
は「精神的なサポート」です。自分を他人に素直に見
せられる人は、そんなにいません。でも、親御さんに
対しては気を遣わずに見せられる部分があると思いま
す。そして、親御さんもお子さんが言ってほしいこと、
言われたくないことを、なんとなくわかると思うんで
す。そういう面で、言葉のサポートをしていただくと、
学生も励みになると思います。
　そしてもう一つが「経済的なサポート」です。学生
と話していて、交通費は馬鹿にならないという話を聞
きます。昔よりも就職活動の期間が短くなってアルバ
イトをしている暇もないので、交通費などを支援して
いただくといいと思います。ある学生は内定を取って
から返すという約束で親に借金をして、気持ちよく活
動していました。
　さらに、「業界に関する知識や職業観を伝えていく」
というサポートがあると思います。ある学生さんがあ
る朝リビングに行くと、自分が受けている企業の記事
が出ている日経新聞がさりげなくそこに置いてあった
と言います。親は心配しているけど、本人に任せてく

れているのですね。「あなたの好きにしなさい」と、
子どもを信頼しつつ、でも無関心ではないと伝えてい
ます。
　また、ある面接で「私は努力をする人間です」とい
う学生さんがいて、話を聞くと、小さいころから努力
を積み重ねてきたが、それは「努力しなければ自分の
道は開けない」と父親から言われて育ったからだと。
その学生は見事に、自分の行きたい企業の内定を得
ていました。親の価値観が影響を与えているな、と感
じた好例です。
　親御さんは子供の進む道を示すよりも、その子が自
分のキャリアを選ぶときの参考にできるように、自分
はこういう思いで働いているよというように、社会人
としてのサンプルを示してあげるのがいいと思います。
　最後は私からのお願いも含んでいますが、働くのは
学生本人です。学生が自分でいい選択をできるよう
に、親御さんはサポートしていただきたいと思ってい
ます。

3
親と子の就職活動
（見守り）体験談

学生と父母のパネルディカッション
試行錯誤しながら就職活動をし、見事内定を得た
４年生たち。そして、就活を見守られた４年生の
父母。それぞれの立場から、体験したからこそ気
づけたリアルなお話をしていただきました。

文学部人文・ジャー
ナリズム学科４年女
子の父

文学部英語英米文学
科４年女子の母

愛知県出身。特殊法
人関連に内定。ゼミ
では財政学を学ぶ。
野球サークルに所属
し活動。

東京のホテルに内定。
ゼミではテーマパーク
やホテル業界に関す
る研究を行う。

静岡県出身。静岡県
の金融系サービス企
業に内定。ゼミでは
憲法を学ぶ。オープ
ンキャンパスなどで大
学を案内する学生ス
タッフも務める。

育友会長

小林  宏
育友会副会長

金澤明子
経済学部経済学科４年

菊地隆太
経済学部経済学科４年

横島夏子
法学部法律学科４年

大村知里
就職課長補佐

遠藤  清

コーディネーター パネリスト

就職活動どう進めた？
遠藤：学生の皆さんにお伺いします。昨年の今頃、何
をしていましたか。

横島：私はアルバイトもあって、ゼミの論文執筆に一
生懸命だったため、就活についてはあまり考える時間
がありませんでした。
大村：私はその頃は公務員志望だったので、そのた
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めの試験勉強をしていました。民間企業への就職活
動は特にしていませんでした。
菊地：自分も入学当初から続けていた公務員試験の
勉強をしていました。最終的には、公務員も民間も、
どちらも目指すようになりました。
遠藤：公務員と民間企業の両方を目指すのは大変だ
と思いますが、時間の管理はどうされましたか。
菊地：今年の４〜６月は企業の面接と公務員試験の
勉強を同時に進めなければなりませんでした。１日に
３、４社まとめて民間企業を回り、その翌日は丸１日
公務員試験の勉強をするなど、メリハリをつけて進め
ました。大変でしたが自分が決めたことだったので頑
張りました。
遠藤：横島さんは就職活動を振り返り、もっと早くか
らやっておけばよかったと思ったことはありましたか。
横島：私はホテル業界を志望していたため、ゼミでは
ホテル業界やテーマパークについて研究をし、それが
そのまま就職活動にもつながりました。初めから目指
す業界が絞れていたので、特に焦ることはなかったで
す。
遠藤：大村さんは元々公務員志望でしたが、いつか
ら民間企業に進路を変えたのですか。
大村：大学入学時から卒業後は静岡に戻りたいと思
っていて、その選択肢の一つとして公務員を考えてい
ました。大学生活を送る中で、公務員以外でも静岡
に帰る選択肢はあると考えるようになり、視野を広げ
て就職活動をしました。３年次の後期には民間企業を
目指すことを決めました。
遠藤：静岡の企業はどのように探したのですか。
大村：学内企業説明会や、静岡Ｕ・Ｉターン就職サ
ポートセンターが東京の目黒にあるので、そこで情報
を得るようにしていました。

自分を知り、会社を知る
遠藤：自己分析はいつ頃から、どのように取り組みま
したか。
横島：３年次の 10 月頃から取り組みました。私は大
学入学前からホテル業界に就職したいと思っていたの
で、第二外国語もゼミの履修も、ホテル業界を目指す
ために選んできました。一方で、本当に自分がホテル
業界に合っているのかということも知りたかったので、
３年次の 10 月に学外の就職イベントに参加するなど
して、相当考えました。自分を知るという意味では、
私は自己分析よりも他己分析に力を入れました。
菊地：私は 12 月に就職課が開催した１泊２日の就職
合宿に参加して、履歴書を書くための自己分析に取り
組み始めました。他己分析も行って人の意見も参考に
しましたが、親やアルバイト先の人、大学の仲間だけ

でなく、地元愛知県の幼稚園や小中高の友達など、
いろんな人から話を聞きました。
遠藤：他人の意見から自己を知る “ 他己分析 ” にお
いては相当な人数から話を聞いたのですか。
菊地：幼稚園、小中高と年代ごとに 5 名くらいずつで、
合計 30 人近くから聞きました。LINE や電話で「俺
の長所と短所を、傷ついても構わないから言ってよ」
と。就活中の相手とはお互いに「◯◯のこういうとこ
ろが長所で、こういうところが短所だと思う」と正直
に言い合いました。
遠藤：へこむことはありませんでしたか。
菊地：全然そんなことなくて、面接で「あなたの弱み
は何ですか」と聞かれたときに、エピソードも含めて
そのまま使えたのでよかったです。
遠藤：大村さんはいかがですか。
大村：私は公務員志望だったのを途中で民間企業に
切り替えたので、ゆっくり自己分析している時間もな
く、企業を調べる中で自分がどういう風に生活してい
きたいかということを考えていきました。
遠藤：金澤さんと小林さんは、親として自己分析の手
伝いをしましたか。
金澤：どんな仕事をしたいのか、娘の考えがぼんやり
としていたので、そこを明確にするために「どんなこ
とやっていきたいの」「どんな仕事をしたいの」と少
しずつ質問を投げかけました。雑談の中で、方向性を
見いだせたらいいなと思っていました。
小林：私は娘に関心を持ちすぎでして、過干渉になる
くらいで、口を出してはよく娘と言い合いになりまし
た…。最終的には、就職課に相談に行きなさいとアド
バイスしました。就職課のおかげで、就職活動におけ
る娘の視野は広がったと思います。
遠藤：過干渉ということですが、お嬢さんには反発さ
れましたか。
小林：小さいころから過干渉で、娘は慣れっこですか
ら、またかといった感じです（会場笑）。

親子の程よい距離感
遠藤：大村さんと菊地さんは独り暮らしですが、就職
活動において親と頻繁に連絡を取られましたか。
大村：私の両親は、中高の部活や大学を選ぶ際も、
私の意思を尊重してくれました。ですので、就職に関
しても親からあれこれ言われることはありませんでし
た。常日頃から、どんな企業を受けているかは連絡し
ていましたし、就職活動で悩んだときには連絡を取っ
ていました。
菊地：自分はネガティブな性格で考えすぎてしまうと
ころがあります。就職活動でくよくよと考えすぎてし
まった時には親に意見を聞いたりしていました。逆に、
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親からあれこれ就職について聞かれることはなく、い
い距離感だったと思います。
遠藤：一緒に住んでいる横島さんはどうですか。
横島：私の両親は今の就職についてはあまりわからな
いので、放任主義というのではなく、こちらが相談し
ない限り余計な口出しはされませんでした。

交通費を上手にやりくり
遠藤：大村さんは静岡への U ターン就職活動をしま
したが、金銭面は大変でしたか。
大村：想像以上に、東京と静岡を行き来する回数が
多かったです。急な面接の呼び出しもあり、交通費と
時間の管理が大変でした。
遠藤：親からは資金的な援助がありましたか。
大村：私は奨学金やアルバイト代でやりくりして、親
からの資金援助は一切受けませんでした。交通費は
高速バスを利用して節約しました。親から心配される
こともありましたが、負担を掛けたくはなかったので
工夫してやりくりしました。
遠藤：最近では自治体によって交通費を補助してくれ
るところもあります。例えば新潟県では交通費及び宿
泊費の半額、１万円を上限に、年度内３回まで補助す
る制度があります。そのように補助を出す自治体は他
にもあります。各自治体のホームページや “LO 活 ”
のホームページに情報が出ていますので、会場の皆さ
んも調べてみるといいでしょう。菊地さんは交通費の
負担は大きかったですか。
菊地：自分は東京都内の企業を回ることが多かったの
ですが、交通費を節約するために「東京メトロ 24 時
間券」を利用しました。使い始めから 24 時間、東京
メトロなら乗り降り自由です。600 円とお得なので、
プチ情報としてお子さんにお伝えください（会場笑）。

エントリーから企業説明会へ
遠藤：３月１日になると、リクナビ、マイナビといっ
た就職情報サイトがオープンして、私は御社に興味
がありますと意思表示する “ エントリー ” を行います。
横島さんは、何社にエントリーして、そのうち何社面
接に進みましたか。
横島：私はエントリーが 20 社、そのうち説明会に参
加して、自分のイメージと違うところを除いて書類を
提出したのが 11 社。そこから面接に進んだのが９社
です。
遠藤：イメージと違うとは、どのように違ったのですか。
横島：宿泊や食事で利用した際に見たホテルマンと、
説明会でお会いした方々にすごくギャップを感じる企
業がありました。私は「人との出会いを大事にできる」
ということを企業選びの軸に据えていました。もちろ
んゲストとの出会いも大切ですが、一緒に働く人との
出会いも大事にしたかったので、自分が違和感を感じ
る企業は選考には進みませんでした。
遠藤：大村さんは静岡での就職活動ですが、どのよ
うに企業研究を進めたのですか。
大村：東京で静岡の企業による合同説明会も開催さ
れたので、そういうものに参加しました。また専修大
学のサテライトキャンパスで静岡の企業によるセミナ
ーが開催され、そこにも参加しました。内定をいただ
いたのはそこで出会った企業です。
遠藤：都内や大学で会社説明会があると、時間もお
金も節約できますよね。大学が主催するものは案内さ
せていただいていますが、それ以外の開催情報はどう
やって入手しましたか。
大村：静岡 U・I ターン就職サポートセンターのサイ
トに登録すると、メールでイベント開催のお知らせが
届きます。目黒の事務所では事前に予約すれば、面
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接の練習も対応してくれますので、大学の就職課とと
もに利用していました。

いよいよ面接本番
遠藤：大村さんはいつ頃から面接がありましたか。
大村：初めて面接の連絡がきたのは３月下旬でした。
採用選考活動解禁日前なので、人事の方からは「面
接ではなく、大村さんのことをもっと知りたいので、
履歴書を見ながらお話をしましょう」と言われました

（会場笑）。1日で２回、別々の人事の方とお話しして、
４月に入ってもう1 回、また別の人事の方と会い、そ
の場で内定をいただきました。前年の情報や、先輩
から聞いていたスケジュールよりも早く進みました。
遠藤：横島さんは最初の面接はいつ頃でしたか。
横島：３月中旬です。大村さんと同じで、スケジュー
ルが早まっていると感じました。特に今年はゴールデ
ンウイークが 10 連休だったので、ホテル業界として
はその前に内定を出したいという意図があったようで
す。４月上旬は土日関係なく、毎日面接がありました。
遠藤：１日に２社以上のときもありましたか。
横島：私はメンタルがあまり強くないため、１日２社
はきついので、それは避けるようにスケジュールを調
整しました。
遠藤：菊地さんはいかがですか。
菊地：自分は２月の上旬に最初の面接があり、そこで
自己 PR を３分間してくださいと言われて困惑しまし
た。でも、就職合宿で自己 PR をしっかりと作ってい
たので何とかなりました。
遠藤：ご父母のお二人は、お子さんの面接の練習に
付き合うなどしたことはありますか。
小林：娘の受けた会社で、30 秒のプロモーションビ
デオを作って送れという課題があり、そのときは娘が
プレゼンするのを、スマホで録画する手伝いをしました。

遠藤：撮り直しもありましたか。
小林：テイク８くらいまでありました（会場笑）。
金澤：娘がこういうことをエントリーシートに書いて
もいいのかなと悩んでいるようなときは、私の考えを
伝えたりすることはありました。

女性として、働き方をどう選んだ
遠藤：横島さんと大村さんは、企業を見るときに女性
として気にしたことはありますか。
横島：ホテル業界は夜勤もある業界なので、実際にど
ういうスケジュールで働くのかは気にしました。説明
会の参加者は女性の方が多いくらいで、企業側もこち
らが聞かなくてもその点を説明されることが多かった
です。
大村：将来、結婚して子供が生まれても、一生働き
たいと思っています。今はほとんどの企業で産休や育
休の制度が整っています。その制度が実際に使われ
ているのかなど、社員の方の生の声を聞いて自分の将
来像をイメージしてみました。

就職活動を通しての学び
遠藤：どういう基準で会社を選びましたか。
横島：私は企業の規模は気にせずに受け、大手、中堅、
ベンチャーのようなところから１社ずつ内定をいただ
きました。いざ内定をいただいてからどこを選ぼうか
考えたとき、今後もしも転職をせざるを得ない状況に
なった際どちらに進む方がより自分の経験値を高めら
れるかを考えました。また人を大事にする会社という
視点でも選びました。
遠藤：就職活動を通して成長したところはありますか、
大村さんいかがでしょう。
大村：プラス思考に物事を考えられるようになりまし
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4 エクステンションセンターによる講演

合格するために何をすべきか
専修大学公務員試験講座はこうなっている

試験日程は？　民間企業との併願は可能？
　国家公務員には、国家総合職と国家一般職があり
ます。また、国家専門職というものもあり、国税専門官、
労働基準監督官、裁判所事務官など特定の専門分野
の仕事をする公務員などがあります。
　地方公務員は都道府県、政令指定都市の地方上級
や、政令指定都市以外の職員などがあります。そのほ
か公務員には、警察官、消防官などがあります。
　消防官については、東京の場合は東京消防庁の採
用になります。それ以外のところ、例えば神奈川県で
したら横浜市の消防局、川崎市の消防局とそれぞれ
別々の採用になり、これらの採用試験は同じ時期に行
われます。
　公務員の採用試験は、４年次の４月以降から始まり
ます。今年は４月半ば、衆議院参議院の事務局の試
験からスタートしました。そして４月末に国家総合職
の採用試験があり、続いて５月初旬に東京都特別区
や東京都庁の試験が始まります。５月の後半になると
一部の市役所の試験が、６月に入ると裁判所職員、
国税専門官、国家一般職が、そして最後に地方上級、

いわゆる県庁や政令指定都市の試験が実施されます。
　公務員試験は民間企業の就職活動の時期と重なり
ます。民間企業と併願する人もいますが、過去の例で
すと、併願した学生の７割くらいは民間企業から内定
をいただくと、そのままそこに就職する傾向にあります。
　民間企業の就職活動では２月から４月にかけて１日
５、６社の会社説明会を回ることもあります。さらに
は帰宅してエントリーシートも書かなければなりませ
ん。その状況で公務員試験の勉強をするのはかなり
難しいです。もし民間企業と併願するなら、業界、企
業を相当絞り込んで行う必要があります。

試験で問われること
　次に公務員試験の内容をご説明します。１次試験
は、教養試験（数的処理、文章理解、社会科学、人
文科学、自然科学）、専門試験（憲法、民法、行政法、
経済原論、政治学、社会学、行政学）、そして論文試
験があります。論文試験では、時事問題などが問わ
れます。そして２次試験は、面接などによる人物試験
となります。

た。来年の４月から社会人として働くことになります
が、そのために資格の勉強を頑張っておこうという風
に、自然と前向きに考えられるようになっています。
遠藤：菊地さんは、どんな社会人になりたいですか。
菊地：自分はネガティブで慎重なところがありますが、
そこを克服して、常に挑戦して信頼されるような社会
人になりたいです。周りから信頼されている父のよう
な社会人になれたらと思っています。

親として、こんな風に関わるといいかも
遠藤：最後に、ご父母のお二人にお伺いします。就
職活動を見守った先輩として、これから就職活動に臨

む親御さんへのアドバイスをお願いします。
金澤：３点お伝えしたいと思います。子供と親のペー
スがずれた場合は、子供に合わせてあげるということ
が大事です。そして、子供が話を聞いてほしいという
ときは聞いてあげ、納得できたときは親も一緒に喜び、
それを自信につなげてあげられたらいいと思います。
最後に、就活が終わり落ち着いたら、就活が社会に
出てどのように生かせるか、話し合うことで、本人の
気づきにつながったらいいと思ます。
小林：娘の就活を見てきて、本当に大変だなと実感
しました。そんな中で、娘の活動に「関心を持つ」そ
して「他と比較しない」ということを意識して関わっ
ていくことが大切なのではと感じています。

大手受験指導専門学校において約 20年、公務員を目指す学生を
指導した経験を持つ。国家総合職試験から警察官・消防官試験ま
で多くの合格者を輩出。論文・面接対策の指導にも手腕を発揮。

専修大学エクステンションセンター事務部
公務員試験講座担当講師　　　　　　　   　朱  武英
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