きる募集もたくさんあり
ます。まだあきらめる状
況ではありませんから、
ぜひキャリアサポートセ
ンターに相談してほしい
です。

〈出席者〉
内苑 孝美 キャリアサポートセンター長
遠藤
和 就職活動コーチ・スーパーバイザー
清水健太郎 就職活動コーチ
舛葊 純子 就職活動コーチ
久村
充 教育後援会会長
堀籠 祥子 教育後援会副会長
佐藤 恒久 （司会）教育後援会副会長
栗本 真弓 教育後援会副会長
※順不同

きく、腰が重くなってし
まい、スタートがなかな
か切れない傾向にありま
すね。
それでも一度活動を始
めていろいろな企業を見
るとモチベーションが上
がってエンジンがかかり
出す学生が多いです。
久村 就職活動は初めて
のことですから、不安が
あって当然。何かしらの
きっかけが必要というこ
とですね。

２面へ続く

明るく入りやすい。気軽にど
んどん利用しよう

【２年次】
キャリアプランニングⅡ（必修）
・SPI 試験問題で読解力を伸ばす
・論理的な考え方を身につける
・グループで自分の意見を発言する
➡ SPI 試験問題や、ロジックツリーといっ

キャリアサポートセンターに聞く

久村充 会長

ＨＰもチェック！
キャリアサポートセンターのホームページ
には、各種講座や企業説明会、インターン
シップ情報など、最新の情報が満載だ。就活
のよい助けとなること間違いなし。こまめに
チェックしよう。
http://meikai-career.jp/

【１年次後期】
キャリアプランニングⅠ（必修）
・自分自身の強みと弱みを知る
・業界研究から仕事への理解を深める
・グループディスカッションを体験する
➡ 仕事をする上で重要な実践力となる社会
人基礎力を伸ばすために、これからの大
学生活をどのように送るか目標を定める

上記記事中に登場するキャリアサポートセ
ンターの大きな役割を紹介。１年次から４年
次まで一貫して継続するキャリアプログラム
「ＭＧＯ」は、成長に応じて『就活力』を養
えるようサポート体制を整えている。

インターンシップが
重要に
内苑 企業は採用活動を
行えない時期が長くなっ
たことで、いろいろ工夫
をし出しています。例え
ばインターンシップです。
学生に就業体験の機会を してもその時点で落とす
提供する制度で、実際に こともあるようです。
企業に赴いて一定期間、
職場体験をするものです。
数回の面接などではわか 上手にきっかけを
りにくい学生の素の部分 つかんで
が見えるということもあ
り、インターンシップを 久村 一方、学生側の動
使って、就活以前に学生 きはどうですか？ 学生
の見極めをする企業が増 の就活に対する捉え方と
えてきているようです。 いうのはどうなのでしょ
久村 いい学生は企業側 うか？
が早々に目を付けている 遠藤 学生たちは就職を
ということですね。
必要なことと捉えて前向
内苑 インターンシップ きに頑張ろうと考えてい
で印象が悪ければ、その ます。でもどうしても就
学生が就職活動で応募を 職活動への不安の方が大

キャリアプログラム『ＭＧＯ』

子どもを親と大学が共同で支える
―― 就活最前線 ――

24

「大学生は学業を優先すべき」といった政府要請に、経団連が応えるかたちで就職活動時期の繰り下げが決
定し、２０１６年卒の学生は就職活動の時期が例年よりもおよそ３カ月遅れでスタートすることとなった。
ただでさえ、子どもの就職に関して親は心配するものだが、活動時期の後ろ倒しでより不安を覚える親は
多いはず。そこで今回の新春座談会は、
明海大学が誇るキャリアサポートセンターのセンター長、
そして日々
学生たちに就職活動のアドバイスを行っている就職活動コーチの先生方を迎え、現在の就職活動の状況、そ
して親が就職活動中の子どもにしてあげられることは何かなど、詳しく話をうかがい、お届けする。

12

【３年次・４年次】
就活コーチング
➡ 就職活動期に
は、学生一人
ひとりの就活
に対して就活
コーチングス
タッフがアドバイス。就活を進める中で
見つかるさまざまな課題に対して、内定
まできめ細かくサポートする

た課題に対して、グループワークで取
組、仲間と協力しながら基礎学力及び社
会人基礎力を磨く
キャリアプランニングⅢ（必修）
・企業訪問で社会との接点をつくる
・社会人としてのマナーを身につける
・プレゼンテーション力を高める
➡ 求人企業広告の作成という課題に対し
て、企業訪問からプレゼンテーションま
でグループで取組、社会人基礎力の伸長
を目指す
【３年次】
キャリアデザイン（選択）
・仕事に対する動機や価値観を考える
・就活の具体的な流れを理解する
・就活を模擬体験して課題を見つける
➡ キャリアプランニングⅠ・Ⅱ・Ⅲで身に
つけた社会人基礎力に加え、社会への理
解と自己理解を深めることで、就活力を
高める

自分らしいキャリアをつかむために！

活動時期後ろ倒しの影響は？
現４年生の就活状況

74

動を始めていた企業の内
定を辞退する学生が多く
見られ、それらの企業は
再度募集を行わなければ
ならなくなるなど、混乱
が起こりました。
とは言え、 月 日現
在で就職希望者の内定率
は ・５％。対前年より
は良い数字ですし、まだ
まだこれからが勝負とい
う状況です。
遠藤 来年春入社の新卒
採用をしたいという企業
は例年以上に多いですし、
受け始めて カ月程度で
内定を出すという短期集
中の活動になってきます
ので、年明けから応募で
12

1

新春座談会
佐藤（ 司会 ） あけまし 況なのか、お聞
ておめでとうございます。 かせいただけれ
今回の新春座談会は我々 ば幸いです。
保護者が最も興味がある
と言っても過言ではない
子どもたちの就職につい 企業側も
て教えていただきたく、 戸惑っている
「就活最前線」
というテー
マで、キャリアサポート 佐藤 まず、経
センターの先生方にお集 団連が就職活動の時期を
後ろ倒しにすると決定し
まりいただきました。
久村 各地区の教育懇談 てから初めての年、２０
会でも先生方への相談が １５年の就職活動状況は
多いのが就職活動のこと。 いかがでしょうか？
就職活動のスケジュール 内苑 そうですね。これ
が昨年から変更になり、 まで３年生の 月からス
学生が右往左往している タートしていた企業の採
という話も聞きます。実 用活動が３月にずれ、試
際のところどのような状 験開始日も８月１日から
と変更になりま
した。そのため、
８月になって採
用試験を開始し
た経団連に所属
している１部上
場の企業に採用
が決まると、そ
れ以前に採用活
内苑孝美 センター長
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佐藤恒久 副会長

卒業ギリギリまで学生を支える
キャリアサポートセンター

栗本真弓 副会長
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栗本 面談でコーチに親
の話をする子は内定を取
りやすいと本に書いてあ
りましたが、実際そうな
のですか？
舛廣 学生と話をする中
で「 うちのお父さんは、
お母さんは」と話をする
学生は、家庭が自分の味
方であるという安心感が

家庭はほっと
できる居場所

だまだあり、今の時点で
就職が決まっていない４
年生でも十分チャンスが
あります。例年、３月
日に内定が出て、４月１
日に入社するという学生
は何人もいますので、あ
きらめずにキャリアサ
ポートセンターに相談す
るようにお子さんにアド
うことも。
清水 学生側の納得感が バイスしていただきたい
です。
とても大切ですね。
久村 就職活動コーチの 遠藤 そうなんです。９
先生方には、就活以外に 月入社や、入社時期を自
単位を取るためのアドバ 分で決められる企業もあ
イスなど幅広く子どもた りますから、１月までは
ちをサポートしていただ 学業を頑張って、それか
いて本当にありがたいで ら短期集中で就活をして
す。これからも引き続き、 もまだ間に合います。
よろしくお願いいたしま 清水 中にはなかなか大
学に相談しにくいという
す。
学生もいるでしょう。そ
んな時は、例えば千葉県
ならジョブカフェという
ところがあり、就活に関
して自治体のサポートも
受けられますので、親は
そのような情報を子ども
に伝えてあげてもいいか
も し れ ま せ ん。 面 と 向
かって言いにくい場合は
チラシを置いておくなど
さりげなくやるというの
も手です。
遠藤和 スーパーバイザー

外から入る情報は大枠の
もの。スケジュールにつ
いても、大手企業以外で
は就活を１年中行ってい
る企業もたくさんありま
す。
また、リクナビやマイ
ナビなどいわゆる就活サ
イトに出ている募集は世
の中の求人のほんの一部
に過ぎません。大学に寄
せられる企業情報の方が
大きなウエイトを占めて
いるということを知って
いただき、お子さんをむ
やみに焦らせるようなこ
とがないように気を付け
ていただけるとうれしい
です。
内苑 今年の４月入社で
募集をしている企業もま

JAL-DFS
ゾフ
千葉薬品
羽田エアポートエンタープライズ
メガネトップ
情報通信
アイエスエフネットグループ
ANA システムズ
日本 SE
ブロードバンドタワー
公務員
防衛省 海上自衛隊
警視庁
鉾田市役所

※各業種の企業名は順不同

※その他多数の企業から内定あり

☆学部別就職状況は、地区教育懇談会でお尋ね

ください

WDI
タリーズコーヒージャパン
東天紅
東和フードサービス
ケーユーホールディングス
埼玉日産自動車
千葉マツダ
ネッツトヨタ千葉
カインズ
コスモネット
ビックカメラ
ヨドバシカメラ
ラオックス
LIXIL ビバ
ウエルシア薬局
エフ・ディ・シィ・フレンズ（4℃）
くすりの福太郎
ケイ・ウノ
ココカラファイン

田中商事
不二精工
マツモト産業
セフテック
カスミ
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
ジェイアール東海パッセンジャーズ
生活協同組合コープみらい
東京キリンビバレッジサービス
マルエツ
ヨークマート
エービーシー・マート
コナカ
サマンサタバサグループ
ジュングループ
MARK STYLER
木曽路
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
サイゼリヤ

富士港運
メーカー
日医工
王子製鉄
能美防災
流通
ホンダカーズ西千葉
オンワード樫山
サマンサタバサジャパンリミテッド
イオンフォレスト
住友化学園芸
日本ロレアル
ITX
エフティグループ
ガリバーインターナショナル
小泉
コネクシオ
新明電材
スズキ自販東京

就活中のわが子に
親ができることとは？

１面から
栗本 自ら情報を取りに は友人から、学部から大 遠藤 学生と話し合い、 曜日は何をする
行ける学生とそうでない 学からなど周りから入っ ここまでは単位を取るこ という授業と就
舛廣 インターンシップ 学生は何が違うのでしょ てくるものが大きな割合 とに集中して、ここから 活の両立のスケ
を占めるのでアンテナを は就活を頑張ろうという ジュールを一緒
や学内説明会、企業の合 うか？
同説明会など就職活動と 遠藤 経団連に所属して 張っていないと差が出て ように方針を決めること に立てていくこ
言ってもいろいろな方法 いない企業などは早々に きてしまいますね。
から始めます。こちらは とも。週２日で
があるのですが、それら 採用活動をスタートし始 舛廣 就職活動を始めて 短期集中で臨める企業の もできる就活の
の情報を自ら取りに行け めていて、例年通りのス 一歩外に出ると、他の大 情報を持っていますから、 やり方のアドバ
る学生とそうでない学生 ケジュールで動いている 学の学生とも情報交換が そのような情報を学生に イスなど、各学
がいて、学生内で情報格 企業も多く、それを知っ できますから、まず外に 伝えるなどしています。 生の状況に合った就活の
差が起こっているという て早くから動き出してい 出るということが重要で 短期集中の方が、馬力が 方法を考えて学生に伝え
状況もあります。
る学生もいます。情報源 す。
出て頑張れるという学生 ています。
も多いですよ。
遠藤 やり方、やれる見
清水 単位取得にどれく 通しが立つことで学生の
らい時間をかけなければ モチベーションも上がっ
いけないか整理できてい ていきます。
ない学生も多いです。そ 舛廣 この時大切なこと
の場合は、まず何をすれ は、学生に「どうしたい
ばいいか整理します。
月・ か？」を尋ねること。こ
佐藤 日頃から学生を支
を進めていきま 水・金は授業、火・木は ちらのやり方を押し付け
えてくださっている先生
す。我々コーチ 就 活、 と い う よ う に 何 ると途中で挫折してしま
方の話はとても参考にな
は学生に伴走し
りますね。そもそも大学
て、二人三脚で
の就職活動のフォロー体
内定までサポー
制とはどのようになって
トしていきます。
いるのか詳しく教えてい
内苑 キャリア
ただけますか？
デザインはおよ
そ７割の学生が
クラスで学んでいきます。 履修していますね。残り 佐藤 どうしても親は自 メージだけでなく、仕事
内定まで
そして３年生になると の３割は留学生や家業を 分たちの時代のことが頭 のおもしろさ、親はこん
にあって就活は自分で全 なに頑張っているんだと
二人三脚で伴走
「キャリアデザイン」と 継ぐなどの学生です。
いう選択制の授業を選べ 久村 大学側がこのよう てやるものというイメー いうことを理解すること
内苑 まず１年生の後半 ば、担当の就職活動コー な良いシステムを作って ジ が あ り ま す が、 今 の が就活への後押しになる
から「キャリアプランニ チがマンツーマンで学生 くれているのだから、利 学 生 に は さ ま ざ ま な サ 気がしますね。
ング」という必修の授業 に付き、サポートすると 用しない手はないですね。 ポ ー ト が 必 要 な ん で す 遠藤 これまで内定が出
「 就活
を履修します。その授業 いうシステムになってい 佐藤 親がこのような制 ね。我々親はどのように た学生と話すと、
を 通 し て、
「 仕 事 と は？ ます。選択していない学 度を理解して子どもに伝 関わっていけばいいので の時期に父親と仕事につ
いて初めて話をして、そ
働くとは？」という就職 生でもキャリアサポート えることも大切ですね。 しょうか？
れが役立った」というこ
に向けての基本的な知識、 センターに相談できます
とをよく聞きます。
情報を 人前後の大きな し、各先生がフォローを
親が家庭で
行っています。 学業と就活の
仕事の話をする
遠藤 キャリア 両立もサポート
今の就活を
デザインは希望
した学生は必ず 堀籠 授業の単位が気に 舛廣 普段学生と接して 理解すること
履修することが なって就活に本腰を入れ いて、仕事の話を親から
でき、自己理解、 られない学生もいると聞 聞いている学生は、仕事 清水 親御さんには、就
企業研究などを きますが、そのような学 に対する意識が高いよう 活のスケジュールや仕組
行って具体的に 生にはどんなアドバイス に感じています。仕事に みについて理解していた
就職活動の準備 をしているのですか？
対 す る ネ ガ テ ィ ブ な イ だきたいなと思います。
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大きいんだなと感じてい
ます。我々職員に家庭の
こと、プライベートなこ
とを話すような学生は
オープンマインドで人と
接することができますし、
自分の言葉で自分のこと
を話せるという点で、企
業側にとっても第一印象
が良い学生、という信頼
感が生まれるのではない
でしょうか。
いずれにせよ、子ども
にとって愛されている安
心感はとても大きいよう
に思います。
清水 家庭は子どもがい
つでも安心して帰れる居
場所であってほしいと思
います。就活は学生が社
会に出て大人への一歩を
踏み出す大きな変化を伴
いますから、子どもは少
なからず不安なもの。打
ちのめされることもあり
ます。そんな時に帰る場

所がある子どもは違いま
すよ。
舛廣 家庭が受け止めて
くれると思えれば、めげ
ても立ち上がれます。親
にしてもらって嬉しかっ
たことを学生に聞いてみ
ると「話を聞いてくれて
うれしかった」というコ
メントを多くもらいま
す。子どもは聞いてほし
い、聞いてくれるだけで
十分と思っているんです
ね。だから、例えば父親
は子どもに仕事の話をす
る、母親はとにかく子ど
もの話を聞いてあげると
いうように家庭で役割分
担をしてもいいかもしれ
ません。
内苑 教育懇談会などで
保護者と話すと、我々に
は話していなかったこと
を親には話していたり、
逆に我々には話している
ことを親には話していな

＊

いた学生ではないんです。
そういう学生は根拠のな
い思い込みで
「大丈夫だ」
と努力をすることなく、
深く考えずに試験や面接
を受けてしまい、結果に
つながらないことがあり
ます。一方、そうではな
い学生は「ちゃんとやら
ないと」という意識が働
いてやるべきことをしっ
かりやって臨むので、結
果が出るんです。内定が
出る学生というのは、や
り続けた人なんですね。

清水健太郎 コーチ

佐藤 教育懇談会などで
明海大学にはさまざまな
学生サポートの仕組みが
あるという話をしてきて
いますが、今回うかがっ
た就活に関する手厚いサ
ポートについても、この
潮風を通して知っていた
だき、
親と子、
一丸になっ
て就活に臨んでいっても
らいたいですね。
堀籠 就活は親からする
と心配の種ですので、こ
のようなお話を聞けて大
変貴重な機会になりまし
た。先生方にはこれから
も引き続き、子どもたち
への支援をよろしくお願
いいたします。本日はあ
りがとうございました。

ホテルマネージメントジャパン
カトープレジャーグループ
スターツケアサービス
ニチイ学館
OGI ホールディングス
スタジオアリス
イオンファンタジー
ナムコ
富士観光開発
白洋舎
綜合警備保障
セントラル警備保障
太陽建機レンタル
国際自動車（km グループ）
JTB ビジネスネットワーク
JAL スカイ
さなる（佐鳴予備校）

サービス
エイチ・アイ・エス
ANA 中部空港
近畿日本ツーリスト
JTB 関東
JTB コーポレートセールス
JTB 首都圏
ジェイティービービジネストラベルソリューションズ
東武トップツアーズ
アパホテル
京王プレッソイン
帝国ホテル
日本ビューホテル
ニュー・オータニ
阪急阪神ホテルズ
藤田観光
プラザサンルート

かったりということがわ
かって、じゃあ、我々と
親が一緒になってどうサ
ポートしていこうかとい
う話になることもありま
す。ですから、温かく見
守り続けて居場所を作る
ことが大切ですね。
就職活動が一発でうま
くいく学生などほとんど
いません。１００％落と
されると思っていい。人
生の中で落とされたこと
がない子どもはショック
を受けますよね。それが
第一志望の企業だった時
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舛廣純子 コーチ

げること」と「応援団で
いてあげること」をお願
いしたいなと思います。
３月 日に決まる学生も
いますから。
３年生の３月 日に内
定が決まった学生と、４
年生の３月 日に内定が
決まった学生で
は、どちらが偉
いということは
なくて、会社に
入ってからどれ
だけ頑張るかが
大事。だから内
定がまだないこ
とを恥じるこ

レオパレス 21
金融
みずほフィナンシャルグループ
千葉興業銀行
気仙沼信用金庫
佐原信用金庫
水戸証券
独立行政法人住宅金融支援機構
輸送
全日本空輸
日本航空
バニラ・エア
ANA エアポートサービス
ANA 成田エアポートサービス
空港ターミナルサービス
鴻池運輸
東都自動車グループ
日本交通
日本ロジステック

臨海
千代田（千代田セレモニーグループ）
目黒雅叙園
建設・不動産
大和ハウス工業
アーネストワン
エイブル
FJ ネクスト
スターツコーポレーション
住友不動産販売
大京穴吹不動産
東急リバブル
ハウスドゥ
三菱 UFJ 不動産販売
ミニミニ
伊藤忠アーバンコミュニティ
積和不動産
日本ハウズイング
マイステイズ・ホテル・マネジメント

2015 年度卒業予定者の主な内定先企業（2015 年 12 月 24 日時点）

最後まであきらめないことが
就活成功のカギ

「な とはないと学生
などは奈落の底に突き落 「だからダメなんだ」
とされたかのように落ち んで落ちたんだ」と責め には日々伝えて
込んでしまうこともある。 るのではなく「次はどう いて、この言葉
そこから這い上がるのは すればいいと思う？」と はかなり学生に
大変です。親御さんは辛 次への改善点を見つけら は響くようです。
抱強く立ち直るのを支え れるような声掛けをして ですから、親御
てあげてほしいですね。 あげることで、前向きな さんにもそれを
久村 子どもにとっては 気持ちで進むことができ 理解していただ
いて、お子さん
何もかも初めての経験で ます。
すから、家庭の役割は大 佐藤 子どもがポジティ を支えていただければと
きいですね。しっかり支 ブに考えられるように、 思います。
えていかなくてはいけな 親もポジティブなスタン 清水 内定が簡単に出た
スでいることが大切なん 学生よりも、苦労して内
いですね。
定を取った学生の方が、
舛廣 少しテクニカルな ですね。
関わりですが、例えば子
成長感と自分自身の納得
どもが選考に落ちた時、
度が高いんです。苦労し
て選んだもの、あれこれ
悩んで決めたことは納得
度が高い。我々カウンセ
ラーは内定が出た学生と
の面談で必ず聞くこと
があります。
「 本当にこ
の会社でいいのか？」と。
その時に内定をあっさり
取ってしまった学生こそ
悩んでしまいますが、苦
労して決めた学生はたく
さん悩んできたからここ
に決めようという意思決
定の基準を持つことがで
きます。
ですから、決して早く
内定を取ることが良いと
いうことはなく、苦労し
て取るというプロセスが
価値になります。
そして、内定を取りや
すい学生というのは、就
活前に「君、きっと内定
すぐ出るよ」と言われて
遠藤 落ちる経
験が成長につな
がることもあり
ますから、その
経験を親御さん
も見守ってあげ
てほしいなと思
います。そして、
うまくいかない
なと思った時でも、学生
の み な さ ん は、 一 人 で
悩まず、まわりの力を利
用してほしいです。大学、
親御さんなど周囲の力を
借りることも大人への第
一歩ですから、遠慮せず
に相談をしていただきた
いですね。
舛廣 私がいつも学生に
言っているのは「あきら
めないこと」と「抱え込
まないこと」の２つです。
これらを徹底してくれれ
ば必ず卒業までに結果は
出ると言い続けています。
親御さんには「信じてあ

堀籠祥子 副会長

佐藤 最後に、先生方か
ら保護者と学生にひと言
ずつメッセージをお願い
します。
内苑 学生に言いたいの
は、就活は落とされて当
然。だから、落ちること
で自分が否定されたと思
わないでほしいというこ
と。自分がダメだったの
ではなく、その企業に合
わなかっただけだと考え
て ほ し い。業 界、業 種、
企業規模、社風などいろ
いろな企業があり、合う、
合わないがあります。ホ
テルを希望していくつも
受けたけれどもダメだっ
た学生が、航空会社を受
けたら一発で最終選考ま
で進めたというケースも。
最後まであきらめずに就
活の一つ一つを経験にし
て、自分に合う企業を見
つけていきましょう。
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自分に足りないもの、
これから勉強することが分かった
いただいたのはうれ
しかったです。忙し
い職場でも見ていて
くれる人はいると知
り、頑張ろうと思い
ました。
こ の １ カ 月 間 で、
接客業はマニュアル
に書いてあることだ
けでなく、その場で臨機
応変に対応する力が必要
だと分かりました。
また、
仕事が忙しいと言葉遣い
に気が回らなくなり、少
し雑になってしまったの
は反省点です。インター
ンシップを通じて、自分
に足りないもの、これか
ら勉強すべきことが明確
になりました。
私は部活動やサークル
活動をしていないので、
今後就職の面接で、もし

いた明海大の学生とは学
部が違うので、それまで
は面識がありませんでし
たが、帰宅後お互いの状
況を報告し合うことがで
きたのは楽しくもあり、
心強かったです。また、
他大学の学生とも知り合
うことができ、視野を広
げられました。
参加して、働く社会人
を間近に見て「かっこい
い」という憧れの気持ち
を持ちました。これまで
は働く自分の姿をイ
メージすることがで
き ま せ ん で し た が、
想像しやすくなりま
した。そして自分は
「 ま だ ま だ 」で あ る
と実感しました。ま
た、インターンシッ
プが、自分自身を知

学生時代に取り組んだこ
と を 聞 か れ た ら、 イ ン
ターンシップへの参加経
験について話したいと思
います。インターンシッ
プは自分自身のためにも
なり、就職活動の助けに
もなると思いました。今
後は目指すエアライン業
界でのインターンシップ
を考えています。

る場であったり、成長で
きる機会だとは思っても
いませんでした。
実際の就職活動に入る
前に、他にもインターン
シップに行けるだけ行っ
てみたいと思っていま
す。これから参加を考え
ている人には、実際に業
務を経験できる企業がお
すすめです。就職だけで
なく今後の生活にもいい
影響があると思うのでぜ
ひ参加してください。

●ＨＴ学部主催長期インターンシップ研修機関

アウトリガー・リーフ・オン・ザ・ビーチホテル、ANA イ
ンターコンチネンタル万座ビーチリゾート、JTB ハワイ、
帝国ホテル、ワタベ・ウェディング・ハワイ

上記派遣先の多くは大学と各研修機関が事前の協議に基づ
き、大学が応募を受け付け、選考のうえ実施する『派遣インター
ンシップ』の受け入れ先だ。夏季休暇中、ホテルを中心にさま
ざまな企業・官庁で研修を行える。希望業種（職種）が決まっ
ていなくても、社会・現場で実際に働くイメージが湧いたり、
その業界や企業を知ることができる絶好の機会。来年度の参加
をぜひ検討してほしい。

教育後援会のホームページを昨年４月
にリニューアルしました。
色調を明るくし、スマートフォン・携
帯電話（一部機種除く）にも対応になっ
たのでいつで
もどこでも見
られます。
『潮風』では
伝えきれない
情報もアップ
しているので、
ぜひまめに
チェックを。

（一財）日本不動産研究所、岩谷学園テクノビジネス横浜
保育専門学校、浦安警察署、浦安市役所、大原日本語学院、
オリエンタル酵母工業㈱、カヌチャベイホテル＆ヴィラズ、
かみなか農楽舎、京進ランゲージアカデミー OLJ 校、久保
田英裕土地家屋調査士事務所、グランドハイアット東京、
サンルートプラザ東京、JAL プライベートリゾートオクマ、
千葉トヨタ自動車㈱、塚田商事㈱、帝国ホテル、道路建設
㈱、トヨタカローラ千葉㈱、成田国際空港㈱、日神不動
産㈱、日本ハウズインクﾞ㈱、野尻湖ホテル エルボスコ、
彦田ハウジングﾞ㈱、ヒルトン東京ベイ、藤屋商事㈱、ホ
テルエミオン東京ベイ、ホテルオークラ東京ベイ、ホテル
ニューオータニ幕張、ホテルハマツ、ホテルラフォーレ修
善寺、ポラス㈱、南三陸ホテル観洋、㈱アズ企画設計、㈱
NKS 能力開発センター、㈱サンセイランディック、㈱千葉
マツダ、㈱ディープライフ、㈱ PTS、㈱フォトワークス、

インターンシップ
体験談

ずは自宅から近い企業を
探しました。
インターンシップの面
接の前に、業界研究をす
ることはあえてしません
でした。ゼロの状態で参
加したほうが、様々なこ
とを吸収できると思った
か ら で す。 エ ン ト リ ー
シートはスマートフォン
で書き方を調べながら仕
上げました。苦労しまし
たが、今後の就職活動に

社会人と接することで、
働く自分の姿をイメージできるように

就職活動の直前に参加し
たほうが得られる情報が
新鮮だろうと考えたこと
と、２年生の時は授業で
余裕がなかったのも理由
です。
明確な志望業界がな
かったので、インターン
シップでいろいろな業界
を見てみようと思い、ま

１日目は本社で、他の
学生と一緒のガイダンス
やグループワークでし
た。２日目からは実際に
店舗での実習。店舗では
誰かがそばについてくれ

スーツで行きました。私
“仕事”で分かった
はホスピタリティ・ツー
責任と反省点
リズム学科なので授業で
スーツを着ることもあ
初日は、最初に１時間
塩入千佳 さん（ホスピタリティ・ツーリズム学科２年） り、 用 意 し て あ り ま し ほどガイダンスを受けま
た。せっかくなので髪型 した。それが終わるとす
け、縁を感じて申し込む も就職活動を意識したも ぐ に、 用 意 さ れ た ユ ニ
研修先／ホテルニューオータニ幕張
のに。エントリーシート フォームに着替え、配属
こ
とに決めました。
（２年生の夏季休暇に１カ月間）
申し込み後、大学で行 を書くのは初めてで、何 先のレストランへ。挨拶
われたインターンシップ 度も下書きしました。面 もままならぬうちに「こ
シップについて考えるよ 説明会に参加し、エント 接では志望動機を聞かれ れをやって」と仕事を命
参加のきっかけと
うになりました。
リーシートを提出。大学 るなど「プチ就職面接」 じられて、バタバタしま
参加までの過程
そして２年生になり、 での面接を経て、選考を のようでした。将来の希 した。
『 即 戦 力 』と し て
１年生の時に授業で、 授業でホテルニューオー 通過しました。その後に 望を聞かれたときは正直 求められていることで、
「ホテル希望ではない」 必要なことを瞬時に覚え
エアラインに就職した卒 タニについて調べること は、ホテル担当者による に
そんな折、 面接を受けて合格、晴れ と話しましたが、合格で てすぐに実行する責任を
業生が学生時代に「ホテ になりました。
ルでインターンシップを インターンシップの募集 てインターンシップに参 きました。
感じました。覚えること
した」という体験談を聞 要 項 の 貼 紙 に「 ニ ュ ー 加となりました。
が膨大で大変な毎日でし
企業担当者との面接は
い て、 私 も イ ン タ ー ン オータニ」の文字を見つ
たが、ある日の帰り際、
スタッフの方から「でき
ることをちゃんとやって
企業の採用活動の一環となってい
いる姿勢が見えて、素晴
るともいわれるインターンシップ
らしかったよ」と言って
は、選考にかかわらず、貴重な経験
ができる場であることは間違いな
い。志望業種が明確であればその業
種を、決まっていなければ興味のあ
るわけではないので、ど
る業種への参加によって、きっと見
う行動していいか分から
えてくることがあるはずだ。
ず、午前中は思ったよう
に動けませんでした。「こ
も必要なので、この時期 れではいけない」と気持
に経験できたのは大きな ちを切り替え、午後は思
収穫です。
い切って自分から声をか
３年生の夏には就活用 けて仕事を見学させても
米本 凌 さん（経済学科３年） のスーツを購入。それを らうことに。車の査定を
着て面接に行きました。 する社員に「一緒に見せ
志 望 動 機 や 自 己 Ｐ Ｒ な てもらっていいですか 」
研修先／トヨタカローラ千葉㈱
ど、就職に向けての模擬 とお願いするなどしまし
（３年生の夏季休暇に１週間）
面接のようでした。
た。
別の日には、営業訪問
３年生での参加は
に同行させてもらいまし
働く現場で見つけた、
就活への備え
た。お客様のお宅に行く
今の自分
ので緊張しましたが、私
のことをインターンシッ
プ中の学生だと知ったお
客様から「頑張ってね」
と言われたときは、疲れ
も吹き飛び、うれしかっ
たです。一緒に参加して

インターンシップに参
加しようと考えたのは、
その業界の研究ができた
り、 就 職 活 動 へ の モ チ
ベーションが高まったり
すると思ったからです。
３年生で参加したのは、

2015 年度夏季インターンシップ派遣先（2015 年 11 月 2 日時点）

ホームページを
ご覧ください

㈱細田工務店、㈱松永建設、㈱ミスターホームズ、㈱リビ
ングライフ

●研修機関
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教育後援会会長 久村 充

教育後援会
学生の自主的諸活動支援

10

教育後援会では、学園祭やサマーキャンプ、ボ
ランティア活動、卒業パーティーなど、学生生活
の充実に向けた活動に対し、支援を行っている。
大学をよりよいものにしようと議論する「サ
マーキャンプ」、東北への支援を行う「ボランティ
ア活動」に参加した学生たちは、それぞれ志を持っ
て行動している。その一端を紹介する。

大学をよりよくするために！
学生と教職員が集結

ることによるマナーにつ
いての提言のほか、留学
生と日本人学生の交流を
深めるために、郷土料理
を紹介しあうイベントな
どが提案された。さら
に大学を活性化させる
ために、学生と教職員
が一緒に体を動かせる
ようなスポーツイベン
トを開催してはどうか
との意見もあった。
渡邉学友会会長は
「 事前に予想していた
よりも、たくさんの意
見が出たことに驚きま
した。提案されたアイ
デアをキャンプに参加
していない学生や教職
員の皆さんにも知らせ
ていきたい。提案され

たスポーツイベントにつ
いては、学友会が中心と
なって開催可能だと思う
ので形にしたいと思いま
す」と話してくれた。

被災地復興支援活動報告会

東北と浦安をつなぐ
学生たちの活動
明海祭最終日の 月１
日（ 日 ）
、明 海 大 学 浦 安
キャンパスで、被災地支
援 活 動「 Ｔ Ｏ ＋ Ｕ プ ロ
ジェクト」活動報告会が
行われた。明海大では、
２００３年から被災地復

興支援活動を行っており、
その活動には教育後援会
もサポートしている。
今年は８月６日からの
４日間、有志学生 名が
東日本大震災で津波によ
る甚大な被害を受けた岩
手県釜石市を訪れ、現地
の人から話を聞いたり、
地域の祭り
「釜石よいさ」
の運営をサポートしたり
した。
震災から４年が経過し
てもなお、復興の渦中に
ある現地を目の当たりに
し、参加した北村美貴さ
ん（英米語学科１年）は
「 仮設住宅はテレビで見
るよりも住みづらいこと
が分かりました。今でも
大変な状況にある現地の
人から、
『 強く生きてほ

15

新年のごあいさつ
28

16

平成 年の新春を迎え、 振り回される学生はもち
謹んでお慶び申し上げま ろんのこと、保護者の皆
す。旧年中は、明海大学 様の心情を察するに穏や
浦安キャンパス教育後援 かではないと思います。
会にご理解とご協力をい しかし、実際の企業の動
ただきましたことに心よ きはどうなのか担当者へ
聞いてみますと、守って
り御礼申し上げます。
さて、昨年を顧みます いない企業の方が大多数
「 人から与えられるだけ
と、５月の評議員会にて という現実がありました。
でなく、自分で考え模索
承認された新体制の役員 詳しくは、本紙の新春座
し行動に移すことで、多
で事業計画を執行してま 談会をご覧いただくと最
くの充実感を得ることが
いりました。定例の役員 新の就職情報が掲載され
２
０
１
５
年
度
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
できます。そしてこの姿
会以外では、主要事業で ていますので、ぜひご一
勢こそ、就職の際多くの
ある地区懇談会に安井学 読をお願いします。
企業が求めるものだと思
また大学も新カリキュ
長はじめ多くの教職員の
います」と語った。
皆様のご協力を賜りなが ラムの導入など、建学の
９ 月 ９ 日（ 水 ）
、 日 パスをバスで出発し、ホ
ら開催してまいりました。 精神に基づくより質の高
分科会での意見交換、
、群馬県みなかみの テル到着後昼食を済ませ
事務局より前年に比べ参 い学生の育成に取り組ん （木）
提案の実現に向けて
加者が増えたことや、特 でいます。このように、 源泉湯の宿「松乃井」で、 ると、早速開会式が行わ
その後は、 班に分か
に初参加の１年生の保護 学生を取り巻く環境は加 ２０１５年度浦安キャン れた。
学友会中央委員会の渡 れて分科会へ。班には、
者の皆様から「参加して 速しながら変化し続けて パス学友会サマーキャン
邉成美会長（ＨＴ学科３ 学生、教職員が割り振ら
良かった」という意見が いますので、保護者の皆 プが開催された。
今年のテーマは「明海 年）は「明海大を私たち れ、リーダーの学生を中
多数寄せられていると聞 様は最新の情報をもとに
かされ、大変うれしく思 お子様へ適宜アドバイス 大学をよりよくするため の手でよりよくするため 心に話し合われた。今年
「 学生のマナーにつ
。明海 にはどのようなことをし は、
うところであります。引 をお願いしたいと思いま に今できること」
、
「ボランティアに
大のこれからのために、 ていけばいいのか、学生 いて」
き続き保護者の皆様には す。
、
「留学生と日本
学生・留学生合わせて約 と教職員でじっくり考え ついて」
ご参加をお願いいたしま
、
結びとなりますが、２ １４０名、教職員約 名、 ていきましょう」と挨拶 人学生の交流について」
す。
ところで学生を取り巻 ０２０年のオリンピック、 さらに、教育後援会から し、安井利一学長は「こ 「大学を活性化するイベ
く環境は、著しく変化し パラリンピックの開催が 保護者、同窓会から卒業 の会の目的のひとつは連 ントについて」の４つの
続けている状況にありま 明海大生に良い影響を与 生も参加し、立場を超え 帯感です。この連帯感を 議題について、各班が議
す。特に就職に関しては、 え広く国内だけでなく、 て交流を図るとともに、 大 学 の 発 展 へ と つ な げ 論。安井学長も各部屋を
る た め に、 一 人 一 人 が 訪れ、学生と直接意見を
企業の対応時期が二転三 国際社会で活躍すること 意見を出し合った。
当日は大雨注意報も出 どのように動けばいいの 交わした。約３時間の分
転し、来年度は６月から を願うとともに、明海大
選考を開始すると決定し 学の益々の発展と、保護 る中、幸いスケジュール か、何をすればいいのか 科会の後は、各班の意見
たようですが、企業側に 者や教職員等皆様にとっ 通りに進行。浦安キャン 具体的にディスカッショ を持ち寄ってのリーダー
ンしてもらいたい。 会議が行われた。
て実りの多い年で
夜は懇親会が行われ、
そしてここで話し
ありますよう祈念
合われたことを一 ここでも学生と教職員が
し、新年のご挨拶
つでも二つでも実 一緒に有意義な時間を過
とさせていただき
現する方向でやっ ごした。
ます。
２日目、午前中の報告
ていきます」と話
した。栗本真弓教 会では、学内が２０１６
育後援会副会長は 年４月から全面禁煙にな

11

サマーキャンプ＆
東北復興支援活動
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2016 年３月・９月の卒業生全員に
記念として教育後援会から卒業アルバ
ムが送付贈呈されます。返品を少なく
するため下記の項目をご確認ください。

当日は、ボランティア
活動をコーディネートし
てくれた釜石の伊藤聡さ
んも報告会に参加。明海
大をはじめとした地元以
外の若者が熱心に震災に
ついて勉強したり、祭り
を手伝ったりしているの
を見ていた地元の高校生
が、「自分たちも郷土のこ
とを知りたい。祭りを手
伝いたい」と言い出した
というエピソードを紹介。
明海大生の継続的な活動
が、そこで暮らす若者が
地域を見直すきっかけに
もなっていると話した。
藤田玲央名さん（日本
語学科２年）は「学友会
活動に参加する学生が増
えている。今の私たちが
頑張ることで、次の世代
の学生に活動をつなげて
いきたい」と語った。

①アルバム送料は着払い（個人負担）に
なります。
②お手元に届くのは 2016 年 12 月から
翌年１月を予定しております。
③住所を変更した場合は必ず学生支援課
に届出を行ってください。
④アルバムの発送は、国内限定のため、
留学生は国内で受け取ることが可能な
住所・友人等を届出ください。
（個人
写真の撮影時に受付）

しい』と言われたことは、
これから多くの人に伝え
ていきたい」と話した。
また、
「 津波被害にあっ
た宝来館の女将さんの話
は想像を絶するものでし
た」
（ 甲斐晃さん／経済
学科３年）
、
「教育実習に
行ったときに自分の未熟
さを感じ、ボランティア
に参加しました。来年か
らは社会人としてこの経
験を生かしたい 」
（ 前田
東ゆ子さん／英米語学科
４年）
、
「私は福島の出身
です。東日本大震災で家
が半壊し、ボランティア
に来てもらった側だった
ので、いつか恩返しがし
たいと思っていました。
震災から時間が経ち、被
災地のニーズも変わって
きていると感じたので、
そこを汲みとって継続的
にやっていきたい 」
（樽
井聖人さん／経済学科３
年）
、
「明海大生として何
かしたいと思い、参加し
ました。被災地では周り
の人と助け合っていたこ
とを知り感動しました。
タイの友人や家族にもこ
のことを伝えたい」（チュ
アワンカム＝ティーティ
ポーンさん／日本語学科
２年）と感想を述べた。

卒業記念アルバムについて

東北地区／盛岡市

19

27

新潟会場では 世帯
名の保護者が熱心に耳を
傾けた。
久村会長の挨拶に続い
て、安井学長が「教育と
はなかなか結果が目に見
えづらいものだが、明海
大に入って子どもがこん
なに成長したと実感し、
明海大の教育力を感じて
ほしい」と、教育シス
テムや環境への揺るぎ
ない自信を語った。
その後、就職状況な
どについて、鈴木学生
支 援 課 長 が 報 告。
「求
人活動のスケジュール
が変わり、企業側も戸
惑っていたようだ。先
に出した内定を学生に
辞退され、再募集する

②個別面談

単位取得状況や成績、出席状況など
気になることをすべて解決。就職活
動、留学についても相談できる。

「もう大学生だから…と
距離を置く気持ちはよく
分かるが、人生の先輩と
しても、学生を導いてほ
しい」との久村会長の挨
拶で始まった福島会場。
県内はもちろん、山形県
などからも駆けつけ 世
帯 名が集まった。
続いて佐々木康史副学
長が、１年から４年まで
一貫して行うキャリア教
育や、現在進めているカ
リキュラム改正などきめ

※ＨＴ…ホスピタリティ・ツーリズムの略

〈沖縄地区〉
●少人数の父母のために、丁寧に会を
催してくださり感謝しています。同じ
県内のご家族と知り合えるのがよいと
思います。（中国語学科３年）

●娘が１年生のときは、様子がわから
ずとても心配でしたが、先生たちと接
することで、娘を行かせて良かったと
いう思いに変わってきました。また、
娘も明海大学に通えてよかったと言っ
ていました。もっと、沖縄の学生が多
くなることを祈っております。
（ＨＴ
学科４年）

ステムだと聞かされて驚きました。全
体会、個別面談と興味深く参加させて
いただき、有意義なひと時でした。
（日
本語学科１年）
●とてもよかったです。４年生で心配
だったのですが、先生のお話を伺って
少し安心しました。１年生の時から参
加していればよかったと、とても残念
に思います。私は、今日で最後ですが、
たくさんの保護者の方に、１年生から
参加することをお勧めしたいと思いま
す。（不動産学科４年）

地区教育懇談会

24

おつかれさまでした。

緊張の糸もほぐれ、和やかな雰囲気の懇親
会（東北地区／福島市）

２０１５年度

③懇親会

87

成績、学生生活、就職の最新情報がわかる

26

地区懇談会の流れ ぜひ来年度、ご参加ください。
カジュアルな服装でＯＫ！

大学の近況＆就活の情報を GET !

①全体会

学長、教授と同じテーブルを囲
み、ざっくばらんに話せる機会。
大学の様子、先生方の人となり
が分かり、
「安心感」が増すはず。

④閉会

大学求人倍率は１・７３
倍だが、大企業にこだわ
らず優良な中堅・中小企
業に目を向けるなど視野
を広げればチャンスも多 などの動きもあり、まだ なら民間企業でしたら
まだ来春卒の採用の話が 問題ない」とのコメン
い」と話した。
個別面談後の懇親会で 大学側にも来ています」 トをいただくなど、個
また保護者へのお願い 別の心配、疑問、問題
は、保護者同士の情報交
換や、教授の挨拶もあり として「せっかく内定が などに対し丁寧な対応
会場には笑い声もあった。 取れた会社を“そんな会 に保護者の方々も満足
社知らない”などと、子 されていた。
どもの価値観を否定しな
その後は立食形式の
９／
いでほしい。就職活動は 懇親会に。おいしい料
北陸地区 （新潟市）
辛い思いをすることも多 理を囲みながら、楽し
会場／新潟東急ＲＥＩホテル
い。そんな時、お父さん、 く情報交換する姿が見
お母さんの言葉に救われ られた。
細かな教育について説明。
たと話す学生がたくさん
「 高い学士力を身につけ
おります。温かい言葉を
た学生を世に送り出して
／４
かけてあげてください 」
いく」と力強く語った。
東北地区 （福島市）
と話した。
そ の 後、 大 田 原 長 茂
会場／ホテルサンルートプ
先生方による個別面談
キャリアサポートセン
ラザ福島
では、
「 地元での就職は
ター主幹が就職活動状況
難しいか？」という質問
について語り、２０１５
に「倍率が高い教員採用
年３月卒業生の就職率は
試験は難しいが、娘さん
・２％であることなど
を報告。
企業の選考活動時期の
変更に触れ「インターン
シップが実は母集団形成
の場になったケースもあ
るので、早めのスタート
が重要」と呼びかけた。
個別面接の後は懇親会。
スピーチで下田直樹経済
学部長は子を持つ保護者
の 心 境 に 寄 り 添 い、 不

教職員や保護者同士、
ざっくばらんに。

24

19

――「安心しました」
「来年も参加したい」と参加者の声

12

いわゆる『保護者面談』で不安解消！

10

37

〈中国・四国地区〉
●地区懇談会に参加するまでは、就職
スケジュールが変更されたりして、不
安に思っていましたが、いろいろサ
ポートしていただけることがわかり安
心しました。また、個別面談でも学
業・就職に対して細かく指導してくだ
さり、入学させて良かったと思ってい
ます。ただ、地方では知名度がもう一
つ、良い面をどんどんアピールしてほ
しいと思います。（不動産学科２年）
●岡山県で開催していただけるのな
ら、参加しやすいので来年も出席させ
ていただきたいです。また、就職につ
いては毎年詳しく説明していただきた
いと思います。（ＨＴ学科１年）
〈九州地区〉
●この教育懇談会は、他校にはないシ

〈近畿・北陸地区〉
●先生方の厳しくも温かいご指導は本
当にありがたいです。親側のこともよ
く考えてくださっているのもうれしい
です。就職のことが今から少し心配で
すが、ここで情報を得られるので安心
します。（経済学科 2 年）
●毎年参加しています。個別面談は、
担任でない先生でも、担任の先生から
子どもの様子を細かく聞いていて教え
てくださり、親身になってくれます。
子どもは就職の情報を集め始めている
ようです。本人の希望が叶うといいな
と思っています。（ＨＴ学科３年）
●個別面談で、子どもから聞かされて
いなかった情報を聞いてショックを受
けています…。が、早く分かって良かっ
たです。（英米語学科２年）

おもに、大学の近況・就職活
動について。就職については、
企業の採用状況や就活の取り
組み方など、丁寧でわかりや
すい説明がうれしい。
真剣な面持ちで資料に目を通す参加者（北
陸地区／新潟市）

今年度も全国 カ所（６月・１月開催の関東地区 中、和やかに進められた。
を含む ）で開催した「 地区教育懇談会」
。大学の近
況や就職情報などを聞くことができる「全体会」
、個
９／
人の 成 績 や 留 学 な ど に つ い て 相 談 で き る「 個 別 面
東北地区 （盛岡市）
談」
、教職員や他の保護者と親睦を図れる「懇親会」
会場／メトロポリタン盛岡
の３つの構成となっている。教職員の親身な対応と
本館
内容の充実ぶりに、リピーター率は高い。参加した
ことのない方は、ぜひ来年度参加を。
77

名の学生が在籍する
岩手、秋田、青森、宮城
地区会場には 世帯 名
の保護者が集まった。
懇談会は久村会長の挨
拶でスタート。
続いて安井学長は、「大
学では、求人情報をはじ
めセミナー情報やイン
ターンシップ情報を随時
提供している。その成果
の一つとして、ホスピタ
リティ・ツーリズム学科
で、今春（２０１５年３
月）の卒業生が就職率１
００％を達成した」と報
告した。
その後佐久間健二学生
支援課係長が大学の近況
を報告。長期欠席者が出
ないよう出欠席状況調査
を行っていると説明した。
また新しくなった就職
活動の採用スケジュール
については「３月から広
報活動が、８月から選考
活動が開始となったが、
実際にそれを順守してい
る企業は一部という感触。
去年までのスケジュール
で動き、早めに採用を決
めている会社も多くあ
る」と注意を促し、さら
に「２０１６年３月卒の
16

11

た。現在の就職活動を取
９／
り巻く環境を、採用スケ
北海道地区 （札幌市）
ジュールの変更や現４年
会場／札幌アスペンホテル
生の大卒求人倍率、内定
今年度の地区教育懇談 率などに触れて説明。ま
会のトップを切って開催 た、企業から求められる
された北海道地区教育懇 人物像として、人柄・熱
談会には、在籍学生 名 意・可能性の３つのポイ
のうち７世帯８名の保護 ントについて熱心に語り、
者が参加した。遠く宗谷 自分の体験をもとに、Ｐ
、
Ｄｏ（実
郡や北見市から４時間以 ｌａｎ（計画）
、Ｓｅｅ（振り返り）
上もかけて参加した保護 行）
の経験を探ることが大切
者もあった。
全体会冒頭で、久村充 だと話した。さらに、親
教育後援会会長が「本日 （家族）としての関わり
は、成績や学生生活につ 方では、①子どもの価値
いて、教職員の方々が親 観を否定しない、②自分
身になって相談に乗って の経験、価値観を押し付
くださいますので、遠慮 けない、③社会人、働く
なくご相談ください」と 人の先輩としてアドバイ
スができる、そして最後
挨拶。
次いで、安井利一学長 に、④心の支えとなれる、
を強調した。長年の就職
が壇上に立ち、
「 全国
カ所で行う教育懇談会は、 畑の経験をもとに、具体
皆さんと直接お話ができ 例を交えながらわかりや
る貴重な機会です。有意 すく説明を行った。
先生方による個別相談
義な時間にしていただき
会が行われた後の懇親会
たい」と述べた。
続く、鈴木洋州学生支 は、北海道出身の先生が
援課長の大学の近況報告 同 郷 の 保 護 者 と 懐 か し
で は、 就 職 に つ い て 時 そうに話を交わすなど、
間 を 割 い て 説 明 が あ っ アットホームな雰囲気の
20
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(6)

し お か ぜ
第 45 号

動産学部の本間准教授
は「学生が勉強に励む姿
が多くなった」と話した。
情報交換も盛んで終会ま
で賑やかな場となった。
／
11

まず、久村会長は「学
校と保護者をつなぐ大切
な機会、安井学長をはじ
め学科の先生と身近に話
ができ、保護者同士の交
流も深められます。本日
の最新情報をもとにお子
様に適切なアドバイスを
してほしい」と挨拶。
安井学長は「保護者の
声を今後の大学運営に反
映していきたい。私自身
も疑問に答えますので、
お声をかけてください 」
と述べた。
鈴木学生支援課長の大
学近況報告では、特に就
職に関して丁寧に説明。
インターンシップが従来
の「就業体験」の枠を超
えており、保護者からも
学生に積極的に参加を促
すようアドバイス。また、
就職活動が実質的に長期
化し、学生には保護者の
支えが必要だと話した。

会場／ＪＡＬシティ長野

信州地区 （長野市）

10

信州地区／長野市

個別面談を待つ間、学長と話を
意を促した。
先生方による個別面談 判断力、表現力を身に付
／
交 わ す 保 護 者（ 近 畿・ 北 陸 地 区
個別面談では留学や就
が行われた後、長野市内 けたしっかりした社会人
／大阪市）
沖
縄地区 （那覇市）
職に関し、保護者が熱心
を一望できる最上階で懇 に育てたいと結んだ。
会場／ネストホテル那覇
に相談していた。
親会。赤穂英吏子教育後
その後大田原キャリア
懇親会は、少人数なが
援会役員の「私の実家は サポートセンター主幹が
今年度は会場を変えて
ら和やかに進み、最後に、 開催。昨年度より多い６
北陸で信州とは近く親近 大学の近況を報告。
４年間参加した保護者が 世帯６名が参加した。
感がわいています。これ
就職については「今年
促されて挨拶に立ち、四
からも一緒に明海大をも 度から新しくなったスケ
佐藤恒久教育後援会副
国から遠く離れた新浦安 会長に続いて安井学長は、
り立てていきましょう」 ジュールだが、さらに本
に子どもを送り出した親 「現在、明海大学では教
の挨拶で閉会となった。 日付の新聞紙上で、経団
心を語ったときには、目 育課程の工夫を図ってお
連は来年度にまた日程の
を潤ませる保護者もいた。 り、各学部学科ともＴＯ
変更を検討していると発
／
表。現 年生の就職活動
ＥＩＣ、簿記検定、宅建
東海地区 （静岡市）
も大きな動きがあると予 採用情報が得られない企
取引士など資格取得に力
／
会場／ホテルアソシア静岡
想されるので、情報収集 業は各社のホームページ
を入れており、目に見え
九州地区 （福岡市）
会場には静岡県と愛知 をしっかりするように」 などを見ることが必要で、
る形で教育の成果を示し
会場／博多都ホテル
就職準備を早く始めるこ
県から 世帯 名の保護 と話した。
ていきたい。そして、学
今年は１年生の保護者 生の能力を最大限に発揮
とが大切とした。
者が集まった。
ま た、 Ｕ タ ー ン や Ｉ が６世帯も参加し、 世 してもらいたいと考えて
冒頭で栗本真弓教育後
／８
ターン就職を希望する学 帯 名が集まった。
援会副会長が「地区懇談
います」と挨拶。
近畿・北陸地区
久村会長の挨拶に続い
生は、
「 地元の新卒応援
鈴木学生支援課長から
会は教育後援会の最重要
（大阪市）
ハローワーク」や新聞社 て、佐々木康史副学長は、 は大学の近況報告があり、
活動。先生方といろいろ
会場／ホテルモントレグラ
などの情報を利用するこ 「現在、明海大学では、１． 変わる就職状況について、
話をして、どんどん質問
スミア大阪
すべての学年で少人数の また保護者に対するアド
とが有効と話した。
してほしい」と挨拶。
ゼミの必修化、２．１年 バイスを語った。
続いて佐々木副学長
雨のなか、在学生 名
生から大学院生まで、す
懇親会では、地域性な
は「浦安キャンパスは外 のうち 世帯の保護者が、
／
べての授業科目での出席 のか、新しく加わった１
国人留学生も多く国際色 遠 く は 石 川 県 か ら も 集
中国・四国地区
確認、３．事前・事後学 年生の保護者もすぐ打ち
豊か」と話し、教育の改 まった。
（岡山市）
修を含む学修時間の確保、 解け、少人数ながら大い
革例を紹介。教員による
久村会長、安井学長の
会場／アークホテル岡山
４．学生の基礎力の修得 に盛り上がった。特に、
一方向的な講義形式では 挨拶に続き、大田原キャ
なく、自ら考え学ぶアク リアサポートセンター主
今年も昨年と同じ７世 のためのアクティブラー 今年度で退職となるＨＴ
ニング、の４つの課題に 学部の白田先生の挨拶の
ティブ・ラーニング（能 幹から大学の近況報告が 帯の方々が参加した。
動的学修）や、その学習 あった。学年暦を見ると
会 の 冒 頭 久 村 会 長 は ついて大学をあげて取り あとでは、保護者からの
成果の可視化であるラー 年間を通しての大学の動 「社会人の先輩として学 組んでおります」と話し 提案で出席者全員の記念
写真が撮影された。
ニング・アウトカムの必 きがわかると説明。就職 生を導いてほしい。その た。
佐久間学生支援課係長
要性などを説明。思考力、 については、今年度大幅 お手伝いを教育後援会が
に変わったスケジュール で き れ ば と 思 っ て い ま は 大 学 の 近 況 報 告 を 行
い、
「 面 接 で は、主 体 性
だが、来年度は、経団連 す」と挨拶。
の採用選考に関する指針
続いて佐々木副学長は、 やコミュニケーション能
に準じる企業の選考活動 明海大学が行うきめ細か 力、組織の中での協調性
が８月１日から６月１日 な教育について説明した。 や仕事に対する可能性な
に前倒しとなる見通し。 佐久間学生支援課係長は どが見極められる」と締
今年度の経験で分かった 大学の近況報告を行い、 めくくった。
個 別 面 談 は、 一 部 の
のは、経団連の指針に準 特に再度変わる就職スケ
じない企業が多くあるこ ジュールに関して「経団 ブースで終了時間を超過
とや、インターンシップ 連が、来年度から選考活 するほどの盛況を呈し、
が実質的な会社説明会と 動開始を６月にすると発 その後懇親会が、下田直
なった企業があることな 表した。常に情報収集に 樹経済学部長の乾杯の音
ど。就職情報サイトでは 努めることが重要」と注 頭で始まった。
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東海地区／静岡市

〈東北地区（福島）〉
●初参加。先生方の話を聞くだけの講
演会だと思っていたので足が向かな

〈信州地区〉
●４年連続の出席です。初めての時は
何も分からずどきどきしましたが、息
子の大学での様子が分かり毎年参加し
て良かったと思います。学長先生と直
接お話できるのも、この会だからでき

〈東北地区（盛岡）〉
● 1 年の時から毎回参加しています。
ホテル業界の就職を目指しているが、
目標達成のためのカリキュラムがはっ
きりしているので助かります。来年も
ぜひ参加したい。（ＨＴ学科３年）
●子どもからもよく連絡はあるが、先
生方からの話を聞いて安心できた。目
指す夢は決まっているので、そのため

3

11

〈東海地区〉
●休学を経験しているので心配してい
ましたが、本人も頑張っている様子で
少し安心できました。学生支援課が積
極的に動いてくれて、勉強だけでなく
学生にとってどういう状況がいいの
か、一緒に考え面倒を見てくれている
という印象です。（経済学科２年）
● 2 度目の参加。出欠状況や取得単
位などを細かく把握し、その内容を伝
えてもらえるのは親としては助かりま
す。学生生活は充実しているようなの
で、宅建合格を目指して頑張ってもら
いたいです。（不動産学科 2 年）
●無事に就職も決まり、そのお礼も兼
ねて参加しました。今年で最後になり
ましたが、先生方は毎年親身になって
アドバイスをくれ、また子どもの様子
もよくわかるので、参加したことがな
い保護者の方はぜひ来年は足を運んで
ほしいと思います。（ＨＴ学科４年）

〈北海道地区〉
●地方に住む親として、大学、子ども
の様子は非常に気になります。今後も
継続していただけると幸いです。
（経
済学科１年）
●いろいろな大学のパンフレット、高
校の先生のアドバイスをもとに、本人
の希望で貴校へ入学させていただきま
した。親として、子どもにチャンスを
与えるとともに、本人も志と可能性を
求めて通っています。多数いる学生た
ちの一人ですが、見守り指導をお願い
します。（経済学科１年）

〈北陸地区〉
●３年生になり、就職の大事な学年な
ので、初めて参加しました。ここ数
年、新卒の就職状況が厳しいと聞いて
おり、実際はどうなのか、現状を聞け
て良かった。子どもへのアドバイスの
仕方も教えてもらい、参考になりまし
た。（外国語学部３年）
●内定はもらっているのですが、第１
希望の業界ではないので、どうしたら
いいか聞いたところ、新卒で入れなく
ともまたチャレンジすることはでき
る。いろんな選択肢があると励まして
もらいました。（HT 学科４年）
●成績のことはもちろん、「友だちと
楽しそうに過ごしていますよ」とか「息
子さんとこんな話をしましたよ」など
普段の様子が聞けて安心しました。大
学は先生との距離が遠いイメージでし
たが、印象が変わりました。（外国語
学部１年）

参加者の声
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29

25

20

ることだと思います。（ＨＴ学科４年）
●息子とはよく話しますが、悪い情報
は出してこないので（笑）、ここに来
なければ分からないことがあるんで
す。先生方と直接お話できるのも楽し
みです。（不動産学科２年）

かった。娘はインターンシップでハワ
イに行き就活をがんばっている様子。
時間を気にせず話せる面談は、中学高
校時代でも経験のないこと。ここまで
サポートしてくれる温かい視線に感謝
の気持ちでいっぱい。もっと早くくれ
ばよかったと思うし、他の方にも参加
を勧めたい。（ＨＴ学科３年）
●就職相談のため初参加。先生から息
子の就職への考えを聞くことができ
た。でもそれは子どもなりに両親を
思っての考えで、私たちの本意ではな
かった。先生が間に入ってくれたこと
で、ちょっとした気持ちの掛け違いに
気付くことができた。もう一度ゆっく
り話してみよう思う。今日初めて知っ
た留学制度やインターンシップ。利用
させたかった。大学生だから自分でや
るだろうと細かく聞いてこなかったこ
とを後悔。もっと早く参加すべきだっ
た。（日本語学科４年）
に何をすればよいか詳しく聞けたので
参加してよかった。
（日本語学科 1 年）
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参加者そろって笑顔の記念撮影
（沖縄地区／那覇市）

編集後記
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編集委員長 佐藤恒久

新年あけましておめで
とうございます。本年も
教育後援会活動へのご参
加・ご支援をお願い申し
ます。
さて今号では、第１面
に「就活最前線」と銘打
ち新春座談会を配しまし
た。２年連続で変更とな
る就活スケジュールは、
保護者の皆さんにとって
大いに関心をお持ちのこ
とと思います。日頃の就
職活動でお子様を支えて
いただいている就職活動
コーチの先生方から、生
の情報をお聞かせいただ
き ま し た。 イ ン タ ー ン
シップ体験談と合わせ
て、皆さんのご理解の一
助となればと思います。
また各地でご参加いた
だく地区懇談会では、各
学部教授より個別に修学
状況の説明もいただき、
毎年連続で参加される保
護者も増えてまいりまし
た。加えて学部別の就職
状況も確認できますので、
「 参 加 者 の 声 」を ご 確 認
いただき、新たな参加を
お待ちしております。
その他の記事もぜひ一
読いただき、ご感想・ご
意見を事務局にお寄せく
ださい。

平成28年1月20日発行（年2回刊）
〈教育後援会だより〉
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