
皆様が就職活動をされていた頃と比べて、近年は就職環境も就職活動の仕方も、大き
く変化しております。また、就職活動中のお子様との関わり方も大きな関心事かと思い
ます。

現在の就職活動について、そして就職活動中のお子様との関わり方を中心にお話させ
ていただきます。
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まずは本学の就職状況についてお話します。
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2020年3月卒、つまりこの春卒業した方々の就職率は97.7%でした。昨年が97.4%です
ので、0.3ポイント増加しています。

※文科省方式＝就職希望者のうち、正社員か1年以上の契約社員となったものの割合。
自営業は含まず。
（正社員+1年以上の契約社員）/（正社員+1年以上の契約社員+活動中）
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本学卒業生の、過去3年の主な就職先を掲載しております。
本学のホームページからも確認いただけますので、ぜひご覧ください。
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続いて、現在の就職環境についてです。

5



今年は大きく就職環境が変わると思われます。

近年は学生側が就職しやすい環境である、「売り手市場」と言われていました。そこま
でこだわらなければ、周りが就活し始めた時期に合わせて自分もなんとなく活動する、
というような動き方でも大体の人が内定をとれる、良い就職環境でした。ですが、新型
コロナウィルスの影響により、売り手市場は終了するかもしれない、と言われています。
就職の環境は景気に左右される部分が大きいのですが、世界的に経済活動がストップ
しており、それが今なお続いているという恐るべき状況です。長期化して景気が更に悪
くなれば、企業も採用に対してお金を使える余裕がなくなってくるので、就職難になるの
です。

つまり、誰でも簡単に内定が取れる時代は終わった、と考えてください。しっかり自身の
将来を今のうちから考え、目指すところにはどのような力が必要で、何をしなければな
らないのか...
今まで以上に、早期から真剣に考える必要があります。

なお、日々状況が変わっていますので、今後の動向次第ではどうなるかはまだわから
ない部分が多いです。日々ニュースや新聞を見るようにして、最新の情報をしっかり入
手することも大事です。
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こちらは1990年からの大卒求人倍率の推移を表しています。求人倍率とは、就職希望
者に対してどのくらいの数の求人があるかを示したものです。求人倍率の数値が高け
れば就職しやすく、低ければ就職しにくい環境であるという指標だとお考えください。
「1.0」を下回るような場合は、環境としては非常に悪いというイメージです。
バブル崩壊といわれる1992年辺りから、一気に大卒求人倍率が下がっていることがわ
かります。ここから2000年初頭まで、就職が非常に厳しい状況である、「就職氷河期」と
いう期間が発生しました。特に1996年や2000年は1.0倍を下回っており、就職が困難で
あったことがわかります。そこから少しずつ右肩上がりで持ち直していましたが、2008
年のリーマンショックでまた著しく倍率が低下します。このように、経済恐慌に伴う不景
気時には、求人倍率が低下し、就職が難しくなることがわかります。

新型コロナウィルス感染症による経済への打撃は、いつ収束するかや政府の施策など、
今後の動向で大きく変わるので断言はできませんが、「リーマンショック時以上」と分析
する専門家もいます。

7



こちらは、読売新聞が出していた調査結果です。
このように、現4年生の採用に関してでさえ、採用を減らすと回答している会社は2倍に
もなります。主要100社とあるように、多くの人が聞いたことあるような大企業がこのよう
に回答しています。

資金に余裕がある大企業でさえ採用を減らすということは、準大手企業や中小企業も
同じような流れになることが予想されます。
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業種ごとの求人倍率を見てみましょう。このように、業種によって大きく差があります。
特に本学学生に志望者が多い金融業は、1を大きく下回り0.28倍となっています。当然、
人気の業種ほど求人倍率は低くなっていますし、人気の企業となればさらに難易度は
上がります。

また、従業員規模別の求人倍率においても、やはり大企業は人気であり、求人倍率が
低くなっています。300人以上の企業では平均値である1.83を下回っていることから、
1.83という求人倍率は300人未満の中小企業が数字を引き上げていると言えます。
このように、業種や企業規模によって求人倍率、つまり入りやすさは大きな差がありま
す。どうしても行きたい企業や業種があるのは良いことですし是非入社を目指して全力
で努力してほしいですが、業種をひとつに絞ったり、大企業ばかり狙って活動すること
は危険であると言えます。

※第36回ワークス大卒求人倍率調査より出典（調査対象は2020年卒生）
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続いて、就職活動の全体像についてです。
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こちらは、政府の指針として出されている、2022年卒学生向けの就職活動スケジュー
ルです。
正式に就活解禁とされるのは、2021年の3月で広報活動を開始し、6月から選考を開始
する、というようなスケジュールになっています。また、インターンシップは職業体験とし
て実施するもので、採用に結び付けるようなものではない、とされています。

しかし、これはあくまで指針として出されているので強制力がなく、スケジュールやイン
ターンシップの位置づけに関して、実際には大きく異なることが多いです。
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こちらが、ざっくりとした現実的な就活スケジュールです。2021年の3月には選考を開始
するような企業が多く、エントリーするとすぐに説明会、ESの提出と、かなりのスピード
感で進んでいきます。

インターンシップに関しては、プログラムや実施期間によって異なるので一概には言え
ませんが、職業体験というよりも企業の広報活動、学生との接点を持つ場と捉えている
企業が多いです。

夏・秋に参加できるようなインターンシップでは、選考を実施していることもあり、イン
ターンシップ選考の対策をする必要もあります。赤の矢印で表記している早期選考で
は、インターンシップに参加した学生に対して、3月よりも前に選考を実施し、早期に内
定を出す企業もあります。

このように、インターンシップが就活の一環になっていることを理解し、早期から計画的
に対策をとっていく必要があることがわかります。
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選考スケジュールと、準備、そして学内での行事を合わせた表がこちらです。
前のスライドでご説明したとおり、3年次3月の解禁から、面接も含めてすべての就職活
動が一斉に解禁されます。そこでスタートダッシュを切るために、早いうちから準備をし
ていくことになります。
学内行事予定の★印は就職ガイダンス・講座を表しています。5月に就活スタートアッ
プガイダンスが開始され、1月に1回～2回のペースで実施します。この他にも随時模擬
試験や模擬演習、セミナーなども実施する予定となっております。
就職ガイダンスの開始以降、自己分析や自己PR、業界・職種・企業研究などを行って
いきます。また夏頃からはインターンシップもあります。先ほどもご説明したように、近
年はインターンシップを重視する企業が増えております。それに伴い、学生のインター
ンシップ参加率が年々増加しており、今では8割近い学生がインターンシップを経験し
ています。
そしてスーツ等、就活に向けたものの準備もしっかりしていき、3月の解禁を迎えること
になります。
このように、準備も含めておよそ1年から1年半ほど「就職活動」が続くことになります。
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就職活動全体のスケジュール感はご説明しましたが、次はひとつの会社を受けるとき
の流れです。

ここにお示ししたものは代表的なものであり、必ずしもこの通りではありませんのでご
注意ください。

まずは「エントリー」、あるいはプレエントリーと呼ばれるものを行います。これは主に、
リクナビやマイナビといった就職情報サイト上で行います。皆様方の世代でいうところ
の、資料請求のはがきを送る、くらいのニュアンスでしょうか。エントリーをすることで
「あなたの企業に興味がありますよ」という意思表示をすることになり、エントリーをした
者を対象に、説明会の案内や選考の案内が企業からくるようになります。

エントリーをすると説明会の案内が来ますので、次は説明会に行くことになります。基
本的には実際に説明会場に足を運ぶことになりますが、近年はweb上で行う説明会も
増えてきています。

説明会に参加するといよいよ選考が始まります。まずは書類選考です。履歴書や、エ
ントリーシートと呼ばれるものを提出します。書類選考では学生時代に頑張ったことや
志望動機などを聞かれることが多いです。
書類選考を通過すると、筆記試験です。もっとも多いのはSPIという試験で、ここでは中
学レベルの国語と数学が出題されます。もちろん企業によっては一般常識や英語など、
様々な筆記試験が用意されています。また、公務員試験で多くみられますが、小論文
が出題されることもあります。

そして筆記試験を通過すると面接です。個人面接、集団面接、そして与えられたテーマ
について学生だけでディスカッションするグループディスカッションなどがあります。
企業にもよりますが、概ね2回～5回程度の面接を全て通過して、やっと内々定・内定に
至ります。
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ここ最近の就活でのトレンドとして挙げられるのが、就活のWeb化です。
エントリーや書類選考、筆記試験あたりまではWebで行うことも多かったのですが、コロ
ナウィルスの影響もあり、説明会や面接までWebで行う企業が多くでてきました。
面接に関しては最終面接以外はすべてWeb面接を行うような企業もあり、対策は必須
といえるでしょう。
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このように大変な就職活動ですが、企業から求められている力とはどのようなものなの
でしょうか。
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こちらのデータは、日本経済団体連合会が毎年調べている、選考で重視される能力に
ついての回答結果です。
近年では、こちらの赤で囲んでいる上位4つの能力が特に重要視される傾向にありま
す。
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続いて、資格についてよく学生や保護者の方からこのようなご質問をいただきます。
「持っていると就活で有利になる資格はありますか？」

ありません。何かの資格があるからといって、それだけで就職が有利になるようなこと
はまずありません。

ただし特に難関資格を持っている場合、資格自体ではなく、「難関資格を取ろうとした
向上心の高さ」や、「資格取得のために努力した経験」などは評価されることがあります。
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逆に、このようなご質問もいただきます。「何も資格を持っていないのですが就活で不
利になりますか？」

なりません。
資格や語学力よりも、先ほど述べたような力の方が圧倒的に重視されます。
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ここから、本日もっとも皆様にお伝えしたい内容になります。

就活時期は親子でもどのように接すれば良いか悩まれる方もいらっしゃいます。そうし
たときの指針となるお話をお伝えできればと思います。
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まず、保護者の皆様に期待したいことと、としてこちらを挙げさせていただきます。
社会人の先輩としての助言と、保護者としての支援、です。

社会人の先輩である保護者の皆様からの、社会人目線でのアドバイスは大変有効で
す。また、保護者にしかできない支援もあり、就活で疲れた学生はそれも期待していま
す。

ここで重要なことは、「助言」と「支援」は、立場を変えて行っていただきたいということで
す。よくやってしまいがちなのは「保護者目線の助言」です。保護者目線の助言は価値
観の押し付けになりやすいので避けていただきたいと思います。それぞれの具体的な
行動例は後ほどご説明します。
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例えば、保護者目線の条件面を重視した助言がこちらです。助言なのか押し付けなの
か微妙なところですが、このようなことをお子様に伝えている方もいらっしゃるかと思い
ます。

学生は条件面だけでなく、やりたいこと、そして自身の強みを発揮できる仕事。こういっ
たことも考えた上で就職先を選んでいるはずですので、条件面だけを押し付けるのは
避けていただきたいと思います。
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こちらは就職先を決定する際に重視する事項を尋ねたものです。
学生の1～3位はこのようになっております。1位はやりたいことや強みを活かせるかど
うかが考慮されており、2位は3要素全てが考慮されているでしょうか。3位は主に条件
面かと思います。

このように、学生たちはしっかりと「やりたい仕事かどうか」「自分の強みや能力を活か
せるか」「労働条件はどうか」など、様々なことを考えて仕事を選ぼうとしています。
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一方、同様のアンケートを保護者にしたところ、このような結果になりました。
1位から3位まで、見事に条件しか考慮されていません。
子を思うあまりだとは思うのですが、保護者は条件面に偏りすぎ、やりがいや強みを活
かせることを軽視しがち、という結果になっています。
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このように、学生は保護者とは違った考えを持って活動しています。もしかすると、学生
の考えは社会を知らないがゆえの理想論かも知れません。しかし実際にこれから社会
に出て40年以上働くのは学生自身です。是非学生の考えを尊重していただきたいと思
います。
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こちらは、幸福感を決定する要因に関する調査結果です。

「自己決定」が将来的に学歴や年収よりも幸福感に影響しやすいという結果になってお
ります。
このように、最終的には自分で（就職先を）決定することが非常に重要になってきます。

※全国の2万人の男女（20～69歳）を対象にした調査。
①収入②学歴③自己決定度④健康⑤人間関係の5つの要素から、幸福感にどう影響
するかの調査。
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就活時期の学生との関わり方について、具体的にはどのような関係が理想なのでしょ
うか。
「相談関係」を築くことが大切であり、「進捗管理」は内定を遠ざける…という調査結果が
あります。

「相談関係」は内定獲得へ有意に作用しますし、逆に「進捗管理」は内定獲得にマイナ
スの作用をもたらします。「相談関係」「進捗管理」が具体的にどのような関係か、次の
スライドでご説明します。

※2015年発行の論文誌で発表された調査結果。4841名を対象に調査をし、統計学的
な検証によって証明されています。
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内定を近づける「相談関係」とは、このような例があります。このように、学生が保護者
に対して、就職に関しての質問をするという関係です。

いずれも学生から保護者へのアプローチになります。つまり、学生から主体的に保護
者に相談をする、という関係性であることがわかります。
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内定を遠ざける「進捗管理」とはどのようなものでしょうか。このように、保護者が学生
に対して根掘り葉掘り、就活の進捗状況を尋ねるような関係です。
こちらは保護者から学生への、どこか圧力に似たアプローチになります。

つまり、非常に難しいことだとは思いますが、「話させる」のではなく「話したくなる」よう
な関係を築くことが重要になります。
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就活時期に保護者の方が学生に対してやってはならないことをご紹介します。
大きく分けるとこの4つです。
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まずは「無知」についてです。例えば、営業をしたことのない方が会社の後輩に「営業と
は…」などと語ることができるでしょうか？
もちろん、業界・企業・仕事内容、あるいは現代の就職活動について十分理解した上で
のアドバイスは非常に有意義です。しかし詳しく知りもしないことを語ってしまうと的外
れになりやすく、学生を混乱させます。

「会社の後輩に語っても恥ずかしくない内容か」という視点で、ご自身の経験や知識に
基づいたアドバイスをお願いします。
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次は「無関心」です。

先程ご説明したように、あまりにも積極的に根掘り葉掘り就活状況を聞きだす必要は
ありません。

しかし、学生が相談を持ちかけてきたときや何か質問をしてきたときなどは、社会人の
先輩として相談に乗ってあげてください。

もしかすると、ご自身が知らないことについても質問してくるかも知れません。そのとき
は「直接は知らないけど、そういう仕事をしてる人を見てると、こうじゃないかと思うよ」と
いうように、知っている範囲で答えてあげてください。

ときには相談などではなく、就活の大変さを愚痴ることもあると思います。そのときは是
非優しく聞いてあげてください。
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次は「押し付け」です。

ここまででお伝えしてきたように、仕事に対する価値観は親子と言えども人それぞれで
すし、正解はありません。例えば「公務員がいい！」という人もいれば「公務員は嫌
だ！」という人もおり、どちらが正しい・間違っているというわけではありません。保護者
の考えや価値観は、押し付けるのではなく、「判断基準の一つにしてくれれば良い」と
いうくらいの気持ちで伝えてあげてください。それを聞いてどう判断するかは学生次第
です。
実際キャリアセンターでも、「親から絶対に地元で就職するように言われてて…」「大手
じゃないとダメだと言われてて…」と相談に来る学生がいます。様々な目線からアドバイ
スさせてもらってはいますが、そういう学生が親に従って就活をしても、あまり成功した
事例を目にしません。主体的に「入りたい！」と思った企業に熱意を伝えることが、就職
活動では重要になります。
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最後が、過干渉・過保護です。

保護者がお子さんの代わりに説明会に出たり、企業に連絡をする、といったケースが
あります。説明会がかぶってしまったから、風邪を引いたから…など理由はあるのでしょ
うけども、親がそういう場に出てきた時点でまず間違いなく落とされます。

社会人目線で考えればすぐにわかることですが、自分の会社を受験している学生の親
から連絡があったり、親が説明会に出てきた学生を採用したいと思うでしょうか。二十
歳を超えても親離れ出来てない、自立していない学生だと、企業の採用担当者から思
われてしまいます。
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就活時期に、保護者が子供に言ってはいけない言葉をまとめました。

まずは「まだ決まらないの？」「どうして内定もらえないの？」。必死に頑張っている学生
にとって、このような言葉は余計プレッシャーになり、モチベーションの低下にも繋がり
ます。

ご近所や同級生の話題を出して、「○○さんは△△に決まったらしいよ。（それなのに
あなたは…）」というニュアンスで暗に子供を非難してしまっている方もいます。ハッパを
かけるつもりでも、焦って空回りしてしまうこともありますので、他人と比較するような発
言は控えたほうが良いとされています。
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内定をもらった学生に「知らない会社だけど、その会社大丈夫なの？」と聞いてしまう方
もいます。日本には数百万社の会社があり、皆さんが知っている企業など極々一部で
す。子供にこのような聞き方をする前に、まずはご自身で調べてください。その上で危
険そうな会社だと感じたら、「3年離職率が●%だよ」「かなりグレーな商売をしていて、
顧客から裁判で訴えられてるよ」など、客観的な事実のみを判断材料として伝えてあげ
てください。
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ここからは一見すると子供のためを思った優しい言葉ですが、結果的に子供を追い詰
めることになる言葉です。

就活が難航している様子をみて「大学院に進学したらどう？」「専門学校に行って資格
を取ってみれば？」「留学すれば？」…。もちろん、明確な目的があるのなら進学するこ
とは問題ありません。しかし、明確な目的もなく、ただ目の前の就職活動から逃げるた
めに進学したところで、無駄に年齢を重ねることになり、デメリットの方が大きくなると思
います。

また、無理して就職せず家にいれば？ということをおっしゃるケースもあります。子供が
死ぬまで働かなくても生きていけるだけの財産があるなら別ですが、そうでない場合は
絶対に言ってはいけません。いずれは就職しなければならないのです。進学もせず卒
業後家にいたのでは、新卒の何倍も就職活動は大変になります。「そのうち」ではなく
「今」就職活動を頑張らせてください。
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それでは、お子様にはどのような言葉をかけてあげたら良いのでしょうか。

少しだけですが例を出してみました。まずは、情報を得るための協力をしてあげてくだ
さい。「この会社知ってる？業績いいらしいよ」「これも好きな～～を活かせる仕事じゃ
ない？」など、学生よりも社会に対して詳しい保護者の方の情報が役立つこともありま
す。学生は自分で様々なことを調べていますが、やはり限られた部分しか目が行きにく
いですし、情報収集が不完全な学生も多いです。保護者の方だからこそ気づくお子様
の長所も必ずあると思います。学生は自己分析などを行い就職活動に臨んでいますが、
自分で気づいていないアピールできる部分がたくさんあります。

※キャリタス就活 就活支援ブック保護者編より抜粋（2019年1月30日発行）
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学生のうちから、会社で働くことに対してイメージを持つことは難しいものです。そんな
時に、「入社して～～できた時はうれしかったな」など、普段聞くことがあまりないであろ
う保護者の方の仕事観を聞くことで、参考になることもあります。就職活動では、思い
通りに進まないことも多いです。親や周りに相談しにくいと感じている学生も多くいます
ので、悩んでいる様子であればキャリアセンターで相談するように声をかけてあげてく
ださい。

※キャリタス就活 就活支援ブック保護者編より抜粋（2019年1月30日発行）
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学生は保護者に対してどのようなサポートを期待しているのでしょうか。
日経就職ナビの調査ではこのようになっています。圧倒的1位が「資金援助」であり、次
いで「相談・話し相手になってほしい」「精神的な支え・励まし」が続きます。また「干渉
せずに見守ってほしい」「いつも通りに接してほしい」という内容もランクインしています。
金銭面や相談相手など、保護者としての支援を強く期待されていることがわかります。
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さて、先ほど「資金援助」が最も求められていましたが、就活にはどのくらいのお金がか
かるのでしょうか。

こちらは就活にかかる平均費用のデータです。地方によってかなり金額が変わってき
ますので、大学が近畿地方にある学生の平均値をお示ししています。色々なものを合
わせ、平均すると約14万円ほどかかるようです。
交通費が最も高額ですが、もし東京やUターン就職狙いなどで移動が多くなる場合はさ
らに増えます。宿泊費もせいぜい2泊分の金額になっていますが、何度も宿泊するよう
なら何倍にもなります。

また、「備品代」の部分はパソコンやプリンタ購入費用も含まれています。もし就活に向
けてパソコンやプリンタを買い揃える場合、備品代は10万円単位で増えてくるかも知れ
ません。
なお、こちらは2019年10月時点でのデータですので、前にご説明した就活のトレンド等
を考えると、今後は交通費は減少し、備品代は増加することが予想されます。
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これらの費用の出どころについてのアンケート結果です。

このような割合になっており、緑の部分は学生が「全額自分で工面」です。そして青い
部分が「親に借りた（返済する）」、そして約半数を占めるオレンジの部分が「親に出し
てもらった（返済しない）」となっています。
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つまり、お金をもらうにせよ借りるにせよ、全体の三分の二は就活において親御様から
金銭的な支援を受けているということになります。
なお、就活に際して親の平均負担額はおよそ8万2千円でした。
社会人になってしまえば支援する必要などありませんし、支援しなくとも生きていける
企業に就職できるよう、最後の支援を是非お願いいたします。
アルバイトが忙しくて就活が出来ない…という学生をたまに見かけますが、本末転倒だ
と思います。可能なら親御さんからご支援をいただくか、それが難しいようでしたら、計
画的に就活が始まるまでにしっかり就活費用を自分で稼ぐようにご指導ください。
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最後に、本学のキャリアセンターについてご紹介します。
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キャリアセンターは、ポートアイランド第1キャンパスD号館の1階、有瀬キャンパスは15
号館の3階にあります。
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本学では、15県と就職支援協定を締結しています。
このように、Uターン・Iターンの支援のため、協定県と連携した取り組みを行っておりま
す。
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