
P. 2 村井 満さん(リクルート執行役員)から「これから社会人となるキミへのメッセージ」 
P. 7 中央大学キャリアセンター 谷 祐史さん「青年の主張」 
P. 8 特別講師セミナー リクルート アジア事業担当執行役員が語る「東方見聞録」 
P. 8  「No Working No Life Weeks」キャンペーン 参加学生アンケート 
P.11  セミナー：人事部長にはなかなか言えない「社長のホンネ」 
    ゲストに臼井 政夫 氏(ＫＹＢ 代表取締役社長執行役員)登場！ 
P.11  職サークルシンポジウム 酒井 穣 氏(フリービット 取締役)登場！ 



SHOKU-CIRCLE HEADLINE  

ムライさんから「これから社会人となるキミへのメッセージ」 

名物イベント「うまれよ塾」に特別ゲスト登場！ 

「キャリアとは何か？」 
「世の中に必要とされる人材とは？」 
「若者は、どんなことを期待されているのか？」 

就職ノウハウセミナーでは決して教えないことだけど、社会に出る若者にぜひ知っておいてほ
しいことがある―。 

パフ代表釘崎による「うまれよ塾」は、職サークルを設立して以来、若者に「働く覚悟」を伝え続
けてきた、職サークル名物の少人数制イベントです。 

去る２月22日（水）開催回は、特別ゲストとして村井 満さん（株式会社リクルート執行役員）をお
招きしました。 

20名の学生さんと、２名の経営者が「若者が社会に出る意義」を真剣に語り合いました。 
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特別ゲスト：村井 満さん 

★  「 緊 張 」 に 向 き 合 う こ と が 成 長 に つ な が る  ★ ムライ 

語録 

① 
 （参加学生に一人ずつ自己紹介しても
らった後）自己紹介の順番待ちって、緊張
するよね。 

 みんなは「経営者は緊張しない」と思って
いるかもしれない。でも、経営者はいつも、
想像をはるかに超える緊張感の中にいる。
従業員の前で事業方針を話す時も。株主
総会で大勢の株主を前に話す時も。 

 緊張ってなんだろう？緊張というのは、
できるかできないか、ギリギリの状況に挑
戦しているということなんだ。ラクに越えら
れるカベ、あるいはどうやっても届かない
カベを前にしても、人間は緊張しない。僕
たちが「100mを9秒で走れ」と言われても
緊張しないでしょう？ 

 緊張する局面に、あえて身を置くように
していれば、人は成長できる。緊張するこ
とを避けず、緊張を前向きに受け入れる
だけで、いろんな出会いが得られる。 

 例えば、僕は海外事業を担当しているけ
ど、英語が全くできない。この間、500人の
前で45分間英語でスピーチをする機会が
あった。逃げることもできたが、緊張に向き
合った。（直筆のノートを見せながら）ス
ピーチ原稿をノートにびっしり書き、何度も
練習した。 

 緊張に向き合うことが成功につながるこ
とだと知っていたから、チャレンジできたん
だ。スピーチをやり遂げた後、自分に対す
る自信につながった。 

 ぜひ、皆さんも緊張に向き合ってほしい。 

スピーチで実際に使用したノートを手に
学生に語りかけるムライさん 

★  偶然がキャリアを作る「計画され た 偶発性理論」  ★ ムライ 

語録 

②  就職活動を控え「キャリアプラン」という
言葉をよく耳にするかもしれない。10年後
に自分があるべき像を定めて、そこから逆
算したキャリアを積み上げるべきだ、という
話を聞いたことがあるかもしれない。 

 でも、人のキャリアというのは、100％予
測するのは不可能なんじゃないかと、僕は
思う。 

 僕の好きなキャリア理論に、クランボル
ツ博士の「計画された偶発性理論」という
ものがある。それを紹介したい。 

 これは「個人のキャリアの８割は予想しな
い偶発的なことによって決定される」という
考え方。 

 世の中で成功者とされる人は、予期せぬ
偶然から逃げずにやってきた人ばかり。例

えば、ユニクロ（株式会社ファーストリテイリ
ング）会長の柳井さんも、父親からジャスコ
への入社を勧められ、偶然を受け入れて
一生懸命仕事をやってみたことから、運命
が開けた。 

 予期せぬ出来事を避けるのではなく、最
大限活用し、自分のキャリアを良いものに
していくことが大切なんだ。クランボルツ博
士は、そのために必要な要素を５つ挙げ
ている。 

１．好奇心…学習機会を模索すること 
２．持続性…めげずに努力をすること 
３．楽観性…なんとかなるさ、と思うこと 
４．柔軟性…信念に基づき、態度や行動   
         を変化させること。 
５．リスクテイキング…先が見えなくても、 
              行動に移すこと。 

 この５つを大切に生きていけば、豊かな
キャリアを歩むことができる。この切り口で
社会人を見ていこう。それが本当の就職
活動なんじゃないだろうか。 

  

 

  

「自らのキャリアも偶然だらけ」と語る 
ムライさん 
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★  キ ャ リ ア マ ラ ソ ン （ 未 来 コ ー ス ）  ★ ムライ 

語録 

③  社会人人生は50年レース。まだまだみん
なにとっては「先の長～い話」。 

 今は、これから42キロ走り続ける長いマ
ラソンコースのスタート地点のようなもの。 

 社会に出てからの１年を１キロと走ると考
えると、42キロ地点が65歳といったところ
かな。 

 65歳の自分なんて、イメージできないよ
ね？だったら、周りにいる60代の人に徹底
的にインタビューしてみよう。 

 ユニクロ柳井さん、村上春樹、テリー伊
藤、武田鉄也… 

 その人たちが22歳のころ、どんな社会人
人生のスタートをきったのか、僕も気になっ

て調べてみたことがあるんだ。 

 そうしたら、意外なことに、自分が22歳
だったころとあんまり変わらない。 

 こう言っては失礼かもしれないけど、いま
有名になった人だって、はじめからすごい
能力があったわけではないんだ。 

 22歳当時の彼らと、みんなを比較しても、
何も変わらない。彼らだって、自分たちと
変わらないのだと認識することが大切だと
思う。 

 みんなの表情は、イベントが始まった時と
は全く違う。緊張を乗り越えて、輝いてい
る。 

 みんなは、これほど短い間でも、劇的に

変わることのできる存在なんだ。ここにい
る一人ひとりが、周囲に感動を与えられる
存在であるということを、ぜひ忘れないで
いてほしい。 

ムライさん、元気の出るお話を、本当に
ありがとうございました！ 

【 Ｑ ＆ Ａ 】 ム ラ イ さ ん に 
な ん で も 聞 い て み よ う ！ 

ムライさんの考える「優れたビジネス
パーソン」とはどんな人でしょうか？ 

「優れたビジネスパーソン」とは、
利益に貢献するため、提案し、実
行できる人。 
 ビジネスパーソンはみな、極論を
言えば利益を上げるために存在し
ている。 
 金儲けをすることは、決して悪い
ことではない。利益を上げることと
社会貢献は、両立できるものなん
だよ。 

学 生 

ムライさんの考える「いい会社」とは、
どんな会社でしょうか？ 

 「いい会社」とは、利益を上げて
いる会社。会社は世の中に星の
数ほどあるけど、例外なく共通し
ていることは「利益を追求してい
る」ということ。企業というのは利
益を出し、国に税金を納めること
を商法で決められている。 
 ところが「仕事に興味はあるが、
利益を上げることに関心がない」
という学生が多いように感じる。 
 実は、利益ってすばらしいことな
んだよ。お客様に価値を提供して、
喜んでお金を払ってもらった結果
が利益。たくさん利益を上げる会
社は、たくさんの人に価値を提供
し、喜ばれているということ。みん
なにはぜひそれを理解してほしい。 
 企業を見る時も「何を誰に、ど
んな方法で売って、利益を上げ
ているか」という観点を忘れない
でほしいね。 

学 生 

ム ラ イ 

ム ラ イ 

「日本では就職に失敗し、フリーター
という烙印を押されたら脱出できな
い」というのは本当ですか？ 

 人材業界で仕事をしていると
「脱出できた」人にたくさん出会う。 
 逆境に陥ったとき、自分で自分
に烙印を押し、あきらめてしまった
ら、二度と脱出できない。 
 失敗や挫折は自分が決めるも
の。自分の枠組みを決めている
のは、いつも自分なんだ。 
 仮に、日本でダメだったとしても、
海外に出ればいいじゃないか。 
 自分で枠を作らずに、考え方を
変えた人だけが脱出できるのでは。 

学 生 

ム ラ イ 



協賛企業紹介（順不同・敬称略） 
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【オプト】畠中 奈津美 
 
①「なにをしたいか」ではなく「どうありたいか」何事にも挑戦し、
なりたい自分へ突き進む人財のご応募お待ちしております。 
②「何をする」ではなく、自分が「どう在りたいか」を突き詰める事。
社長に直接自分の事をアピールできる『ジカダン』。普段の自分をよ
く知っている人から他己推薦してもらう『タコセン』。通常選考とは
別に、選考中に落選したが、諦めきれず再チャレンジしたい/抑え切
れない熱い想いがある学生の選考も積極的に行っています。 

【東京海上日動システムズ】細谷 泰彦 
 
①全社を挙げた採用活動を通して、学生の皆さんの魅力を引き出し、 
一人ひとりと真摯に向き合います！ 
②採用は企業が一方的に選ぶのではなく、学生の皆さんと互いに距離を縮めながら、進めて 
いくものと考えています。私たちの将来の仲間となる皆さんの採用ですので、社員の半数以 
上が採用活動に関わる、全社を挙げた採用活動を進めています。 
 お客様に「安心」と「安全」をお届けする東京海上グループのＩＴ戦略を担う会社として、 
学生の皆さん一人ひとりと真摯に向き合い、皆さんの魅力を引き出せるよう努めています。 

  

【ヤマトシステム開発】古澤 桃子 
 

①あなたの視点に合ったリアルな会社の情報をお伝えいたします。 
採用担当だけでなく、様々な社員と交流していただく機会を多く持ちます！ 
私たちと将来について熱く語りましょう！ 
②じっくり会話をすることを通してお互いを深く理解出来るよう、 
座談会の時間を選考の各ステップで設けています。 
例えば、こんな点について学生さんとじっくり話し合います。 
Ａ．仕事内容や職種…当社はだれにどんなサービスを提供している会社なのか？ 
Ｂ．教育・研修内容や社員のキャリア支援について…入社することでどんな成長ができるのか？ 
Ｃ．サービス向上に向けた、当社の今後の目標…どんな新しいことにチャレンジしていくのか？ 
皆さんの就職活動の軸に向き合い、皆さんからの質問に真剣にお答えします！ 

【クレスコ】竹下 真輝 
 
①選考を通じて一人ひとりが成長を感じられる採用を行っています。 
②クレスコカフェと呼ばれる社員との座談会などを通じて、会社や仕
事をより理解していただける採用活動を行っています。 
また、グループワーク選考以降は、合否問わず学生一人ひとりへ結果
コメントのフィードバックメールを送り、各選考を通じ将来の社会人
に向け成長を感じられるよう、親身になって対応しています。 
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※【社名】採用ご担当者氏名 ①職サークル協賛企業採用宣言 ②採用活動で工夫しているところ、自社なら
ではの活動・取り組み 

【ジョイパック】伴 紗織 
 
①◆私たちの採用は仲間探しです◆ 
②嘘のない採用活動を心掛けています。就職は結婚と同じです。まずはお互いをよく知ることからはじめていま
す。SPIや書類選考といった、能力を見る試験は行いません。面接では『面接官逆指名制度』という変わった手法
を取り入れています。その他、毎年『茨城ワクドキ就活支援セミナー』を開催。これから社会に羽ばたく学生を
応援し、茨城県のみならず、日本をもっと盛り上げていきたいと考えています。 
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【サンセイランディック】村木 彩 
 
①長所だけでなく短所もしっかりと見れるよう、一社会人として学生の皆さんと向き合います！ 
②私たちが採用活動をする上で心がけていることがあります。 
それは長所だけではなく、人間ですから同時に短所も含めて採用するということです。私たちは、強みも弱みも
ある一人の人として皆さんを見たいですし、本来採用とはそれだけの責任や覚悟を持たなければいけないと思っ
ています。ですから学生のみなさんにも一人の人間として、真剣に選考に進んでいただきたいと思っています。 

【福助】山田 梓 
 
①私たちは、皆さんの就活のハピネス【福】アシスト【助】できるよう情報を発信していきます。 
②エントリーシートで証明写真に加えてスナップ写真の添付をお願いしたり、面接でも私服でお越しいただいた
りと、学生さんの素を見せてもらう努力をしています。また、最終選考には必ず社長が出席し直接みなさんの想
いを伺っています。もちろん最終面接も私服でＯＫです！私も説明会から最終面接まですべて私服で参加しまし
た。そのおかげで他社での面接よりもリラックスして自分らしさを出せたと思います。 

【アイチコーポレーション】藤井 清 
 

①ひとつひとつの出会いを大切にし、誠実に本音で語り合える採用活動を心掛けます。 

【アシスト】藤田 大洋 
 

① Facebookでも就活応援アプリを展開中！がんばる就活生をアシストは応援します。 

【共立メンテナンス】川野 太郎 
 

①「進化する下宿屋」共立メンテナンスは、採用活動でも下宿屋のおもてなしの心を忘れず、進化を続けます！ 

【日本酒類販売】柴田 実紀子 
 

①ひと・酒・食に本気になれる方を待っています！当社を知ってほしいから我々も皆さんを知ることに努めます！ 
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 ヤングチーム（学生）とアダルトチーム
（企業の人事担当者）に分かれ、交互に質
問を出し合い、互いの認識のギャップを浮
き彫りにするというクイズ形式のコミュニ
ケーションゲーム。モチーフはもちろん、昔
懐かしの某ＴＶ番組です。 

 学生、企業の人事担当者双方から「相手
に対して抱いていた固定観念が解消され
た」という声が寄せられました。 

 現在の就職と採用のあり方は、全ての関係者（学生、企
業、大学、採用支援会社の４者）にとってアンハッピーな
ものになっているのではないでしょうか。 

 いずれか１者だけの努力では、状況を打開することは難
しいのが現状。４者それぞれが立場を超えた交流を通して、
それぞれに何ができるかを考えることが必要です。 

 そこで、職サークル推進会議では学生・大学・企業・採
用支援会社が「①お互いの本音・苦労を知る」「②認識の
ギャップを解消する」「③お互い協力できることを提案す
る」ことを目的とした、立場を超えた交流会・勉強会を実
施いたしました。 

 

S H O K U - C I R C L E  R E P O R T S 

「４方よし」の就職・採用の実現を―。 
新プログラムがスタート！ 

職サークル推進会議とは「日本の就職と採用のあるべき姿を考え、
議論し、学び、実行・発信する」ために「職サークル」の理念に
協賛している企業の採用担当者が月に一度集う場です。 

【コンテンツ】 

「学生と企業の信頼関係を築く」採用活動の実行を支援 

認識のギャップを 

解消する 

お互いの本音・ 
苦労を知る 

思い込んでいたが、 

実際は違うんだな 

お互い協力できる 

ことを提案する 

みんな、それぞれの
立場で大変なんだな 

よりよくするために 

お互い協力しよう 

【職サークル推進会議（１～３月）の目的】 

①クイズ！「立場の差なんて」 
②逆コミュニケーションタイム     

③青年の主張 

アダルトチームは協賛企業の人事担当者の皆さん ヤングチームはゲスト参加の学生で構成 

 少人数制のグループにわかれての座談
会形式の交流会。これだけ聞くと、よくある
就職イベントのコンテンツですが、今回は、
質問する側とされる側が「逆」。 

 参加した人事担当者の方からは「自社の
応募学生の話だけ聞いていては決してわ
からない、多様な学生さんの素の姿を見る
ことができた」「率直な意見が聞けて参考
になった」という声が寄せられました。 

大学職員の方も含めて交流を行う班もありました 人事担当者が学生に対して質問 

 毎回１名ずつ大学職員の方をゲストとし
てお招きし「学生と社会の距離を近づける
ためにやるべきこと、やりたいこと」につい
ての主張を発表していただくコンテンツ。 

 参加した人事担当者の方からは「企業側
も大学側も問題意識は同じだと実感した」
「産学連携で学生と社会との接点を増やし
ていきたい」という声が寄せられました。 パフ代表 釘崎がインタビュアーとして 

ご意見を伺いました 
皆さんホンネの主張を 
ありがとうございました！ 
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ＣＯＬＵＭＮ 中央大学キャリアセンター 谷 祐史さん 青年の主張録 

 
 
■学生の相談を受けて最近気になっている
ことはありますか？ 
 
谷：最近疑問に感じはじめたのは「勉強一生
懸命組」の学生が企業に評価されないこと
です。勉強に「真面目」な学生はたくさんいま
す。就職活動においては、そういう学生は評
価されないことが多い。でも、本当それでよ
いのか？と感じています。 
 
■どうしてそう思うようになったのですか？ 
 
谷：キャリアセンターにＡさんとＢさん、二人
の学生がやってきたとします。Ａさんは一般
入試で入学後、陸上部に入った。本学陸上
部には全国の強豪選手がスポーツ推薦で
入学してきます。そんな中、一般入試組のＡ
さんがレギュラーの座を勝ち取るのは、容易
なことではありません。Ａさんは私にこのよう
な話をしてくれます。 
  「入学以来、ひとり残って練習し5000mの
タイムを45秒縮めました。あと15秒縮めれ
ば箱根駅伝出場が見えるんです」 
 Ａさんの話を聞いて私は心から感動します。
このような話を綴ったエントリーシートは通過
しやすいでしょう。 
 一方、Ｂさんはこんな話をしてくれます。 

「入学以来、会計の勉強を１日10時間して
きました。授業も休んだことはありません。昨
年は公認会計士試験合格まであと一歩でし
た。４年生では合格したいです」 
 Ｂさんの場合は、職種別採用で会計の知
識を持つ人を採用するという会社でない限り、
恐らくあまり高く評価されません。 
 しかし私は、ＡさんもＢさんも、本質的には
同じだけの努力をしており、企業の採用でも
同等に評価されるべきなのではないかと思う
のです。 
 
■確かに、勉強に真面目に取り組んでいる
ことを評価しないという声も、企業から聞いて
います。 
 
谷：原因として、大学の学問のほとんどが、ビ
ジネスと直結しておらず、そのままでは社会
で役に立たないというイメージが先行してい
ることが挙げられます。 
 問題なのは、当の学生が「大学で真面目
に勉強したということだけがＰＲポイントである
人」を企業は評価しないという事実を就職活
動までなかなか気づけないことではないで
しょうか。 
 
■どこから変えていけばよいと思いますか。 
 
谷：キャリアセンターにできるのは、大学（勉

強）と社会とつなぐきっかけをつくり続けること
だと思います。 
 とくに、低学年向けのキャリア支援の充実
が求められていると感じます。重要なのは、
「冒険」。つまり、受け身ではなく自分自身で
考えて、行動するという経験。この「冒険」の
経験を低学年のうちに、なるべく多く積んで
もらうことが我々の役割だと思っています。 
 ３年の冬、就職活動がはじまって、必要に
迫られ自己分析や、エントリーシートに取り組
もうと思っても、「冒険」の経験なしでは、いき
なりできるものではありません。 
 
 
 
 
 
 
 

※一部を抜粋 
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学生 

大学 

就職 
支援 
会社 

企業 

WIN 

WIN WIN 

WIN 

S H O K U - C I R C L E  R E P O R T S 

第17回 １月27日（金） 

★勉強一生懸命組は企業で使えないのか★ 

①クイズ！「立場の差なんて」 

【アダルトへの質問】 
説明会/セミナーで見た「選考に来て
ほしい学生」の行為・行動は？ など 

【ヤングへの質問】 
あなたは今、幸せですか？ など 

③青年の主張 ゲスト 

明治学院大学 
キャリアセンター 課長 
佐藤 純さん 

第18回 ２月22日（水） 

第19回 ３月23日（金） 

①クイズ！「立場の差なんて」 

【アダルトへの質問】 
「学歴は関係ない」という企業が多いで
すが、（あなたの会社は）学歴は選考結
果に本当に関係ないですか？ など 

【ヤングへの質問】 
あなたの企業選びの「判断基準」は 
なんですか？ など 

③青年の主張 ゲスト 

中央大学キャリアセンター 
谷 祐史さん  

①クイズ！「立場の差なんて」 

【アダルトへの質問】 
採用担当者と面接官の合否判定が 
異なることはあるか。その際、どうす
る？ など 

【ヤングへの質問】 
友人が内定を５個もらいました。あな
たは内心、どう思いますか。 など 

③青年の主張 ゲスト 

Temple University, Japan Campus 
Manager, Career Development 
澤 健太郎さん 

職サークル 
推進会議は 
近江商人も 
びっくり、 
「四方よし」の 
採用手法の実現を 
目指しています。 

企業と連携して、学生と社会、 
ビジネスとの接点を作りたい！ 
と語る澤氏 

立場を超え、企業とぶっちゃけた
話をして、一緒に課題解決をして
いきたいと語る佐藤氏（写真右） 

谷氏の青年の主張は、下記のコ
ラムで一部ご紹介しております 
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◆谷 祐史さんプロフィール◆ 
 民間企業２社での経験を経て、株式会社ベネッ
セコーポレーションに入社、約13年間勤務する。
最後の２年間で大学向けビジネスに従事した経験
から、大学教育に関して問題意識が芽生える。
「大学が果たす役割をより社会から認知させた
い」と大学への転職を決意。中央大学キャリアセ
ンター入職後は、同大学低学年向けのキャリア教
育を企画・立案・実施。朝日新聞での連載コラム
執筆、講演活動など学外への発信も精力的。 

http://shokugakkou.com/front/top/index.html
http://shokugakkou.com/front/top/index.html
http://shokugakkou.com/front/top/index.html
http://shokugakkou.com/front/top/index.html


 第５回は2月21日（火）に開催。リクルート社
の執行役員を務める村井満氏を講師として
お招きしました。 

 村井氏は、リクルートの人事企画、人材開
発に従事した後、リクルートエージェント代表
取締役社長を務められたHR領域の第一人
者。現在は、リクルートのアジア地域HR事業
最前線に立つ方です。 

 セミナー当日は、中国人学生が日本語や
英語で自己紹介するビデオを見せながら、ア

ジア人材市場の可能性を語っていただきまし
た。 

 同時に、日本企業とアジア諸国企業の人材
観や労働観の違いにも触れたうえで「古き良
き日本企業が元来持っていた強みが、今後
海外に出て戦っていくうえでの大きな武器と
なる可能性を秘めている」と力説。 

 「安易な効率化、グローバル化はかえって
日本企業の強みを消してしまう」と警鐘を鳴
らしていらっしゃったのが印象的でした。 
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S H O K U - C I R C L E  R E P O R T S 

「No Working No Life Weeks」キャンペーン 参加学生アンケート 

 職サークルでは、去る2012年1月16日(月)～1月27日(金)の期間「No Working No Life Weeks」キャ
ンペーンを協賛企業27社とともに実施いたしました。 
 参加学生を対象としたアンケートでは、全体的に好意的な意見が多く寄せられました。特に「普
段話す機会のない社会人と話すことができる有意義な時間だった」「社会人も自分と同じ人間だと
感じた」「社会人や働くことがより身近に感じられた」という意見が多くみられました。 
 今後も職サークルでは、学生と社会人の交流を通して「働くこと」が身近に感じられる活動を
行ってまります。（詳細なレポートは株式会社パフのＨＰからご覧いただけます） 

■アンケート結果概要■ 

ＴＯＰＩＣ①： 

 回答者の93％が「就職活動や企業・人事に対する考え方が良いほうに変わった」と回答しました。 

ＴＯＰＩＣ②： 

 回答者の85％が「社会に出て働くことに対する考え方が良いほうに変わった」と回答しました。 

ＴＯＰＩＣ③： 

 回答者の84％が「社会・企業の実態などについて理解を深めることができた」と回答しました。 

リクルート アジア事業担当執行役員 村井 満 氏 

第５回：リクルート アジア事業担当執行役員が語る「東方見聞録」 

     

本セミナーは、職サークル協賛企業の人事担当者を対象とする勉強会として、
2011年１月よりスタートしました。新卒採用だけではなく、高い視点・広い視野で
「人事」に対する知見を深めるための、識者による講演会です。 

特別講師 
セミナー 

～アジアHR事業最前線から見えた、日本企業の強み・これから進むべき道～ 

31% 

54% 

15% 

0% 0% 

50% 

34% 

14% 

1% 1% 

■5：とても良いほうに変わった 

■4：良いほうに変わった 

■3：特に変化はない 

■2：悪いほうに変わった 

■1：とても悪いほうに変わった 

■5：とても深めることができた 

■4：少し深めることができた 

■3：特に変化はない 

■2：あまり深めることができなかった 

■1：全く深めることができなかった 

■5：とても良いほうに変わった 

■4：良いほうに変わった 

■3：特に変化はない 

■2：悪いほうに変わった 

■1：とても悪いほうに変わった 

Ｑ2. 社会に出て働くことに対する 

考え方は変わりましたか。 

Ｑ3. 社会・企業の実態について 

理解を深めることができましたか。  

Ｑ1. 就職活動や企業・人事に 

対する考え方は変わりましたか。 

http://shokugakkou.com/front/top/index.html


 新卒採用業界のご意見番・パフ代表の釘崎清秀が、人事・雇用の第一人者をゲストとしてお
招きし、インタビューを行うコーナー。第２回のゲストは、ＨＲプロ株式会社で代表取締役社
長を務める寺澤康介氏。20年以上の長きにわたって新卒採用の世界に携わってきたベテラン２
人から、新卒採用のあり方について提言を聞きました。（執筆：職サークル運営事務局 土田歩） 

集中するケースもある。「見せかけの平等」

を守る風潮が根強く残っています。 

寺：おっしゃる通り、BtoC企業は学生がお

客様にもなるので、イメージ的に難しいとこ

ろはあります。我々が媒介者となり、採用と

関係ない場で学生と企業が交流し、社会の

現実に触れる機会をもっと作っていきたい

ですね。 

釘：我々は、学生が社会を知る活動と、い

わゆる選考対策とを「シューカツ」という単

語で一緒にせず、両者を切り離して考える

べきでしょう。前者はいくら早くてもいい。 

寺：大賛成です。私の娘の話ですが、大学

２年から複数のインターンシップ、それも

数ヶ月間続く、有給のものを通じて、社会人

と話すのに慣れ、働く人の多様な価値観に

触れた。その結果、決して偏差値上位の大

学ではないが、スムーズに就職できたので

す。１～２年次から社会と接点を持てば、３

年生の12月から慌てて対策をする必要は

ない。学生と社会人の交流がキャンパス内

で当たり前に行われる状態を作りたいです

ね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釘崎（以下、釘）：2013年卒採用から「採用

広報が２ヶ月後ろ倒し」になりました。その

影響をどう見ていますか。 

寺澤（以下、寺）：企業が学生との接触を控

え、学生が社会を理解する機会が減りまし

た。その結果、学生が「とりあえず人気企業

から受ける」という傾向がより強まっていま

す。結果、一部人気企業に応募が集中し、

学生・企業間の「需給アンバランス」がより

深刻になりました。 

釘： 「需給アンバランス」が具体的にはどん

な問題に発展しているのでしょうか。 

寺：多くの学生が同じ会社に応募し、バッサ

リ落とされる。企業研究をして、応募書類を

書いて、という行動がすべて無駄になる。

企業探しはゼロからやり直し。そのため就

職活動に時間もかかってしまうし、精神的

にも疲れ、就職を諦めてしまう学生もでてし

まいます。 

 

 

釘：企業はどうすればよいでしょうか？ 

寺：できれば採用ターゲットを公開すること

です。かつての指定校制ですね。企業が学

生をターゲティングすること自体は悪くな

い。応募者の９割以上を落とすための選考

をするくらいなら、選考前に採用対象・基準

を公開したほうが良いと思います。 

釘：しかし、良かれと思いターゲットを明確

に公開した企業に「就職差別だ」と批判が 

 

 

釘：大学側で、学生と社会人の接点をつくっ

ている事例はどのようなものがありますか。 

寺：大学３年次での取り組みではあります

が、学習院大学ではOB/OGが大量に参加

する面接講座を行っている。就職活動生の 

ほとんどが参加するそうで、丸２日間実施し

ています。面接ノウハウ自体よりも、社会人

との触れ合いそのものが学生に大きな気

づきを与えるのではないでしょうか。また、

学校設置基準の改定により大学にキャリア

教育が義務付けられ、各大学で様々な取り

組みが行われてきています。しかし、大学

によって取り組みの度合いには大きな差が

ありますね。 

釘：差を生んでいる要因は何でしょう。 

寺：現場では知恵を絞っておられる就職支

援担当職員も少なくない。しかし、理事会や

教授会の協力が得られないケースも少なく

なく、実現は難しいのが事実です。また、座

学のキャリア教育はあまり意味がないと思

います。産学が連携して、生きたキャリア教

育の場を作ることがより重要です。 

 

 

釘：企業も大学も変化を期待される中、学

生はどうすればいいでしょうか。 

寺：新卒で入るのは「そこそこ相性のいい

会社だったらどこでもいい」と思うことです。 

問題の本質は「需給アンバランス」 

ＶＯＬ．２ 

２人のえびす顔オヤジ 
新卒採用のあるべき姿を語る 

新卒採用のトレンドを追う 特別対談 

産学連携で学生と社会の接点を！ 

２つの「シューカツ」を区別して考える 

仕事なんて、そんなもん 
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業界異色！ 

寺澤氏（左）は、大学のキャリアセンター職員と企業
の採用担当者をダイレクトにつなぐサイト「キャンリク」
の運営も手掛けている。 



釘： 「既卒未就業者を採用した企業に補助

金」という現在のお金の使い方とは、完全

に逆の発想ですね。 

寺： 「有給の就業実習で、大学生を受け入

れる企業には、給与の90％を国が補助す

る」というのはどうでしょう。 

釘：いいですね。それ。うちでも導入したい。 

寺：釘さん「学生を安い労働力として使い倒

してやろう」と思ってませんか？ 

釘： (ぎくっ)まさか、そんなわけないですよ。 

寺： （本当か？）まあ、補助金だけ目当ての

会社を排除する審査が必要ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

釘：最後に、我々のような採用支援企業に

は何が求められるでしょうか。 

寺：職サークルには、立場の垣根を取っ

払った意見交流の場を、今以上に生み出し

てほしいですね。交流が起これば、新しい

発想が生まれ、変化の起爆剤になる。大

学・企業・学生・採用支援企業が一緒に

なって、より良い就職環境を作る活動をして

いる団体は他にはない。学生にとって「働

く」を身近にする活動を通して、共に就職・

採用を変えていきましょう。 

釘：寺澤さんご自身は今後どのような活動

を行われるのですか。ぜひこの場を借りて

宣伝しちゃってください。 

 

 

釘： 「そんなもん」というのが、なかなか学

生に伝わらない。どうしたら伝わるでしょう。 

寺：それこそ、私が娘に言ったのと同じで

「まず働いてみる」ですね。 

釘：学生時代に企業で働くということですか。 

寺：そうです。興味深い話があります。ある

自治体で実施した就職支援プログラムで、

大学既卒の未就業者を企業で４か月間受

け入れ、実習生として仕事をさせてみて、

相性がよければ正社員として雇うというも

のでした。釘さん、４か月後、実習生のうち

何割が正社員になったと思いますか？ 

釘：もったいぶらずに教えてくださいよ。 

 

 

 

 

 

寺：なんと（ちょっと間を開けて）９割ですよ。 

釘： ９割！みんな実習先の企業に決まった

んですか。 

寺：そう。新卒で内定のない学生も、働いて

みれば認められるという証拠です。 

釘：学生も働くことで「自分にはどんな会社

が合うか」という感性が磨かれる。「中小も

意外と悪くないな」とも思うでしょうね。 

寺：卒業までに、何社かインターン、それも

有給で長期のもので働いてみて、合う会社

に卒業後入社するのが理想だと思います。

ミスマッチは激減するでしょうね。「キャリア

教育」も重要ですが、実体験に勝るものは

ない。「産学が連携し、学生が会社で働く場

を作る」というのが一番。国はそこに補助を

するべきです。 

寺：直近では６月に『ＨＲサミット2012』とい

うイベントを開催します。延べ13,000人の人

事が参加するセミナーです。 

釘：ほほお、ということは、ウチも出展する

ので、イベント後は13,000人の人事の方に

職サークルの名前が知れ渡っているという

ことですね。 

寺：お、さりげなくプレッシャーをかけてきま

したね。 

釘：冗談はさておき、このイベントではどの

ような発信をされるのですか。 

寺： （本当に冗談か？）ええっと、一言でい

うと「人事から日本をよくしていくムーブメン

トを起こす」です。日本の産業界はいま、大

きな岐路に立たされている。局面を打開す

るために、企業の人事が担う役割は非常

に大きい。変革を促進するのか、足を引っ

張るのかは、人事の働き次第です。それだ

けの当事者意識を人事の方に持っていた

だけるような、刺激あふれるイベントですよ。 

釘：ぜひ、共にイベントを盛り上げていきま

しょう。今日はありがとうございました。 

 

 

 

釘：おお、大胆な提言ですねえ。その心

は？ 

寺：就活で心が折れるくらいなら、身の丈

に合う会社に入る。日本には、中堅中小で

も良い会社がいっぱいあります。「新卒で

どの会社に入るか」は、人生の一大事なん

かじゃない。入社後、頑張ろうと思えるかど

うかの方が大事ですよ。 

釘：入社後ギャップに苦しんで「こんなはず

じゃなかった」という話をよく聞くのですが。 

寺：会社に期待しすぎるのがよくない。一

生懸命働いてみても「やはり合わなかっ

た」というのは世の常。極論、転職すれば

よい。どこが「正解」かなんて、考えても答

えは出ません。過剰な期待をしなければ

「働くのって意外と面白いな」と思える。そっ

ちのほうがよっぽど幸せです。 

釘：目の前の仕事に打ち込むことで、自分

が仕事に合っていくという場合もあります

からね。 

寺：おっしゃる通り。私も学生時代「営業は

絶対向いてない」と思っていた。ところが、

入社後実際にやってみると「面白い！」と

思うようになったんです。 

釘：でも、学生時代の寺澤さんにどれだけ

「お前は営業が向いてる！」と言っても信じ

なかったでしょうね。 

寺：そう。経験しないとわからない。仕事な

んてそんなもんですよ。 

 

学生にはまず働かせてみよ 

垣根を越えた交流が起こす「変化」 

詳しい情報は次のページ→ 
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今後開催予定のセミナー 

ＨＲサミットとは？（HRプロ株式会社HPより引用） 

経済環境の激しい変化、少子高齢化、グローバル化が急速なスピードで進む中、人事担当者は、
環境変化にキャッチアップするだけではなく、率先して変革を推進する主体である必要がありま
す。まさに今求められているのは、人事が「変革のエージェント」となり、変化に力強く対応
し、成長する組織、人材を作っていくことでしょう。 
「HRサミット2012」では、この基本的認識に立ち、数多くの講演、セッション、講座、展示を通
して、採用、人材育成、人事・労務などHR領域全般の最新トレンド情報を、提供します。 

人事部長にはなかなか言えない「社長のホンネ」 
経営と人事が課題を共有し、強い組織を作るために必要なこと パフはHRプロ主催「HRサミット」に協賛しています 

2012.6.13.Wed  

12:10～13:00 
中小企業編 

「社長が人事部の管理職に期待する真の役割」を明らかにするトークセッションを行います。(会場：秋葉原UDX) 

2012.6.15.FRI  

12:10～13:00 上場企業編 

志田 雄彦 氏 曽根 和光 氏 

  ゲスト協賛企業社長 
 

ＫＹＢ株式会社 
代表取締役社長執行役員  
臼井 政夫 氏 

臼井 政夫 氏 

  ゲスト協賛企業社長 
 

サイデック株式会社  
代表取締役社長 志田 雄彦 氏 
 

株式会社ダイワコーポレーション 
代表取締役社長 曽根 和光 氏 

モデレーター 

株式会社パフ 

代表取締役社長 

釘崎 清秀 
※２日程共通 

Symposium 2
0

1
2

 

SHoKU-CIRCLE 

職サークルシンポジウムとは？ 
「学生に向き合い、学生に社会とビジネスの現実を伝える活動」がなぜ世の中に求められているの
か、 
そして、それらの活動がどのように企業の人材採用・育成に資するのかを、世間に広く発信します。 
企業の人事担当者・大学職員・採用支援会社の垣根を越え、新卒採用の真の意義・目的をもう一度問
い直す参加型のイベントです。 

2012.7.5.THU  

浜離宮朝日小ホール 

11 職サークル会報 あかつき -DAWN- Vol.6  

基調講演に登場！ 
 
フリービット株式会社 取締役 

酒井 穣 氏 
（ベストセラー『はじめての課長の教科書』 
 『あたらしい戦略の教科書』著者） 

詳しくは 

職サークルシンポジウム 

Powered By 



 

  

新卒採用をするには、会社説明会を実施
して、筆記（またはWeb）試験を実施して、
面接を実施して… 

 この「定番」、いったい誰が決めたのだろ
うか？そして、本当にこの定番に沿って新
卒採用をする必要はあるのだろうか？ 

 今年、我がパフの新卒採用を私が担当
することになったのだが、なるべくこの「定
番」に頼らずに「自社にとって本当に必要

な人材を確保する」という新卒採用の本
質的な目的を達成する方法はないかと
チャレンジしている。 

 「定番」を疑い、知恵を絞ってみると、新
しいアイディアがどんどん出てくるもの
だ。 

 「一括採用」などではなく「手法の画一
化」こそが問題なのではないか。新卒採
用は、もっと各社の目的に沿って多様化
していいはずだ。（パフ 土田歩） 

 
 
 

職サークル 協賛企業 一覧  
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株式会社パフ  
代表取締役社長 

釘崎 清秀 
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編集後記 

 六回目の発行となった今回の『職サークル

会報』。実はいちばんのお気に入りです。 

 私が社会人デビューしたときの先輩で15年

前の起業を唆した村井さん。私が営業マンと

して最も脂がのっていた頃に親しくしていただ

いたお客様（当時は人事課長）の臼井さん。 

創業したばかりのパフを支えてくださった志田

さんと曽根さん。今後の職サークルを推進す

るうえでの信頼すべきパートナー（えびす顔

の）寺澤さん。これらの方々が顔写真付きで

この会報に登場してくださっています。読むた

びに見るたびに嬉しくなります。 

 もちろん記事内容も読者の皆様に役立つも

のとなっています。ぜひ最後までお読みいた

だければと思います。 

 ６月１３日と１５日の『ＨＲサミット2012』での

社長対談。７月５日の『職サークルシンポジ

ウム』へのお越しも心よりお待ち申しあげてお

ります。 


