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Q 就職活動を意識し始め
た時期はいつですか。
A 当時は就職活動が始ま
るのが 月からということ
もあり、意識し始めたのは
インターンが始まる 年生
の 、 月頃からでした。
また、就職サイト等の広報
活動や大学内での企業説明
会等が行われるようにな
り、周りも就活を意識しだ
し、自分も影響を受けて始
めました。
成果を得るために、自分の
頭で考え、物事を順序立て
て研究を進めて行くと思い
ますが、この「物事を順序
立てて考える」というのは
仕事をする上では非常に重
要な基礎になります。こう
した基礎力を訓練出来るこ
とを考えると、大学院に進
学する利点は大いにあると
思います。
Q 学生時代にもっと取り
組めば良かったと思うこと
は何ですか。
A 遊んでばかりいないで、
もっと勉強にしっかりと取
り組めば良かったと後悔
しています。特に英語は、
TOEICの点数が昇任の
条件になる会社も多いと聞
きますし、全業界に共通し
て必要になるので、勉強し
ておいた方がいいと思いま
す。
Q 2012年度卒業者対
象の就職活動が 月からに
変更したことについてどう
思いますか。
A 月から就職活動を始

めた自分にとっては、これ
は少しかわいそうに感じま
し た。社 会 を 見 る 時 間 が
ヶ月間減るという事は、
選択肢を広げる時間が減る
という事なので、すごく不
利だと思います。就職活動
は今後の人生を決める上で
とても重要です。社会に出
てしまうと、他の企業の情
報を知ることは難しいの
で、就職活動時にいろいろ
な企業を見ることで視野を
広げてほしいと思います。
Q 自己ＰＲのポイントを
教えてください。
A 一次面接や二次面接の
際に企業が求める人物像を
与 え る よ り も、実 際 に 働
いている現場の人に、
「こ
の人と働きたい」と思って
もらえるようなＰＲをする
事が一番重要です。私は説
明会や現場社員との交流会
の場では、必ず「御社の実
際に現場で活躍している人
たちに共通するポイントは
何ですか」という質問を行
い、そこから自分の強みに
なる部分を考えていきまし
た。あからさまに自分と違
う人物像だと、面接ですぐ
にボロが出てしまうので、
いくつか聞いた中で、自分
に共通しているものを見つ
け、それにつながる学生時
代のエピソードを探すこと
は面接で有利になると思い
ます。

Q 入社後のギャップを無
くすためにはどうすればい
いですか。
A 説明会だけでは会社の
すべてを知れるとは限らな
いので、OB･OG訪問な
ど実際に職場で働いている
人に雰囲気を聞くことはす
ごく有効だと思います。一
つの企業でもいろいろな部
署があって、様々な仕事が
あるので、OB･OG訪問
も 回だけではなく、他の
部署の人を紹介してもらう
事で企業のことを広く知っ
ていくことが大事だと思い
ます。

当者を納得させられるよう だと思います。
に工夫しました。
Q 入社前と入社後の
Q 面接ではどのようなこ ギャップはありましたか。
とを聞かれましたか。
A 就職前に想像していた
A 面接ではインターネッ 企業の仕事内容と、今やっ
トに載っているような、奇 ていることの内容が多少違
抜な質問はされませんでし うというギャップがありま
た。志望理由と学生時代頑 した。就職活動で仕入れる
張ってきた事という二つは 情報は、企業が一番得意と
毎回聞かれました。基本的 している事業や、就職活動
にはESの内容とほとんど 生への印象が良い事業であ
一緒の回答をしていきます る場合が多いと思います。
が、
先ほども言ったように、 実際の仕事というのはホー
自分の考えに一貫性を持た ムページなどでアピールし
せることが大切です。
ていることの他に、それを
陰で支える地道な業務も多
Q 印象に残った質問は何 かったりするので、ギャッ
ですか。
プを抱えることもあるだろ
A 私が印象に残った質問 うと思います。
は、
「どんどん電子化が進
んでいる中、あなたは紙で
新聞を出すことのメリッ
ト・デメリットは何だと思
いますか」
というものです。
その時はありきたりな回答
しかできませんでした。そ
ういった質問にもしっかり
答えられるように、早い時
期から面接を行っている企
業を利用し、数をたくさん
こなして慣れていく事が一
番いい方法です。
Q 就職活動を友人とどの
ように取り組みましたか。
A 説明会、面接の日程や
ＥＳの期限といった情報交
換を行ったり、ＥＳを互い
に見せ合ったりと様々な取
り組みをしていました。そ
の中でも一番助かったのは
精神的な支えがあった事で
す。面接がなかなか上手く
いかず、立て続けに不採用
の通知が来るような辛い時
期もありましたが、同じ思
いをしている者同士で励ま
しあって行けたことは大き
な助けになりました。学科
やサークルの友人、先輩後
輩 な ど、様 々 な コ ミ ュ ニ
ティをフルに活用し、助け
合っていくことが、就職活
動を有利に進めて行くコツ

Q 仕事で大変なことは何
ですか。
A 今日任された仕事の納
期が、明日までと言われる
ことがあり、それを間に合
わせることが大変です。間
に合わせるには、色々な業
務を並行しながらも優先順
位をつけていくことが大切
です。
どれが今重要なのか、
またその最優先の仕事をい
かに効率よく短期間でこな
すかという事を常に考えて
います。学生のときから、
だらだら研究するのではな
く、いつまでにここまで成
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Q ESを書く上で注意し
たことはなんですか。
A 志望理由と自己PRと
で話の軸が違わないよう
に、一貫性を持たせて書く
事には気を付けていまし
た。面接での回答とESで
書いたことが違うと悪い印
象を与えてしまうので、そ
こには注意しなければいけ
ません。また志望理由を考
える際も、自分の学生時代
にやってきた内容と関連性
を持たせることで、人事担

果を上げるという目標を決 す。あの時もっと説明会に
めて、効率の良い時間の使 参加していれば良かった、
い方を練習しておくことが ＥＳをきちんと書いておけ
社会人になる上ですごく大 ば良かったなど、一つひと
切だと思います。
つの行動が人生に関わって
きます。悔いのないよう頑
Q 本学の企業説明会はど 張ってほしいですね。
また、
う活用するべきですか。
しっかり就職活動を進めて
A あらかじめ質問内容を いくと自信にもつながりま
明確にし、自分の持つ企業 す。数をこなせば面接でも
に対するイメージ を ぶつ 余裕が出てくると思います
け、実際の企業の姿を確認 し、きちんとやれば結果は
すると良いと思います。
ついてくると思います。
また企業の開催する説明
１年生は就職活動なんて
会だと、限られた時間内に 考えずに友達をたくさん作
多くの学生が質問等を行う り、今後自分が就職活動を
ので、なかなか自分が質問 するときに友達がいないが
に行くことは難しいかと思 ために、寂しい思いをする
いますが、本学で行ってい ことないようにしてくださ
る説明会ではその心配もあ い。２年生は大学の中で一
りません。また、説明会に 番縛りが無い時期です。大
来るのは本学のOB・OG 学生活にも慣れてきたと思
ばかりなので、企業の説明 うので、とにかく楽しんで
会のときよりも非常に親身 ください。３年生はそろそ
になって対応してくれると ろ学内だけでなく、社会に
思います。他の大学に比べ も目 を 向けて い きまし ょ
て本学は説明会が多く、ま う。とにかく後悔しないよ
た人気の企業が来ることも うに就職活動を乗りきって
魅力の一つだと思います。 ください。４年生は大学生
活最後の１年間なので、研
Q 最後に本学生にアドバ 究などで忙しいとは思いま
イスをお願いします。
すけど、遊びもぬかりなく
A 後悔だけはしないよう やってください。
に就職活動をして欲しいで

▲取材に協力していただいた梅原さん
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Q 大学院への進学は考え
ましたか。
A 当時は早く社会に出た
かったので特には考えませ
んでした。大学院で２年間
過ごすよりも、社会に出て
２年間過ごした方が、仕事
面は勿論のこと人としても
より成長出来るのではと
思ったからです。
もちろん、
純粋にもう勉強したくな
かったということもありま
すが。しかし今になって考
えてみると、大学院進学と
いうのも選択肢としてとて
も魅力的だと思います。大
学院での研究では、目的の
12

10

9

近年、不景気の煽りを受け、就職が決まらずに苦労している学生
が多くみられる。就職活動の情報を早い時期から集めて、少しでも
他の学生と差をつけたいと思っている学生もいることだろう。そこ
で今回、就職活動を経験して企業から内定をもらった、本学の OB
である梅原啓祐さんに話を伺った。
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