 4
私立学校教員（専任） 3 1 2
私立学校教員（臨時・常勤・非常勤） 9 7 2
国立大学法人等職員 1 1 0
私立学校事務員 13 8 5
教育関係計 59 42 17

地方公務員
全学科

全体 男子 女子
都道府県（上級） 13 11 2
市・区（上級） 87 58 29
町村役場 9 7 2
警察事務（上級） 4 3 1
警察官 69 59 10
消防官 11 11 0
その他 0 0 0
地方公務員計 193 149 44

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

全国共済農業協同組合連合会 （株）日本政策金融公庫 （株）ゆうちょ銀行 日本郵政（株） （株）ＮＴＴドコモ 日本赤十字社 日本生命保険（相）

新日鐵住金（株） 信金中央金庫 （株）みずほフィナンシャルグループ （株）三菱ＵＦＪ銀行 日本郵便（株） 日本電気（株） ソフトバンク（株）

（株）りそな銀行 （株）大和証券グループ本社（株）三井住友銀行 （株）みずほ銀行 第一生命ホールディングス（株）富士通（株） 大和ハウス工業（株）

朝日生命保険（相） 東京急行電鉄（株） 明治安田生命保険（相） 住友生命保険（相） （株）商工組合中央金庫 ＫＤＤＩ（株） 富国生命保険（相）

日本航空（株） 大日本印刷（株） 野村ホールディングス（株）東京信用保証協会 （株）千葉銀行 青山商事（株） あいおいニッセイ同和損害保険（株）

（株）オリエントコーポレーション 旭化成（株） 三井住友信託銀行（株） マツダ（株） （株）ジュピターテレコム スタンレー電気（株） 生活協同組合コープみらい

（株）足利銀行 大和証券（株） 三菱自動車工業（株） 東日本旅客鉄道（株） 東海旅客鉄道（株） （株）インターネットイニシアティブ（株）三越伊勢丹ホールディングス

みずほ証券（株） ヤマハ発動機（株） ＪＦＥスチール（株） 神奈川県信用農業協同組合連合会 東京地下鉄（株） 伊藤忠テクノソリューションズ（株）イオンリテール（株）

凸版印刷（株） （株）常陽銀行 （株）横浜銀行 三井生命保険（株） （株）イトーヨーカ堂 （株）日立ソリューションズ オリックス銀行（株）

（株）静岡銀行 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）積水ハウス（株） （株）北陸銀行 中央労働金庫 （株）日立システムズ 三井不動産リアルティ（株）

本田技研工業（株） （株）千葉興業銀行 東京海上日動火災保険（株）スズキ（株） 全日本空輸（株） ボッシュ（株） リゾートトラスト（株）

（株）小松製作所 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）ダイキン工業（株） 鹿島建設（株） マルハニチロ（株） （株）アイネス （株）エイチ・アイ・エス

損害保険ジャパン日本興亜（株）東芝テック（株） 日本通運（株） ＳＭＢＣファイナンスサービス（株）（株）伊藤園 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 三菱食品（株）

（株）オリエンタルランド 東芝デジタルソリューションズ（株）（株）アマダホールディングス （株）千葉興業銀行 （株）レナウン ネットワンシステムズ（株）（株）ゲオホールディングス

（株）ローソン 伊藤忠食品（株） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）小田急電鉄（株） 横浜農業協同組合 （株）ジャストシステム （社福）東京都手をつなぐ育成会

日本ハム（株） 全国労働者共済生活協同組合連合会 ライオン（株） 東京エレクトロン（株） 野村證券（株） ヤフー（株） 池上通信機（株）

タカラスタンダード（株） （独）国立印刷局 （株）キーエンス 富士ソフト（株） サッポロビール（株） 三菱総研ＤＣＳ（株） （株）ゼンリン

東芝エレベータ（株） （社福）神奈川県社会福祉協議会 （株）マキタ 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）（株）ＵＳＥＮ （株）日立ビルシステム 明和地所（株）

楽天カード（株） 日本年金機構 アスクル（株） 東京東信用金庫 （株）産業経済新聞社 シャープ（株） （株）ディーエイチシー

山崎製パン（株） 社会保険診療報酬支払基金 大塚製薬（株） クリナップ（株） （株）朝日新聞社 キヤノンシステムアンドサポート（株） 花王カスタマーマーケティング（株）

（株）帝国データバンク 裁判所事務官Ⅰ種 セイコーウオッチ（株） ダイワボウ情報システム（株）（株）ＪＴＢ首都圏 三井情報（株） 東京空港交通（株）

東京都商工会連合会 労働基準監督官 日本中央競馬会 （株）コロナ （独）高齢･障害･求職者雇用支援機構（株）ミライト・テクノロジーズ エバラ食品工業（株）

（独）日本原子力研究開発機構 国家公務員一般職（法務省）（株）船井総合研究所 （株）ロフト （独）労働者健康安全機構 （株）マイナビ （社福）こどもの国協会

公益（社）地域医療振興協会 警視庁警察官 朝日印刷（株） 有限責任あずさ（監） 全国保険医団体連合会 丸紅情報システムズ（株） 一般（財）建設業振興基金

東京都特別区Ⅰ類 東京都（事務Ⅰ類） 国税専門官 ＰｗＣあらた有限責任（監） 横浜市教育委員会　中学英語 （株）ポニーキャニオン 国家公務員一般職（厚生労働省）

資料２　学部別主な就職先（2017年度）

16 育友　No.155　2018.10



ただきます。
①多彩な就職支援プログラム
　３年次生の前半からスタートし、年間100講座、555
展開を実施しております。４年次の内定獲得まで徹底し
てサポートしておりますので、ご安心ください。就職難
の折には卒業式の直前まで、学内合同企業説明会を実施
した年もあります。近年も２月までは開催しております。
②個別相談システム
　事前予約の必要なく、時間制限も回数制限もなく、相
談したいときに相談できるというのが一番の特長です。
昨年度は年間１万1,000件程度利用され、満足度は79.1
％でした。他校では予約制で制限時間を設けているとこ
ろも多いですが、予約制にしてしまうと、今日聞きたくて
も聞けない。また時間制限を設けてしまうと、わからな
かったけれども、終わらせなければならない。となって
しまうので、こういったことを避けるためにこの制度をと
っております。
③進路選択を支える情報源
　進路選択を支える情報源の1つ目は就職支援システム
S-net です。企業情報６万件、求人情報年間１万1,000
件程度掲載されています。それから卒業生の企業在籍の
情報もあります。また、先輩がどのようなステップを経
て内定したか、就職活動の記録を見ることもできます。
そのほか就職課のイベントの申し込み等もでき、自宅の
パソコンやスマホからもアクセスできます。卒業生の情
報については就職資料室のパソコンからのみ見られます。
　情報源の２つ目は東洋経済デジタルコンテンツライブ
ラリーというデータベースです。本学と契約を結んでお
り、『週刊東洋経済』『会社四季報』などの雑誌や書籍を、
大学の図書館や情報科学センターのパソコンから見るこ
とができます。
　そして３つ目の情報源として、日経テレコン、ヨミダス
歴史館、聞蔵Ⅱといったオンラインデータベースとの契
約により、過去の記事を検索できます。気になる会社が
あったら検索することをお勧めします。
　４つ目の情報源は就職資料室です。就職課に併設し、
企業パンフレットを多数ストックしています。新聞や雑
誌はもちろん業界紙、専門誌も置いてあります。パソコン、
コピー機、プリンターが設置され自由に使っていただけ
ます。また、業界研究本や経営者の書いた本も所蔵して、
一部は貸し出しています。そのほか、東商信用録という
企業の信用情報を調査して倒産リスクをランク付けした
本もあります。
　こういった情報源を駆使して会社の特徴を知り、独自
の志望動機を構築していただけたらと思います。
④トリプルサポート
　本学には、進路支援を担当する部門が３つあります。
キャリアデザインセンター、エクステンションセンター、
そして就職課です。

　キャリアデザインセンターは、自分の可能性を見つけ
て、働き方や生き方を考えることをサポートする部門で
す。入学直後からガイダンスを開催し、様々な支援策を
提供しています。
　エクステンションセンターは、将来に向けて挑戦する
ために難関資格の取得、公務員試験合格を目指すなど、
チャレンジする学生を支援しております。
　就職課についてはこれまで話した通りです。就職した
い学生はどんどん来ていただきたいです。

SPI対策の方法
　「SPI 試験以外の試験対策はどうやったらいいのでしょ
うか」というご質問を事前にいただいておりますので、
ご回答します。
　就職の筆記試験の種類をこちらに挙げました（資料５）。
有名なものだけを挙げたとご理解ください。受験方法も
最近は増えてきました。昔は会社でペーパーのテストを
受けるという方法でしたが、今は会場でパソコンを使っ
て受ける、自宅でウェブで受けるという方法も増えてき
ています。テストの種類と方法の掛け合わせは限りなく、
対策しきれません。ですので、まずは最も一般的なSPI
からやっていただきたいと思います。その上で、どうし
ても入りたいという会社があったら、その会社の試験を
調べて対策を取るとよろしいと思います。
　では、そのSPI 試験の対策はどうしたらいいのでしょう。
専修大学の学生は非言語分野が弱い傾向があります。文
系の総合大学ですので、入学以来、数学をやっていない
んですね。その結果、忘れてしまって、解答できないと
いうことになります。出題レベルは小学校４年生から中
学生程度ですので、思い出しさえすれば解けます。就職
課ではSPI 試験対策講座を開講しており、学年を問わず
受講可能です。
　以上、現代社会では何でもかんでもデジタルで物事が
進みますが、就職活動についてはまだまだアナログな部
分が多く残っております。やはり人との出会いを大事に
していただきたいと我々は考えております。もちろんその
ために学生に寄り添ったサポートをしいきますので、もし
お子さんが就職活動にお困りのようでしたら、就職課を
訪ねてみてと、お話しいただけたらと思います。ご清聴、
ありがとうございました。

試験の種類 受験（検）方法

同じ試験種類であっても、受験方
式が異なると対策が若干異なる。
電卓が使える or 使えない等

資料５　試験の種類と受験方法

※全ての掛け合わせが存在するわけではありません
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GAB

企業独占 クレペリン
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