
売り手市場、でも大企業は狭き門
　本日お話しすることは３つあります。就職活動の概
要と、2018 年度の就職状況、就職活動支援体制です。
　まず、就職活動の概要についてお話しします。
2020 年３月大卒者の求人倍率は 1.83 倍になります。
東日本大震災の時に卒業した学生は 1.23 倍でした。
就職氷河期と呼ばれた 20 年前は 0.99 倍でした。そ
れらと比べると高い数字です。しかし、従業員 5,000
名以上の企業に関して見ると 0.42 倍ですので、大企
業に関しては狭き門と言えます。また、１年前のデー
タになりますが、ベビー用品大手メーカーのピジョン
株式会社は内定倍率 316 倍、カード会社の株式会社
ジェーシービーは 214 倍です。新卒学生を採用する
意欲の高い企業が多いことにより、売り手市場と言わ
れています。しかしながら、学生が望む企業に入社で
きる可能性は、依然として低いという状況にあります。
　次に現４年生の採用選考のスケジュールを見てみ
ましょう。企業の採用広報活動が始まるのが３年次の
３月１日、採用選考活動の開始が４年次の６月１日と

言われていますが、実際には多くの企業が早くから採
用選考活動を行っています。株式会社ディスコのサン
プル調査によると、内定率は今年５月１日時点で
51.1%、６月１日時点で 71.1% です。このデータから
も採用選考の早期化に拍車がかかっていることが見
て取れます。多くの企業が早めに採用選考を行い、
内定を出す傾向にあるのです。
　そして現３年生のスケジュールですが、2018 年 10
月に経団連は「今後は採用選考に関する指針を策定
しない」ことを発表しました。これを受けて政府主導
により学生の学業に支障のないスケジュールの検討が
行われ、2019 年３月に内閣官房より大企業が加盟す
る経済団体等に要請がなされました。その結果現４年
生とスケジュールは変わりません。そしてこれまでと
同様に企業は採用選考の準備を水面下で進めるよう
になると予想されます。
　ところで、ご父母・保護者の世代からしてみると、
就職活動に関してご子女と話しても話がかみ合わな
い、ということがあるのではないでしょうか。そもそ
も昔と今では就職活動の進め方が大きく変わっていま
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　育友会では最新の就職状況をご父母・保護者の皆様にご理解いただくために、就職懇談会を
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す。かつては就職情報誌を見て、企業にはがきで資
料請求をしていました。しかし、今はこれらをすべて
パソコンで行います。情報量も多く、アクセスも簡単
で、履歴書もエントリーシートもスマートフォンから
送れる時代になっています。
　ただ、学生を見ていると就職活動に労力と時間をし
っかりとかけているのか疑問を持つこともあります。
例えば就職相談でも、エントリーシートをどう書いた
らいいですか、と自らの意見を持たず、考えずに、人
に答えを求める学生を時に目にします。
　私たちも、学生たちには仕事や社会を知ること、自
分を知ることが大事だということを説いています。そ
して企業と自分の共通点を見いだし、相性の合う企業、
やりがいのある仕事を見つけ、幸せな職業人生に結
び付けてもらいたいのです。内定を取ることだけが目
標ではありません。長い人生をどう過ごすかというこ
とを、就職活動を通じて考えてもらいたいと、学生に
は常日頃から話しています。
　昨年度の専修大学の就職状況を見てみましょう（資
料１）。就職希望者を分母とする就職希望者就職率は
97.6% です。卒業者を分母とする卒業者就職率は
88.1% です。いずれも前年度と比べて高くなっており
ますが、企業の採用意欲の高さと本学学生の頑張り
があったと言えます。
　学科・業種別就職状況を見ると、ネットワーク情報

学部は情報処理関係の企業に多く進み、法律学科は
教育・公務に多く進むという傾向はあります。ただし、
学んだ学科により業種が決まるわけではなく、学生生
活の中でどういう経験をし、何に関心を持ったかによ
り企業選択、業種選択して、進路を決めていくという
状況であります。主な就職先と、公務員、教育関係
については資料をご覧ください（次頁資料２、３、４）。

就職に強い！  専大ならではのサポート
　本学では「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 ”」との就職支援方針を掲げております。次に就職
課が提供している支援の特長を４点挙げさせていた
だきます。
①多彩な就職支援プログラム
　年間 102 講座、586 展開の就職支援プログラムを
実施しております。まずは第１回就職ガイダンスを
10 月中旬に実施しますが、ガイダンスに参加するこ
とで、就職についてしっかりと考える時間を持つこと
ができます。
②充実した個別相談システム
　本学は１学年当たり約 4,000 名の学生がおります
が、その一人一人と向き合えるような個別相談システ
ムを設けています。これは、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
るのが特長です。昨年度の相談件数は約 9,800 件で
した。
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。求人情報年間約１万 4,300 件の検
索ができます。そして先輩の就職活動の記録も見るこ
とができるので、どのようなステップを経て内定した
か、面接ではどのようなことを聞かれるかといったこ
とも知ることができます。
　さらに昨年 12 月から公開された専修大学オリジナ
ル就活アプリというものもあります。スマートフォン
から同様の情報が得られ、アプリを通し就職課からお資料１　就職率の推移
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すすめの支援プログラムを案内しております。
　そのほか就職課では、企業に関する各種データベ
ースや専門誌など豊富な資料を用意しています。
④３部門のトリプルサポート
　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
けるために」ということを掲げ、学生がどのように働
きたいのか、どのような自分になりたいのか、という
ことを考えられるよう、キャリア形成支援プログラム
等で支援を行っています。
　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」ということを掲げ、公認会計士などの難関
資格の取得、公務員試験合格を目指す学生の支援をし
ています。各種講座を学内で用意しており、資格試験
の専門学校に通うよりも低廉な料金で受講できます。
　就職課についてはこれまで話したとおりです。「将
来の最適な仕事を選ぶために」というとことで、私た
ちは学生を支援しております。

ご父母・保護者の疑問に答えます
　さて、ここからはご父母・保護者の皆様からよくい
ただく質問に対してお答えしたいと思います。
Q．低学年次からやっておくべきことは？
　自分自身の成長につながる行動を学生にはしていた
だきたいと思います。授業でもゼミナールでも、サー
クルでもアルバイトでも、年代の違う人とコミュニケ
ーションを取りながら、自分の世界を広げてください。
そして、新聞やニュースを見て自分の考えを書いてお
くこともお勧めします。それだけでも就職活動におけ
るグループディスカッションなどで役に立ちます。
　筆記試験対策、特に非言語分野に対しては対策が
必要です。また特に 3 年生においては、夏秋冬に開
催しているインターンシップに、授業に差し支えない
限り積極的に参加していただきたいと思っています。
Q．ブラック企業とはどういう企業？
　簡単に内定が出るものの離職者が極めて多い企業
は、労働環境に問題あり、として疑わしいでしょう。

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 9 6 3
国税専門官 19 15 4
労働基準監督官 2 1 1
法務省専門職員 3 1 2
裁判所職員一般職 2 1 1
自衛隊幹部候補生 1 1 0
その他自衛官 4 4 0
海上保安官 1 1 0
国家公務員計 41 30 11

教育関係 全学科
全体 男子 女子

公立学校教員（専任） 10 5 5
公立学校教員（臨時・常勤・非常勤） 9 6 3
私立学校教員（専任） 3 3 0
私立学校教員（臨時・常勤・非常勤） 17 10 7
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 53 33 20

地方公務員 全学科
全体 男子 女子

都道府県（上級） 21 15 6
都道府県（中級） 2 2 0
市・区（上級） 95 66 29
町村役場 7 6 1
警察事務（上級） 5 2 3
警察官 49 41 8
消防官 13 13 0
その他 2 2 0
地方公務員計 194 147 47

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
ＪＵＫＩ（株） 日鉄住金鋼板（株） 大和ハウス工業（株） 亀田製菓（株） 積水ハウス（株） 飛島建設（株） 東急建設（株）
富士通（株） （株）エフピコ ヤマザキビスケット（株） クリナップ（株） 住友林業（株） ＮＥＣネッツエスアイ（株）（株）Ｊ－オイルミルズ
日本ケミコン（株） ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）雪印メグミルク（株） タカラスタンダード（株） 日本たばこ産業（株） （株）伊藤園 アツギ（株）
ルネサスエレクトロニクス（株）（株）バンダイ （独）国立印刷局 キッセイ薬品工業（株） （株）ニチレイフーズ アンリツ（株） 日立化成（株）
曙ブレーキ工業（株） （株）みずほフィナンシャルグループ ＪＦＥスチール（株） ライオン（株） ＴＯＴＯ（株） 日本ヒューレット・パッカード（株） アマノ（株）
ニプロ（株） （株）横浜銀行 東芝機械（株） 日本電気（株） （株）東芝 （株）大塚商会 大和冷機工業（株）
青山商事（株） （株）ゆうちょ銀行 （株）リコー 三菱食品（株） （株）デンソー 労働金庫連合会 （株）日本マイクロニクス
（株）千葉銀行 第一生命ホールディングス（株）ＴＨＫ（株） （株）レナウン （株）トーハン （株）ジャックス ユアサ・フナショク（株）
（株）広島銀行 東京海上日動火災保険（株）ミネベアミツミ（株） 因幡電機産業（株） （株）サカタのタネ 朝日生命保険（相） キヤノンシステムアンドサポート（株）
（株）常陽銀行 （株）ＪＴＢ 太陽誘電（株） （株）アマダホールディングス （株）イトーヨーカ堂 小田急電鉄（株） 広島信用金庫
神奈川県信用農業協同組合連合会（独）国立病院機構 本田技研工業（株） （株）そごう・西武 明治安田生命保険（相） エヌ・ティ・ティ・インターネット（株） イオンフィナンシャルサービス（株）
みずほ証券（株） （独）労働者健康安全機構 （株）りそな銀行 （株）セブン－イレブン・ジャパン 東京急行電鉄（株） （株）インターネットイニシアティブ 日本郵政（株）
富国生命保険（相） 日本赤十字社 （株）十六銀行 （株）りそなホールディングス 日本通運（株） 北陸通信ネットワーク（株）（株）アインホールディングス
住友生命保険（相） （独）地域医療機能推進機構 （株）静岡銀行 （株）三菱ＵＦＪ銀行 日本航空（株） ドコモ・システムズ（株） 大和証券（株）
全国労働者共済生活協同組合連合会 全国農業協同組合連合会 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）（株）足利銀行 全日本空輸（株） （株）セブン＆アイ・ネットメディア 太陽生命保険（株）
東海旅客鉄道（株） 日本司法支援センター （株）クレディセゾン （株）山梨中央銀行 （株）東奥日報社 （株）富士通マーケティング 東日本旅客鉄道（株）
京王電鉄（株） 日本中央競馬会 王子ホールディングス（株）（株）かんぽ生命保険 （株）中央公論事業出版 （株）アルファシステムズ （株）エイチ・アイ・エス
ソフトバンク（株） （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 野村證券（株） 三井住友海上火災保険（株）松竹（株） ＳＣＳＫ（株） 東武トップツアーズ（株）
東日本電信電話（株） （公財）国際研修協力機構 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株） あいおいニッセイ同和損害保険（株） ＫＤＤＩ（株） 富士ソフト（株） ユナイテッド（株）
公益（財）東京都保健医療公社 日本年金機構 日本生命保険（相） 東京瓦斯（株） （株）ゼンリン （株）ＤＴＳ 伊藤忠テクノソリューションズ（株）
横浜農業協同組合 国家公務員一般職（法務省）損害保険ジャパン日本興亜（株） （株）トーカイ 国立研究開発法人国立環境研究所（株）アイ・エム・ジェイ 長野県厚生農業協同組合連合会
国家公務員一般職（厚生労働省）国税専門官 西日本旅客鉄道（株） 有限責任（監）トーマツ 明治座舞台（株） （株）ジャストシステム さがみ農業協同組合
国家公務員一般職（金融庁）法務省専門職員 東京地下鉄（株） 楽天（株） 法務省専門職員（人間科学）日本郵便（株） （株）東急レクリエーション
労働基準監督官 東京都（事務Ⅰ類） （株）バンダイナムコエンターテインメント ＳＭＢＣファイナンスサービス（株）国家公務員一般職（経済産業省）（株）デジタルガレージ 法務省　心理専門職
東京消防庁 警視庁警察官 神奈川県警察事務職員Ⅰ種 東京都特別区Ⅰ類 横浜市役所　大卒 ヤフー（株） 神奈川県（行政Ⅰ種）

資料２　学部別主な就職先（2018年度）
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特に入社 3 年以内の離職率が高いと注意が必要です。
極端に初任給が高い場合は、歩合制であったり、出
来高制であったり、固定残業代が含まれている場合
もあります。

ご父母・保護者ができる支援
　ご父母・保護者の皆様ができる就職活動支援につ
いてお伝えします。就職活動には平均で約 13 万
6,000 円かかるといわれています。就職活動中は学生
もアルバイトができませんから、金銭的なご支援をい
ただけたらと思います。
　そして、自己分析の手伝いをしてあげてください。
例えば、ご子女が大学生になってからよい意味で変わ
った部分を「そんなことが考えられるようになったん
だね」などと伝えてはいかがでしょうか。学生が自分
自身の強みに気づくきっかけになるかもしれません。
　さらに、知らない世界を伝えてあげてください。ご

父母・保護者の皆様が仕事を通して経験された組織
での役割や、知識として持っている社会現象の背景
などをお話しいただけますと、学生の興味関心の対象
が広がっていくと思います。
　そして支援するうえで何より大切なのは、親の価値
観を押し付けないということです。ご子女とご父母・
保護者の皆様とは考え方、価値観が違うかもしれま
せん。企業選択においてもご子女の考えを否定する
のではなく、話を聞きながら価値観を理解していただ
けたらと思います。
　最後に大切なことをお伝えします。学生には就職活
動において人との出会い、縁を大切にしていただきた
いと思います。出会う人々から、何をつかむか。その
ためには考えて行動することが大事です。こんな言葉
をお伝えします。 「就活は職業人の出発点に立つため
の学びの機会」。学びの機会が多かった学生ほど、卒
業後、意気揚々と働いていると思います。ご子女がそ
うなるように、私どもは支援をしてまいります。

企業はどんな学生が欲しいか
　弊社ではどんな学生が欲しいかというところからお
話しさせていただきます。
　１つに「主体性がある」ということです。企業が採
用するとき学生のどんなところを見ているかというと、
弊社の場合はグループワークできちんと主体性を発
揮できているかという点を見ます。そういった場で、
黙って座っているだけではダメです。目の前の課題に
対する自分なりの考えを周りに発信できるといったこ
とが必要になります。
　それと「人との協働ができる」ということ。個人面
接で意気揚々と話していたので、これは期待できそう
だと思えても、グループワークになると話さなくなっ
てしまう学生もいます。１対１では自分の経験を語れ
ても、シチュエーションが変わるとそれができない方
です。どんな状況であっても、自分の能力の発揮の仕

方を体得している人を欲しいと思っています。
　２つ目に「自社の風土に馴染み、活躍できる」とい
うことがあります。過去には採用する側として失敗が
ありました。ある新入社員が研修後に辞めることにな
りましたが、その方は「この会社ではコミュニケーシ
ョンを多く求められ、自分はそれが苦手だということ
が研修を通してわかりました。だから、自分のペース
で進められる仕事に就きたいので会社を辞めたい」と
いうことでした。これについては採用前にこちらが本
人の欲求を聞き出せなかった面もありました。また、
本人も入社前に企業の風土に気づけませんでした。
能力がいくら高くても会社に馴染めず活躍できなけれ
ば意味がありません。採用選考では「自社の風土に
馴染み、活躍できる」というポイントも注意して見て
います。
　学生に企業を選ぶ際の基準を聞くことがあります。

「○○休暇がある」「給料が多い」という答えの学生も

2006 年専修大文学部心理学科卒業後、生活用品の商社であ
る株式会社友和に就職。人事部にて採用・教育業務を担当する。

株式会社友和　人事部  細田  優

本学卒業生が語る！
採用担当者としての視点

2 企業採用担当者による講演
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