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先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■はじめに 

２０２２年３月卒の就職率は９７．８％（昨年比＋２．５％）で、３年ぶりに前年を上回りました。

コロナ前の水準に戻り、過去３番目に高い数値となりました。同年の大卒求人倍率が１．５０倍（リ

クルートワークス研究所調べ）と、前年を０．０３ポイント下回る中、本学に寄せられる求人は前年

より８２０件増え、過去最多となりました。就職希望者が約１２００名ですから、求人倍率は単純計

算で１７倍となりました。 

優位な情勢を結果に繋げることができて安堵しております。同時に学生達の健闘を称えたいと思いま

す。 

 

さて、就活・採活ともにオンラインと対面併用のハイブリッド対応が定着してきました。 

本学主催の就活イベントは、できる限り対面で実施するようにしています。オンラインだとお互いの

表情や思いが伝わりづらいという声も多く、一生を左右する就活はできる限り実感を伴う活動にした

いという思いもあるからです。 

 

本学の学生は約４割が卸・小売業界に就職という状況が２０１９年まで続いていました。２０２０年

からは同業界シェアは３割を切っています。代わりに１割に満たなかった情報通信（ＩＴ）業界が

シェアを伸ばしています。２０２１年度は１４．８％になりました。学内合同企業説明会でもＩＴ企

業の学生集客が目立っています。時代の趨勢かと思いますが、人気業界だからこそ具体的な志望動機

が求められます。一方、公務員就職者が２年続けて３０名超えとなりました。政策情報学部の支援は

もちろんですが、コロナ禍で安定志向が高まったことも影響しているようです。ただし、「安定」が

必ずしも「適職」とは限りません。公務員に求められる適性・能力も変わってきています。それなり

の心構えが必要です。 

 

インターンシップをフックにした「早期選考」がさらに加速しています。インターンシップが母集団

形成の秘策から定石になり、今や採用選考ツールと化した感があります。学業と就活の両立がより一

層重要になっています。そのため、学生が不利益を被らないための支援策が重要になってきます。 

 

時代はいつもめまぐるしく変わります。新型コロナウイルスが、そしてウクライナ戦争が、常識を覆

すほどの劇的な変化をもたらしました。Catch the Future through A Turning point！は、昨年（２

０２１）のキャリア支援センターのテーマタイトルです。ターニングポイントを乗り越えて輝く未来

をつかもう！というメッセージを込めています。 

 

現在、マッチングサイトｍｅ Ｒ ＡＩの再構築、この先１００年のリーディングカンパニー「ミライ

アンス企業」の開拓、独自のキャリアスキルシートＡＫＩＮＡＩの開発に取り組んでいます。本白書

を交えながら、輝く未来をつかむために、皆様と意見交換ができれば幸いです。 

 

２０２２年１０月吉日 

キャリア支援センター センター長 川瀬  功 

内定をいただくことがもちろん目標ですが、それだけでなく、入社して社会人になった後、どんなことをしたいのか、どんな

人たちと一緒に過ごしていきたいのか、未来を考えながら活動していました。  
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   ■目次 

●【特集】－転機を迎えた就活ー：４～５Ｐ 

●近年の就職率の推移と就職先状況：６～８Ｐ 

●ＵＩターン就職支援についての取組み：９Ｐ 

●公務員就職支援についての取組み：１０Ｐ 

●学校求人件数の推移：１１Ｐ 

●ＣＵＣアライアンス企業との連携：１２～１３Ｐ 

●学内就職関連イベントの実施状況：１４～１５Ｐ 

●インターンシップについての取組み：１６～１７Ｐ 

●就活相談の実施状況：１８～１９Ｐ 

●新型コロナウイルス影響下の内定者の就職活動状況：２０Ｐ 

●キャリア支援センターイベントポスター集：２１Ｐ 

●２０２１年度就活スケジュールと本学の就職支援：２２～２３Ｐ 

私はやりたい事が全く見つからず悩んでいる日々でしたが、自己分析をした事によって 挑戦したい事が見つかりました。小

さな発見がきっかけとなって繋がる可能性もあると思っているので過去の出来事を振り返って欲しいと思います。  
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   ■【特集】－転機を迎えた就活ー 

自己分析は時間をかけて行い、自分を売り込めるようにすることが必要です。「やりたいことがない＝企業を知らない」とい

うことだと思います。業界を絞らず、幅広く見ることでやりたいことは見つかります。 

①就活スケジュールの転機 

■「インターンシップ→早期選考」の流れが定着 

 就活スケジュールは３月１日広報解禁（求人票の公開、会社説明会の実施など）、６月

１日選考解禁（面接や筆記試験などの採用選考）という決まりがあります。政府主導のも

と企業と大学が合意していますが、法的拘束力がありません。一方、企業の人材獲得競争

はいつの時代も熾烈で、しかも多様化しています。当然のようにフライング企業が続出し

ます。本学の就活相談でも、昨年はついに「早期選考」がトレンドワード入りしました。 

 早期選考はインターンシップに連動しています。３年生の夏のインターンシップを経て

１０～１１月頃に選考テーブルに乗せるパターンが大半ですが、夏休み中に選考＆内定の

超早期選考も出始めました。前倒しに歯止めが利かなくなりつつあります。 

 ２０１９年には経団連の「通年採用」発言が物議をかもし、新卒一括採用の見直し機運

が高まったこともありました。 

 就活は１００年の歴史があり、スケジュール議論も然りでしたが、そろそろ大胆な見直

しを図る時期が到来したという気がしています。 

 

②就活スタイルの転機 

■オンラインツールを活用した、多様で効率的なスマート就活へのシフト 

 ２年前はオンライン対応に翻弄された感がありますが、慣れてきたら対応力もつき、今

はオンラインと対面を使い分ける「ハイブリッド就活」が定着してきました。 

 ノートパソコン、スマホは就活に必携です。Ｚｏｏｍ、Ｔｅａｍｓなどのオンライン

ツールを使いこなし、オンライン会社説明会に参加し、ＳＮＳで口コミをチェックし、Ｑ

Ｒコードからエントリーし、履歴書データを送信し、近頃だと自己ＰＲ動画も送り、模擬

面接サイトで練習し、スマホで面接を受ける、という就活が普通になってきました。 

 オファー型マッチングサイトやエージェントサービスの利用者も急増しています。朝起

きたら、メールやマイページに届いた求人をチェックし、エージェントの担当者とオンラ

インで面談し、応募意志を伝えます。 

 但し、オンライン就活もエージェント就活も万能ではありません。それぞれのメリッ

ト・デメリットを理解した上で、柔軟で臨機応変な対応力が求められ、自分に合った就活

スタイルを築くことが大切になります。 

 オンライン就活のメリット：省力（ナビサイト調査でも就活にかかった時間・費用は減

少）・説明会への参加ハードルが下がり比較しやすい／デメリット：最終面接や内定式・

入社まで対面がないことによる実感のつかみにくさ、内定後のミスマッチ感） 

 

③就職に対する価値観の転機 

 先日ＴＶで「出世したくない若者が増えている」という特集をやっていました。 

 すでに２０１５年の株式会社クロス・マーケティングの調査（若手社員の出世・昇進意 
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   ■【特集】－転機を迎えた就活ー 

多くの情報を集めることも重要ですが、その上で自分がどんな仕事をしたのか、どんな暮らしをしたいのか、どう生きていく

のかを思考して、就職活動を通じて実行しアウトプットすることも同様に重要です。  

識に関する調査／２０１５年８月）でも同様の調査結果が出ています。同調査によると２

０代男性が出世したくない一番の理由は、「責任の範囲が広がるのが嫌だから」（４４．

６％）だそうです。 

 コロナを経験して、企業選びの軸にも変化が生じました。「新型コロナ後の企業選びの

軸」調査（エン転職１万人アンケート/２０２１年１２月）では１位「希望の働き方（テ

レワークなど）ができるか（４４％）、２位「勤務時間・休日・休暇・勤務地」（３

５％）、３位「企業・事業に将来性があるか」（３４％）となっています。 

 ２.３位は今に限ったことではないかもしれませんが、コロナによってテレワークとい

う働き方が広まったことの影響力はやはり大きいと感じます。 

 

④就活準備の転機 

 コロナ禍の影響で「ガクチカ」（学生時代に力を入れたこと）が書けない、という就活

相談も増えています。しかしコロナ禍こそ貴重な経験です。オンライン授業一つとって

も、通信環境を整え、オンラインツールの使い方や参加の仕方を学び、工夫した筈です。

授業や課外活動や、プライベートでの様々な規制や制約をどうやって乗り越えたのかとい

うことだけでも一様ではありません。それぞれのディテールを語れば、必ず面接官が驚

き、感心し、共感するポイントがあります。 

 現在、本学ならではの学びや経験を「ｍｅ Ｒ ＡＩ」や「ＡＫＩＮＡＩ」など独自の

ツールを使ってアウトプットする取り組みを推進中です。是非、自分なりの「ガクチカ」

を表現して欲しいものです。 

 

 先述の調査から、学生が就職先を探す基準は「働きやすさと、将来性を満たす企業」だ

と言えます。それは、これから１００年のリーディングカンパニーたる企業だと言い換え

ることができます。リーディングカンパニーたる条件は、事業優位性が有り、なおかつ働

きやすく、しかもＳＤＧｓに取り組んでいることだと思います。本学ではそのような会社

を「ミライアンス企業」（ｍｅ Ｒ ＡＩとアライアンスを合体させた造語）と称し、独自

の就職マーケット開拓に取り組んでいます。 

 

 「フェイスブック」が「メタ」に社名変更し、巷ではメタバース論議に花が咲いている

とも聞きます。 

 就活も、仮想空間でアバター学生が会社説明会に参加し、アバター面接官と会話する時

代が来るのでしょうか？本学では現在「ｍｅ Ｒ ＡＩ」を再構築中ですが、プランの片隅

に仮想空間も置いています。   

 オンライン就活のフラストレーションの反動が、対面回帰現象を生んだりもしていま

す。モヤモヤ感は拭えませんが、「メタバース就活」がちらついてしかたありません。 
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   ■近年の就職率の推移と就職先状況 

その企業について知っておくことは勿論のこと、自分自身についても聞かれるのでこれまで自分がどのような経験をしてきた

のか、どのようなことを考えて行動してきたのかを話せるように自己分析しっかり行って準備してください。  

    ◆コロナ禍以前の水準に戻る就職率 

 ２０２１年度の全国大学就職率は９５．８％、就職希望率は７６．１％と、就職率につ

いては２０２０年度から若干低下しました。新型コロナウイルスの影響が未だ大きいこと

が伺えます。とはいえ企業の採用意欲は高い状態が続いているため、経済に大きなインパ

クトがない限りは、就職率が次年度大きく下がることは無いと予想しています。 

 本学の就職率は２０２０年度から２．５％増の９７．８％と、新型コロナウイルス前の

水準に戻る結果となりました。様々な感染対策を講じながら対面で学内合同企業説明会や

就活講座などの学内イベントを実施したり、参加人数が多い場合はオンラインでイベント

を実施するなど、ウィズコロナの中で適切な就職支援を続けた結果と考えています。 

 就職希望率については８６．１％と０．４％減少し、大きく低下した２０２０年度の流

れは変わりませんでした。引き続き企業への就職以外の進路を選択する学生が増加してい

ます。 

 ウィズコロナ時代の中で、今まで以上に企業と学生のマッチング精度を高め、より質の

高い適切な就職支援を行う事が大学のキャリア支援に求められていると考えられます。 
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   ■近年の就職率の推移と就職先状況 

就活は早め早めの行動が、結果として自分の気持ちの安定を生むと思います。思い立った時に直ぐ行動して、履歴書の作成

（自己分析含む）、SPIや適性検査の対策、面接練習、エントリーする企業の候補出しを丁寧に行なってください。  

    ◆２０２１年度卒業生における就職先業界比率 

 全体の傾向としては依然として専門商社、小売販売を中心とした業界へ、営業職、販

売職として就職する学生が多い傾向にあります。昨年は商経学部を中心に金融・保険業の

就職割合が増加しましたが、今年はやや減少する結果となりました。一方で製造業、サー

ビス業の割合が微増しています。 

 また、特徴的な数字としては政策情報学部の公務員への就職割合が１３．３％、情報通

信業への就職割合が２１．１％、人間社会学部の医療・福祉業界への就職割合が１５％、

国際教養学部の宿泊業への就職割合が１０．２％となっており、各学部の特徴が出た数字

となりました。 

 今後も各学部の学びを活かし、学生が満足度の高い就職先に出会えるよう支援を行って

いきます。 
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   ■近年の就職率の推移と就職先状況 

   ◆２０２１年度卒業生における就職先勤務地 

 ２０２１年度卒業生において、就職先の勤務地で最も多い地域は東京都で、全体の

約６０％にあたります。今年も東京圏（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県）

への就職率が上昇しており、１都４県で全体の９０％に達しています。都市圏への集中

という流れに変わりはありません。 

 キャリア支援センターでは、学内合同企業説明会などのイベント毎に就職先に関する

希望を学生アンケートで調査しており、希望勤務地の回答は東京都が４５．８％、千葉

県が４４％と毎年高い割合となっています。 

 ＣＵＣアライアンス企業の本社所在地は、東京都が５４８社（５９％）で最も多く、

次いで千葉県が１７５社（１８．８％）となっています。学生のニーズに合うキャリア

支援や求人先開拓に今後も取り組んでいきます。 

面接時に「趣味は何ですか？」、「学校が無い日、休日は何をしていますか？」といった質問をされることが非常に多いで

す。自信をもって答えるためにも日頃から何かに熱中することを習慣化しておくのが良い対策かもしれません。  
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   ■ＵＩターン就職支援についての取組み 

私は内定先企業について知ったきっかけが、地元で開催された地域限定の合同企業説明会でした。地元で働きたいという思い

があるのならば、地域限定の小規模な合同企業説明会に参加する方が良いなと思いました。 

     ◆２０２１年度卒業生におけるＵターン就職状況 

 

※就職率は各県の出身者数を分母とした率となります。 

 本学学生の出身都道府県（出身高校より）は千葉県、東京都、茨城県、埼玉県が多くを

占めており、就職先は東京都に本社を置く企業が大半です。地方出身学生へのＵＩターン

就職支援については、各自治体が取組んでいる「ＵＩターン就職促進協定」を活用するな

ど、きめ細かい個別求人マッチングを実施しております。現在１２道県、１市（新潟県、福

島県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、岩手県、秋田県、北海道、青森県、山形県、宮崎県、新潟県小千

谷市）との間で協定を締結しています。 

 具体的な支援活動としては、各自治体が主催している地元企業の採用担当者から直接求

人を受け取れる情報交換会や地元企業見学会などへ本学職員が積極的に出席をしており、

即時学生に紹介していく体制を整えています。また、学内企業説明会に各自治体のブース

を設けたり、ＵＩターンの学内イベントを開催したりと学内外での連携を深めていくこと

で、ＵＩターン就職を希望している学生の支援充実を図っています。２０２１年度は新型

コロナウイルスの影響により直接各地方へ訪問する機会は減りましたが、オンラインを活

用した情報交換会などで連携を深めることができました。 

◆Ｕターン就職協定締結実績について 

長野県：Ｕターン就職促進協定（平成��年�月��日） 

栃木県：ＵＩターン就職促進協定（平成��年�月�日） 

群馬県：ぐんまＵＩターン就職支援協力校制度「Ｇターン倶楽部」（平成��年�月��日） 

新潟県：ＵＩターン就職促進協定（平成��年��月��日） 

茨城県：大好きいばらきＵＩＪターン・定着応援“くらぶ”（平成��年�月��日） 

福島県：大学・福島県との「学生就職支援に関する協定」（平成��年�月�日） 

岩手県：岩手�・�ターンクラブ（平成��年�月��日） 

秋田県：秋田県と千葉商科大学との就職支援に関する協定書（平成��年�月�日） 

北海道：北海道と千葉商科大学との学生ＵＩＪターン就職促進に関する協定書（令和元年�月�日） 

青森県：青森県と千葉商科大学との学生ＵＩＪターン就職促進に関する協定書（令和元年�月�日） 

山形県：学生ＵＩターン就職促進に関する協定書（令和�年�月��日） 

宮崎県：宮崎県と千葉商科大学とのＵＩＪターン就職支援に関する協定書（令和�年��月��日） 

新潟県小千谷市：千葉商科大学と小千谷市との就労連携に関する協定書（令和�年��月��日） 



 

１０       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■公務員就職支援についての取組み 

嘘はつかず、ちゃんと自分の思っていることや、考えをしっかり伝えることが重要だと思いました。言葉遣いには注意した方

が良いです。しっかり面接官を見てアイコンタクトを取ったりすることで印象が変わると思います。 

     ◆２０２１年度卒業生における公務員就職状況 

 例年は千葉県警察へ就職する学生が多い本学ですが、２０２１年度は警視庁へ就職する

学生が多い結果となりました。２０２０年度から公務員への就職希望者が増加しているこ

ともあり大学全体でも公務員試験対策を強化し、各種講座を用意しています。 

 近年の公務員試験では、一部の自治体において専門の学科試験を実施しないなど、面接

やグループディスカッションを重視していく傾向にあることから、各自治体の試験内容を

確認することが、公務員を志望する上で重要になっています。 

 キャリア支援センターでは公務員を目指している学生への面接指導を中心に支援を行っ

ています。今後は、特に公務員試験対策に力を入れる政策情報学部の取組みなどによりさ

らに公務員への就職希望者が増加する事が予想されますので、より一層支援に力を入れて

いきます。 

※����年�月 学内にて柏・船橋東警察署による「採用説明会＆相談会」 ※����年�月 キャリア支援センター内にて柏警察署による「相談会」 

     ◆学部別公務員就職者数 



 

１１       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■学校求人件数の推移 

電話で面接の案内などをいただいた際は雑談がてらこの間のインターンはどうでしたか？などと聞かれることもあったので、

電話がかかってきたら感想や感じたことを言えるようにしておいた方がいいと思います。  

 ２０２１年度の学校求人の件数は新型コロナウイルスの影響下でありながらも過去最多

の件数となりました。このデータから企業の採用意欲が依然高いことが伺えます。 

 月別の傾向として求人件数がピークとなる２月、３月の求人数が減少した一方で、２０

２０年１２月や２０２１年中の５～７月、９月～１２月といった例年求人が少ない時期の

求人件数が増加しました。これは採用活動の早期化や、採用が未充足であった企業が秋の

採用活動に力を入れた影響と考えています。また、本学では求人票の受付け及び公開につ

いてＷｅｂサービスを中心に実施しており、インターネット環境があれば大学に届いた求

人を閲覧することが可能です。 

 本学に求人票を送付いただいている企業の業種としては情報通信業、卸売業・小売業、

医療･福祉業の割合が高い状況です。 



 

１２       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■ＣＵＣアライアンス企業との連携 

今思えば、もっと視野を広げて3年生のうちに色々な業界、業種の企業をみておけば良かったなと思います。4年生になって

いざ就職活動をするとなると、ゆっくり検討する時間がないため、早め早めに行動をしておいた方が良いと思います。  

     ◆ＣＵＣアライアンス企業は順調に拡大中 

 千葉商科大学では「企業と大学が連携して、社会に貢献できる人材を送り出す」という

趣旨にご賛同頂き、本学学生の採用や育成に積極的な企業をＣＵＣアライアンス企業とし

ています。 

 ２００８年にＣＵＣアライアンス企業発足記念フォーラムを開催し、ＣＵＣアライアン

ス企業ネットワークが誕生しました。以降、インターンシップや各種キャリアイベントに

ご協力いただくことで、学生の気づきの機会となり、その後の学生生活や就職活動に大き

な効果をもたらしています。  

 設立初年度に約１３０社で開始した企業ネットワークは、２０２２年４月には９０９社

となり、順調にその広がりをみせています。 

 ２０２０年度からＣＵＣアライアンス企業への就職率は低下していますが、引き続きア

ライアンス企業と学生の接点を増やし、企業の魅力を幅広く周知する取り組みを続けてい

きます。 

※ＣＵＣアライアンス企業就職率＝（ＣＵＣアライアンス企業への就職者）�（企業への就職者） 

※各年４月１日時点 



 

１３       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■ＣＵＣアライアンス企業との連携 

自己分析や企業研究にゴールはなく、常に考えていく必要があると思います。どうやったら上手く思いを伝えられるのか考

え、キャリア支援センターを頼ることが大事だと思います。  

 業種比率は卸売業・小売業、情報通信業、製造業で全体の約６０％を占めています。近

年ではＢｔｏＢ企業（企業向け事業が主体の企業）を中心に、製造業、卸売業・小売業で

企業ネットワークの輪を広げています。 

 今後は、事業の市場優位性や経営状態、働きやすさ、ＳＤＧｓへの取組みなどの視点か

ら優良企業を開拓していく予定です。 

 ２０１８年から始めたＣＵＣアライアンス企業で活躍中の本学ＯＢ・ＯＧを表彰する

「ＯＢ・ＯＧ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ」、２０１９年からはＷｅｂサイト「ｍｅ Ｒ Ａ

Ｉ」の運用を開始するなど、新しい取組みを活発に行っています。 

 

●ＣＵＣアライアンスネットワークの取組み事例 

 ・ＣＵＣアライアンス企業フォーラムの開催 

 ・学内合同企業説明会の開催 

 ・インターンシップフェスティバルの開催 

 ・本学ＷＥＢサイトを利用した企業と学生との情報共有 

 ・ＯＢ・ＯＧ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ の開催 

 ・ＷＥＢサイト「ｍｅ Ｒ ＡＩ」を利用した企業と学生のマッチング 

※����年�月�日時点 

     ◆ＣＵＣアライアンス企業業種比率 



 

１４       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■学内就職関連イベントの実施状況 

志望動機はどの企業に当てはまるものを話すのではなく、その企業にしかない魅力を伝えることが大切だと思います。その魅

力と自分がやりたいと思っている事が一致しているかが鍵になると思います。 

     ◆２０２１年度学内合同企業説明会の実施状況 

 例年、広報活動の開始時期(３月)前後に、約３００社の企業を集めて開催する適職発

見セミナーをはじめとして、本学が主催の合同企業説明会を学内で実施しています。合

同企業説明会は、学生と企業とのマッチングの機会を持つためのイベントとなっていま

すが、近年では低学年向けに実施するインターシップやオンラインを利用した企業説明

会が増加するなど、就職活動の早期化が進んでおり、２０１５年以降、参加学生は減少

傾向にあります。２０２１年度は新型コロナウイルスの影響が残る中で、オンラインと

対面を使い分けながらのイベント運営となりました。教室の収容人数制限がある中で、

出来る限り対面でイベントを開催できるよう工夫を重ねています。 

 就職活動が多様化する中で、本学では従来の合同企業説明会に企業側が学生へ声をか

けていくスカウト型の逆オファー制度を２０１７年度から導入、２０１９年度から新た

に「ｍｅ Ｒ ＡＩ」というＷｅｂサービスを立ち上げました。これは、企業と学生双方

がさらにオファー制度を利用しやすくするサービスで、この「ｍｅ Ｒ ＡＩ」を中心

に、今後主流となっていくと思われるリアルでの就職活動とオンラインでの就職活動を

組み合わせた、ハイブリッド型の就職活動への対応をさらに強く推進していきます。 

 逆オファー制度については、企業からは「事前に興味のある学生にアプローチでき

る」、学生からは「オファーをもらえる事でモチベーションが上がる」「志望していな

い業界の企業だったが、オファーがきっかけで話を聞いたら興味が持てた」などの意見

をいただいており、マッチングを高める上で効果的な施策となっています。実際に逆オ

ファー経由で内定に結びついた学生も多くいます。 

 今後は「ｍｅ Ｒ ＡＩ」を始めとしたオンラインツールを効果的に利用しながら、学

生と企業のマッチング強化や学生のスキルアップを図っていきます。 

適職発見セミナー及び学内合同会社説明会実施状況 

※２０２２年２月 「適職発見セミナー」 



 

１５       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■学内就職関連イベントの実施状況 

初めて受けた企業で、面談の時に何も答えることができなかった。でもそれがきっかけで自分を見つめ直すことができ、面接

でもハキハキ喋ることができた。とにかく常に笑顔でいることが大事。最終面接の時にマスク越しでも覚えられていた。 

     ◆２０２１年度３年生向け「就勝！実践講座」の実施状況 

 例年、３年生になるとほとんどの学生が参加する「就勝！実践講座」。この講座では、

就職活動の事前準備が計画的に進められるように、各時期に実施しておくべき準備につい

て数回に分けて解説しています。なるべく多くの学生が参加できるように、どの回も複数

日実施しています。 

 講座の内容は、普段多くの学生と接しているキャリア支援センターの職員と大手ナビサ

イトが協力して作成しています。学生の就職活動に対する疑問や不安の解消、モチベー

ションの維持・向上を重視しており、動画を使用した解説やゲストスピーカーとして内定

者や企業の方を招くなどの工夫をしています。もちろん、最新の就職活動に関する情報も

発信しています。各回の具体的な内容は、上の表をご覧ください。 

 ２０２１年度は、新型コロナウイルスの影響が残る中での実施となり、春以外はオンラ

インでの開催となりました。３年生への就活イベントは特に学生の就活モチベーションに

影響すると考えていますので、今後も感染対策を徹底した上で学生が良い就活のスタート

を切れるよう、モチベーションの向上を目的に支援していきます。 

※����年度は参加者数のカウントができる実施形態が�回のみだったため、参加人数が少なくなっています。 

就勝！実践講座参加学生推移 



 

１６       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■インターンシップについての取組み 

就職活動は自分のペースでやるべきだと思います。焦っても内定が貰えるわけではないので3年の夏ぐらいから自分が大学で

やってきたことや強みを考えることが内定を貰える近道だと思います。  

    ◆２０２１年度インターンシップの参加率はコロナの影響により大幅減 

 また、大学と企業・自治体などが協定を結び実施するオープンインターンシップについ

ては、主に市役所などの公務・官公庁と銀行などの金融機関で実施しており、例年４０名

ほどの学生が参加しています。２０２０年度から、各インターンシップが新型コロナウイ

ルスの影響で中止となったことから、実施規模が大きく減少しましたが、商大生が参加し

やすいインターンシップの枠となりますので、今後も各自治体、企業と協力してオープン

インターンシップの取組みを広げていく予定です。 

 近年の就職活動では、インターンシップに参加することは、当たり前になってきまし

た。インターンシップとは、各企業が学生向けに就業体験や会社見学・セミナーなどを実

施するイベントです。対象学年も就職活動本番を控えた３年生だけではなく、低学年から

参加できるものも多く実施されています。今後もますます実施企業が増えることが予想さ

れます。 

 インターンシップに参加する目的は、就業体験を通じて、自分はどのような仕事に就き

たいのか、働く上で大切にしたい企業選びの軸や基準を見つけてもらうことであると考え

ます。新型コロウイルスの影響で大規模な説明会の開催が困難となったことから、イン

ターンシップに参加した学生に選考を案内する企業が見受けられますので、よりインター

ンシップの重要性が増しています。 

 ２０２１年度に卒業した学生のうち、約５２．３％の学生がインターンシップに参加し

ました。インターンシップの重要性が増していく中で、３年生はもちろん、今後は１、２

年生についてもインターンシップに参加しやすい環境を用意していきます。 



 

１７       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■インターンシップについての取組み 

説明会にしても面接後にしても、とにかくその時感じたことや分かったことをすぐにメモしておくことが重要であると思いま

す。リアルな感覚を残しておくことで、しっかり反省等ができるのでおすすめです。  

    ◆２０２１年度インターンシップ関連イベントの実施状況 

  ◆インターンシップ関連イベントの実施 

 本学では、学生がインターシップに参加するための支援として、インターンシップ実

施企業による合同企業説明会(インターンシップフェスティバル)や選考のあるインター

シップに参加するためのＥＳ対策講座、夏休み講座など、様々なイベントを企画してい

ます。 

 インターンシップフェスティバルは春と秋に年２回開催しており、２０２１年度の春

は新型コロナウイルスの影響を残しながらも対面でのイベント開催を実現し、延べ１１

４７名の学生が参加する大きなイベントとなりました。企業学生双方のインターンシッ

プに対する熱意が上がってきていることもあり、非常に充実した内容となっています。

今後は低学年への支援を通じて１、２年生の参加を増やしていきたいと考えています。 

※２０２１年５月 「インターンシップフェスティバル」 



 

１８       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■就活相談の実施状況 

インターシップ、会社説明会に行った数や内定をもらった数にこだわらず自分が働くイメージややりたいことを見つけること

が大事です。何をやっていいかわからない時は、キャリア支援センターを使うことをオススメします。  

 キャリア支援センターでは５名のキャリアアドバイザーが常駐し、一日約５０枠（１

枠：３０分）の相談枠を設けて学生の相談に応じています。 

 ２０２１年度は対面、電話、オンラインで相談を実施し、どのような状況でも学生が相

談しやすい体制を整えました。その成果もあり利用学生数は延べ人数、実人数ともに近年

で最多の数字となりました。 

 例年、２月～６月は相談数が多く、相談の予約が取り難い状況が続いています。２０２

１年度はキャリアアドバイザーが１日６名となる曜日を設けるなど、学生の相談機会を増

やしています。 

 就活相談の卒業生利用率は５７．７％と新型コロナウイルスの影響もあり、大きく低下

しました。一方で相談回数及び卒業生一人当たりの平均利用回数が増加していることから

より学生に寄り添った支援ができたと考えています。 

 新型コロナウイルスの影響が残る中でも企業の採用意欲は高い状態が続いており、早期

に内定を取得する学生も増加しています。しかし就職活動が長期化する学生も一定数いま

すので、それぞれの学生の個性に合わせたサポートを行っています。 

 キャリアアドバイザーはキャリア支援センター内での就活相談の他に、学内就活イベン

トやゼミへの出張相談など様々な形で活動していますが、就活相談利用率向上のため今後

も様々な形で学生と接点を持てるよう活動を続けていきます。 

就活相談利用学生数 

卒業生における就活相談利用率推移 



 

１９       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■就活相談の実施状況 

嘘を言わない。自分が思っている事、やりたいことなどを取り繕わない。もし、取り繕って内定をもらえても入社後に大きな

ギャップを感じてしまうと思う。自分らしく頑張ることが1番。  

 就活相談では就職活動の進め方から自己分析の方法、求人紹介、採用試験対策、模擬面

接、内定後のフォローなどあらゆる内容の相談を受付けています。例年エントリーシー

ト・履歴書対策についての相談が多い傾向にありますが、２０２１年度は面接・ＷＥＢ面

接についての相談が増加し、僅差で最も多い相談内容となりました。それ以外の近年の相

談傾向としては、内定取得後の相談、求人紹介、インターンシップの相談の増加が特徴的

です。 

 また、本学のキャリア支援センターは卒業後も在学中と変わらず利用することが出来ま

す。卒業生の就活相談は、継続中の就職活動だけにとどまらず、入社後や転職に関する相

談も受付けています。 

 今後は学生と企業のマッチング精度を高めるため、より求人紹介に力を入れて支援を行

うほか、オンライン環境、ツールを活用することで今まで以上に学生に利用しやすい環境

を整えていきます。 

就活相談 相談内容（全学年） 



 

２０       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■新型コロナウイルス影響下の内定者の就職活動状況 

就職活動中には人は見た目が第一印象だと思っていたので見た目を気にしていました。また、オンラインの面接が多かったた

め対策のために友人とZoomで何度か模擬面接をしたことが、役立ったように思います。  

◆ハイブリッド就活が日常的なものに 

キャリア支援センターが独自に調査した、２０２１年度コロナ禍における企業採用活動状況調査（５、７、１

０、２月の４回実施）によると、約５０～６０％の企業が会社説明会のほぼ全てをオンライン実施、約２０％の企

業が最終面接をオンライン実施となりました。 

面接などの選考における企業がチェックするポイントについては、対面と同様であるという考え方の回答の企業

も一定数あり、オンラインの就職（採用）活動を特別視するのではなく、形式の選択肢がひろがり、「ハイブリッ

ド就職（採用）活動」が定着していると捉えることができます。 

また、同調査によると、２０２０年夏のインターンシップは前年（２０１９年）と同規模実施は約１０％にとど

まり、約１５％の企業が実施をとりやめることとなりました。一方で、２０２１年のインターンシップは同規模以

上の実施となった企業が約８０％と、コロナ禍でも平時の活動状況に戻りつつあります。 

２０２１年度卒業生（２２卒）の就職活動においては、３年次（２０２０年）はコロナ禍による活動制限の影響

を受けたものの、４年次（２０２１年）では対面・オンラインと形式の選択肢が増えたことにより、対面のみの時

より活動の範囲を広げられた面があります。形式が多様化したことで幅広く就活をすすめることができる一方で、

複数内定がある場合の進路先決定における相談が上位４位の内２つランクインしました。（下記１．参照） 

１．内定者の就活相談 

１位 内定報告 

進路先決定にあたっての本人の軸の確認、今後の学生生活の過ごし方について。 

２位 内定を持った状態での就活の進め方 

内定先企業への相談・連絡で注意すべき事や、内定承諾期間の交渉の必要有無確認。いつまで活動を続けるのか、企業とトラブ

ルにならないような対応の進め方について。 

３位 どの企業に就職すべきか（複数内定からの決断について） 

内定の状況、迷っている原因、内定企業の仕事内容や条件確認。本人の就活の軸と合っているのか、最終的な決断は本人がすべ

きことを伝えながら、辞退する場合の企業対応の仕方についても説明。 

４位 複数内定の辞退方法 

内定承諾企業の決断のプロセス確認。辞退方法、辞退のマナーや対応。 

２．オンライン就活で必要なもの 

オンライン就活で学生が準備必須なツールとしては、Ｗｅｂカメ

ラ、マイク付きイヤホン、ＬＥＤライトなどがあげられますが、静穏な

環境や背景にも注意をする必要があります。企業の採用担当者がＷｅｂ

面接でチェックする項目でも、約２０％の企業が背景や雑音への対策を

あげています。（２０２１年度コロナ禍における企業採用活動状況調査

による） 

自宅での環境整備が難しい学生や、講義の合間の就活にも対応でき

るよう、キャリア支援センターでは２０２１年４月より、Ｗｅｂ面接用

個室の貸し出しをしています。 

※ブース名称は、学生公募により決定しました。 

Web面接用個室

オープンPC、Webカメラ、スピーカーマイク、ライト

利用可能枠
①9︓30〜12︓00 ／ ②12︓30〜17︓00
※キャリア支援センター開室日のみ、予約制

設備内容

利用の流れ
①利⽤したい日の前日までにCUC PORTALから予約
就職＞就活相談予約＞Web面接用個室

②当日、面接時間の30分前までにキャリア支援セン
ター窓口へ来課

就職活動におけるオンライン選考（Web説明会、
Web面接等）限定
※面接練習、就活以外の⽤途不可

利用用途



 

２１       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■キャリア支援センターイベントポスター集 

 就職活動とその準備をサポートするために、学生の状況や就職・採用活動状況などを

踏まえたイベントを年間５０件ほど企画・開催しています。それらの告知方法の一つと

して、工夫を凝らしたポスター作りに拘っています。全学年対象のイベントでは特に

「視覚に訴えるインパクト」を重視し、３年生対象のイベントでは参加の必要性を伝え

る「具体的なイベント内容」、４年生の対象のイベントではスケジュール管理しやすい

よう「一目でわかる日程」を重視して作成しています。 

面接では自分がどんな人間であるかを、具体的なエピソードと絡めて話すことが求められます。アルバイト一つとっても自分

自分の行動の意味を考えながら動いていたことがとても役に立ちました。  



 

２２       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■２０２１年度就活スケジュールと本学の就職支援 

面接時には熱意を大切に自分らしさを出してください。面接官とのコミュニケーションも忘れずに。インターンシップなどで

のできごとを面接時に伝えられると印象に残りやすいように感じました。 

※「一般的な動き」の企業の部分については就職・採用選考活動に関する申合せにもとづいた企業の動きとなります。
　　外資系及びベンチャー企業、一部マスコミ等については異なるスケジュールとなります。

2021年度（2021年４月～2022年３月）　キャリア支援センター就職支援スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

全学年
共通

月

１年生

2年生

３年生

4年生

企業

学生

企業

学生

一般的な
動き
23卒

(3年生)

一般的な
動き
22卒

(4年生)

（3月）広報活動

（説明会）開始
採用、選考活動（筆記試験、面接）開始

サマーインターンシップ開催

インターン

シップ

ナビサイト登録
インターン

シップ

OB・OGデポ

インターンシッ

プフェスティバ

ル

就活相談

留学生対象

就活ガイダンス

＆求人紹介会

留学生対象

合同企業説明会

就活スタート

ダッシュ講座

PartⅡ

就勝！実践講座

①

インターンシップ選考対策「ES編」～

me R AI入力会～

トリプル学内合同企業説明会

ゼミ訪問

ゼミ訪問

インターンシッ

プ＆業界研究講

座

内々定

夏の内定獲得ゼ

ミ

経理職限定

学内合同企業説

明会

学内合同企業説

明会

学内合同企業説

明会
就活ガイダンス

me R AIオ

ファー企画

障がい等のある学

生のためのキャリ

アガイダンス

グループ相談会

キャリア支援センターツアー

me R AIオ

ファー企画



 

２３       

先輩からのワンポイントアドバイス（就職活動報告書より抜粋） 

   ■２０２１年度就活スケジュールと本学の就職支援 

興味がある会社が見当たらないという方は、「どんな人と一緒に働きたいか」を軸にして就活を進めていくとよいかもしれま

せん！例えば、上下関係がはっきりしておらず、後輩の意見も積極的に取り入れてくれる会社、など！  

３月１０月

2021年度（2021年４月～2022年３月）　キャリア支援センター就職支援スケジュール

１１月 １２月 １月 ２月

採用、選考活動（筆記試験、面接）開始

内定式

ウインターインターンシップ開催

インターン

シップ

プレエントリー、

説明会への参加

インターン

シップ

インターンシッ

プフェスティバ

ル

就活相談

22卒向け求人マッチングイベント

適職発見セミナー

ゼミ訪問

ゼミ訪問

選考対策会

学内企業説明会＆選考会

これから始める

方向け就活講座

就勝！実践講座

～決起会～

UIターン就職ガ

イダンス・相談

卒業生対象支援

サービス登録会

OB・OGデポ

秋学期 就勝！

実践講座

外国人留学生向

け就活ガイダン

ス

2年生対象就活講

座

外国人留学生限

定就活相談会

CUCアライアンス

企業フォーラム

就活生のための

リラクセーショ

ンワークショッ

就勝！実践講座

スタートダッ

シュ編

証明写真撮影会 なんでも質問会

学内企業説明会

＆選考会

履歴書＆エント

リーシートを書

こう会

me R AIオファー

企画

履歴書を書こう

会




