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はじめに
読者諸兄は大学の「就職課」にお世話になったこ

とがあるだろうか。就職活動した時代の経済・雇用
状況によっても違うかも知れないが、筆者のイメー
ジでは就職課は単なる求人情報の窓口であり、個人
で就職活動をして「いよいよ行き先がないときに駆
け込む場所」という程度の存在感であった。少子化
が進み、雇用情勢が慢性的に厳しい現在にあって
は、様相はかなり変わっている。就職指導は大学に
とって一大経営課題となり、学生の就職活動に対す
る支援は求人情報の提供にとどまらず、学生の就業
意識を高め、就学意欲を支える幅広いものに変わっ
てきているようだ。そもそも「就職課」という呼び
名はほとんど絶滅状態となり、「キャリアセンター」

「キャリア支援課」などの名称が一般的である。

「キャリア教育」創成期の状況
｢ キャリア教育 ｣ という概念が大学に広がったの

は 2000 年を挟んだ時期だったのではないか。とき
あたかも IT バブルが急速に膨れ上がり、｢ 自立的
キャリア形成 ｣「エンプロイアビリティ」などの新
語がそれこそ泡のように教育や人材育成の世界に
現れた。大学教育の中で、「何か今までとは違った
能力」を学生に身につけさせて、社会に送り出さな
ければならないという、一種の強迫観念のようなも
のがそこにはあったような気がする。それは分かり
やすいところで言えば「IT リテラシー」であり ｢
グローバルなコミュニケーション能力 ｣ であり、情
報化・グローバル化が進んだビジネス環境にあって
日本の弱みとされていた部分であったから、大学が
そうした力を学生に身につけさせなければならない
と思ったのはある意味必然だったろう。インター
ネットがビジネスの標準ツールとなり、ますます世
界がボーダーレスになっていく予感の中で、｢ 新し
いスキルを自らの意思で身につけていく人材のみ
が生き残る ｣ というストーリーができ上がった。

「キャリア教育」の進展と現状
—採用担当者としての視点から—

Point
❶  「キャリア教育」の概念が大学に広がり始めたのは 2000 年前後からと見る。
❷  企業サイドでも採用したい人材を明確化し、大学に要望する動きが出てきた。
❸  大学でも入学から卒業までを見通して自らのキャリアデザインを課す、本格的な「キャリア教育」

を提供する大学が出てきた。
❹  こうした取り組みは成果が出るまで辛抱強く取り組む必要がある。
❺  企業としてもしっかりとしたキャリア観を持った人材を確保し、また教育界でそうした人材を育て

ようとする試みにアンテナを立てて積極的に協力することが使命。
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また、この時期は 2004 年の国公立大学の独立行
政法人化を控えた時期でもあった。少子化が進む
中、大学も生き残りをかけて自らの存在価値を示す
時代ということか、「外部評価アンケート」と称して、
人事採用担当部署には採用実績のある国公立大学
から軒並み調査票が送りつけられた。いわく、企業
は新卒学生にどのような資質、スキルを求めている
か、わが校の出身者は他の大学と比べてそうしたも
のを十分身につけていると思うかどうか、どんなカ
リキュラムを提供すべきだと思うか…。三日にあげ
ずに同じようなアンケートが舞い込むと、正直ゲン
ナリした。資質やスキルには同じ大学の出身者で
もばらつきがあるし、他と比べてはっきり言えるよ
うな有意差があるわけがない。IT 能力や語学力、
プレゼンテーションやコミュニケーションの能力を
身につけた新卒は頼もしいが、大学としてそれを
教えてくれ、と回答するのにも抵抗がある。いきお
い、回答は当たり障りのない適当なものになってく
る。一体あのアンケート結果はどう活用されたのだ
ろうかと、今でも時々思う。

企業側の対応の深化
そもそも企業の側にも、「大学でどのような力を

身につけてきてほしいか」ということについて、
2000 年当時はまだ確たる考えがなかったと思う。
職種別採用で即戦力となりうるスキルを持った学
生を採用するといった動きも出てきてはいたが、あ
まり定着はしなかったように思う。それよりも問題
になりつつあったのは早期退職だったのではない
か。バブル崩壊後、若い世代は「一つの会社に一
生を委ねるばかりが能ではない」と考えるように
なってきていたし、IT バブル後は、能力の高い者
でも自身の将来的なキャリア像と現実の仕事に
ギャップがあると、厳しい競争を勝ち抜いて手に
入れた就職先をあっさり去るような現象も見られ
た。入社してくる人材のスキルも大事だが企業と
しては定着してくれないと戦力化できない。企業

は、優秀でかつ定着してくれそうな人材を求めて、
「インターンシップ」という形で就職戦線に入る前
の学部 3 年生や修士 1 年生に対して会社の仕事内
容を見せ、早期に自社に合った価値観を持った学
生の確保に動き出した。2000 年前後はインターン
シップ制度の創成期で、先行して実施し評判と
なった企業が、採用担当者向けのセミナーなどで
引っ張りだこだったのを覚えている。実務体験や
シミュレーションゲームなど、あの手この手で自社
のビジネスモデルを紹介し、魅力を訴える。就職
活動前の学生にとって、働くイメージを掴むため
の貴重な機会ではあったが、悪くするとあからさま
な青田買いの舞台にもなりうる。期間中にこれぞと
思った学生には採用選考への参加を呼びかける、
一部選考過程を免除する、あるいはその場で内々
定を申し渡すなど、さまざまな方法で採用に向け
たアプローチが行われた。学生の側も、本番の就
職活動の前に「とりあえず内定への道筋をつけて
おく」ために、限られたインターンシップ枠を求め
て熾烈な競争を展開するなど、「単に就職活動時期
を早めただけ」といった批判がなされた面もあった。

そんな中で、産業界も「大学でどのような力を
身につけてほしいか」という問いに対する答えを
真剣に考え出す動きが出てきた。経済産業省の主
導により産学で議論して 2006 年にまとめられた

「社会人基礎力」1 はその後の大学のキャリア教育
の基盤として活用されている様子が見られるし、
個別企業でも自社のビジネスで重視される力は何
かということを整理する軸として、採用活動や社
員教育などに利用する例もある。
「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」

の 3 つの能力とそれらを構成する 12 の構成要素か
らなる「社会人基礎力」は、企業・組織が新卒学
生に求める重要な要素が、個別のスキルではなく
仕事に向かうスタンスやマインドであるということ
を表しているように思える。大学に求められている
のは、個別のスキルを一律に身につけさせるという

1  「社会人基礎力」については「経営センサー」2009 年 10 月号にて筆者詳述。
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よりは、個々の学生がいま取り組んでいる活動のた
めに、または将来の目標に近づくために必要なスキ
ルは何かを見出し、それを手に入れる機会を与える
ことであり、またそれを考えさせるような活動や目
標そのものを付与することではないかと思う。

本格展開のみられる大学キャリア教育
経済産業省のキャリア教育に関する報告書 2 を

読むと、単なる就職支援を超えたキャリア教育が、
高等教育の現場でかなり地道な取り組みとして始
まっていることが見て取れる。

入学から卒業までを見通して、教育課程の中に
キャリア教育を位置づけている事例がいくつか紹
介されており（図表 1 参照）、その中で学生たちは

「キャリアポートフォリオ」「未来履歴書」｢ キャ
リアデザインワークブック ｣ などと名づけられた
学校独自のワークシートやファイルなどを 1 年次
から持たされ、学習課程や学内外での経験からの
気付き、自分史や自己実現目標などを記入し、記
録していくことを義務付けられる。入学時にはこ
うした取り組みの意義や活用の仕方に関するセミ
ナーが実施され、4 年間の学生生活と卒業後の進
路をイメージして自らの目標を決め、目標達成の
ために利用できるカリキュラムやゼミナール、留
学制度などの説明がなされる。こうしたセミナー
の中ではグループワークが多く取り入れられ、

ワークを効果的に進めるために、コーチングやプ
レゼンテーション、ロジカルシンキングなどの基
礎技術も習得する機会が与えられている大学もあ
るようだ。また、ワークシートをまとめる段階で
教員やキャリアカウンセラーが関与して随時相談
にも乗る。4 年間で身につけるべき能力として「社
会人基礎力」の能力要素が挙げられ、評価基準と
して導入されている大学もあった。

紹介されている事例の中でも濃淡はあるが、少
なくとも 2000 年辺りに就職課の果たしていた役割
とは様変わりの感がある。古い「就職課」が安定
した大企業にできるだけ多くの人材を送り込むこ
とに価値を見出していたのに対して、「キャリアセ
ンター」はまず、入学直後から卒業後に向けて学
生たちに「働くこと」についての意識づけをする
必要がある。こうした取り組みを「過保護」と見
る向きもあるかもしれないが、就職戦線がこれだ
け激化しながら学生の就業意識には従来以上に格
差が広がりつつある現状を考えると、やはり必要
な取り組みと言えるであろう。

企業がこうした取り組みを行う大学の学生を積
極的に採用したいと思うかどうか、ということにつ
いてはいささか微妙な面もある。大学が経営上の
課題として、就職実績の向上や就学意識を支える
ための活動としてこれらを展開している例もあり、
どちらかというと、知名度や実績のない大学が取

2  経済産業省「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」答申（2011 年 1 月）

図表 1　教育課程の中に位置づけられたキャリア教育の例（筑波大学）
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出所：経済産業省「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」答申

「キャリア教育」の進展と現状
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り組んでいるケースも多くみられる。基礎学力や
ブランドを重んじる大企業では及び腰のところも
あるかもしれない。ただ、こうした地道な取り組
みは長い間には必ず実を結ぶであろうし、大学と
しても大いに企業に PR して実績に結びつけてほ
しいものだ。また、就職に強いいわゆる名門大学
は、どちらかというとこうした取り組みに出遅れて
いる印象を受けるが、学力やスキルだけ高くても
それを生かすスタンス、マインドを養わないと企
業はそれらを生かすことができないということを
理解して、しっかり取り組んでほしいものだ。

インターンシップのあるべき姿
インターンシップの在り方にも変化が見られ

る。受け皿の不足にはいまだに問題があるが、採
用担当者として自社のインターンシップを立ち上
げた筆者の経験から、採用上のメリットばかりを
追求せず、社会貢献として学生に就業体験の機会
を提供することを第一の目的としてインターンシッ
プを提供することには、企業として大きなメリット
があることは断言できる。「採用上のメリットを追
求するな」というのは、他社に先がけて少しでも
良い人材を確保したい採用担当者の本音から言っ
ていささか無理があるのは事実だ。例えば採用候
補となる母集団を大きくしようとすると、どうして
も本当の意味で就業体験と言えるようなプログラ
ムが提供できなくなる可能性が大きい。こうなる
と本末転倒である。筆者が手がけた自社インター
ンシップでは、小さなことでもテーマを与えて現
場の雰囲気を感じながら仕事の一端に触れられて、
かつ現場が親身になって指導できる規模で実施す
ることにこだわった。また、スタート時には現場で
迷惑をかけないための最低限のマナー教育、終了
時には採用の模擬面接を実施し、面接結果を
フィードバックして就職活動の予行演習をしても
らう。学生本位のプログラムを提供することで、
就職活動に熱心で意識の高い学生に満足して帰っ
てもらい、彼らの周囲の学生にも自社の情報をイ
ンプットしてもらう。結果的にインターンシップ体

験学生からの内定にもつなげられたし、会社のイ
メージアップにもつながった。また、最初は「忙し
い」という理由で受け入れに消極的だった現場も、
学生との個人的なコンタクトを持つことで結果的
には非常に丁寧で温かい受け入れを実施してくれ
たし、例年のこととしてインターンシップ学生用の
仕事を用意して待ってくれる部署も出てきた。準
備も実施も手間のかかることではあるが、有意義
な活動となっていると自負している。

また、筆者が採用面接の中で学生から聞いたイ
ンターンシップ体験の中で最も印象的だったのは、
地方国立大学の技術系の大学院が地元企業との産
学連携で文部科学省の支援を受けて立ち上げ、長
期的な取り組みとして行っている「創業型実践大
学院工学教育」という枠組みの中で行われている
ものであった。大学院と地域共同研究センター、
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーが中心となっ
て企画し、ビジネスプラン作成やインキュベー
ション・ファクトリーを利用した商品試作などを
交えた実践教育であり、その中で地元企業へのま
とまった期間のインターンシップが盛り込まれて
いた。参加学生は身近なところで日本の製造技術
の高さに触れ、これからの産業界の課題なども身
をもって知り、自らの進むべき進路や身につける
べきスキルについて、実践の中で深く考えるまた
とない機会を与えられているように見えた。地元
企業としては優秀な人材を定着させるためにも受
け入れが有効な手段となるだろうし、うまくいけ
ば彼らのアイデアをビジネスとして取り入れられ
るというメリットもある。地方大学として特色あ
る取り組みであり、参加学生の報告も非常に説得
力があり、学びを感じさせるものであった。

IT バブルから 10 年、紆
う よ

余曲折を経ながらキャ
リア教育もようやく進展を見せつつある。企業採
用担当者も大学の新しい真摯な試みにアンテナを
高く立てながら、広い人材観に基づき多用な人材
を採用すること、そうした人材の育成に協力する
ための連携を模索することが、重要な仕事のひと
つとなるのではないか。
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