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「あかつき ーＤＡＷＮ－」の由来

就職活動は、人生のもっとも大きな成長機会の一つで
す。企業にとっては、顕在化した優秀層の学生を選抜
する採用活動よりも、若者を分け隔てなく育てる採用
活動が求められています。これは、日本の国力低下を
防ぎ、優秀な人材を輩出するために不可欠なことです。

職サークルを、世の中を暖かく、明るく照らす、太陽
のような存在にしたい。「若者を育てる」ということ
を広く世の中に発信し、インパクトを強めていきたい。

そこで、会報の命名にあたり、ともに夜明けを意味す
る「あかつき（暁）」と「ＤＡＷＮ（ドーン）」を選
びました。

まさにこれから、太陽として空に昇らんとする姿勢と、
「ドーン」と世の中に大きな影響を与えていきたいと
いう思いが込められています。
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志ある社会人が集まり、

まずは採用活動を通じて若者を育てる取り組みを行う

職サークルは
すべての社会人が当たり前のように若者たちを見守り 育てていく世の中を

目指しています

会報の発行にあたって

職サークルとは？

先日（10月22日）の日経産業新聞に掲載されていた「博士が語る実践の経営」
というコラムを興味深く読みました。執筆者は藤田東久夫さん。バーコードプ
リンターの製造で知られる株式会社サトー（東証一部上場）の社長、会長を歴
任し、現在は同社の取締役経営顧問を務めている方なのですが、年齢はまだ59
歳と比較的お若い方です。『採用は玉石混交で』というタイトルのコラムだっ
たのですが、そこに書かれていた内容を抜粋します。

「採用担当者は、懸命に応募者の中から優秀な人材を確保しようとする。それ
が採用担当者の性癖らしい」「そこでわが社では『ダメな社員を採れ』と促す。
今は駄目でも将来有能者に変身することを期待してのことだ」「少数の採用担
当者が振り分けた優劣にはもともと普遍性などない。誰が会社を救う逸材に変
身するか分からない」「面接でまともに答えられない学生は役員面接まで進ま
せ、リクルートスーツを着てこない人、遊んでばかりいた人、体育しかＡがな
い人など、明らかに異質な人を採用の目安に決めておくとよい」

いかがでしょうか。私は、職サークルを推進する者として、これはとても示唆
に富んだ内容だと、思わず膝をポンと叩いてしまいました。私はよく「育てた
いと思える奴を採る」が、企業にとっての採用基準であるべきだという話をし
ているのですが、こんな話も、職サークルのなかで活発に議論していきたいも
のですね。

このたび会報の第一号を皆様にお届けすることになりました。ぜひ最後まで目
を通していただけき、次回、参画企業の皆様が顔を合わせた時の共通の話題に
していただければ幸いです。また職サークルのことを御存じない方にも、この
活動会報を通して、活動内容と我々の思いを感じ取っていただければ幸いです。

職サークルの活動と思いを、一人でも多くの方へ。

株式会社パフ
代表取締役社長

釘崎 清秀

各取り組みの詳細は次頁以降でご紹介しております

育てる採用活動
職サークルの広報

自ら育つ
環境の提供

たとえば
○働くことを考えるセミナー実施
○内々定者に承諾を迫らない。自
分で決めるまで就職活動を認める



去る2010年10月15日（金）就職活動をしている学生
を対象にした就職媒体「職学校Web」をグランドオー
プン致しました。この「職学校Web」は、大手就職媒体
とは違ったコンセプトを持って運営しております。

はたらく”をもっと身近に。

企業にエントリーできない就職サイト
「職学校Web」がオープンしました。

「職学校Web」の特徴とは――

主要コンテンツ概要

学生が、設定されたテーマに沿って
日々の就職活動の気付き記録し、
自己成長に繋げるオリジナル日記。

職サークルpresents各種イベント
の申込ページです。利害関係のな
い場で社会人と語る場を提供。

学生の質問に、参画企業の採用担当
やパフスタッフが回答する、双方向
の人気掲示板。

就職相談室 私の就活記録 イベント申し込みページ

職学校Web



職サークル推進会議とは？

これまでの会議内容

【顔合わせ会 2010年8月5日（木）18時00分～19時30分】
第1回職サークル推進会議（8月19日）の開催を前に、参画企業様の顔
合わせ会を開催致しました。パフのミーティングルームにお集まりいただ
いたのは11社14名の皆さま。そこへパフ社員も参加して、「参画企業様
の人となりを知る」を目的に熱気溢れる初会合となりました。

職サークルが目指す世の中を作り出すため、共に考える「活動推進」の場
基本的に推進会議は月に１度開催

【知る・学ぶ】各社の取り組み・ノウハウを共有
【高める】採用において大切にすることや取組むべきことの議論
【決める】参画企業共通ルール、全体方針の決定

【第一回 2010年8月19日（木）18時00分～20時00分】
8月19日に第1回職サークル推進会議を開催致しました。当日お集
まりいただいたのは14社17名の皆さま。パフ社員も全員参加し、今
後の動きについての議論を交わしました。当日の目的は2つ。１つ
は『職サークル企画の正しい理解』、そしてもう１つは「職サークル
でもっとこんなことがしたい」という活動内容のアイディア出しです。
活発な意見交換を通じて、職サークル実現に向けて動き出した回
となりました。

【第二回 2010年9月17日（金）18時00分～20時00分】
9月17日に第2回職サークル推進会議を開催致しました。
当日お集まりいただいたのは16社22名の皆さま。初参加
の企業7社様を迎え、今年の職サークルの取り組みのポイ
ントとなる「No Working No Life Week」の具体的なアイディ
アを多くの方々と共有する時間となりました。

職サークル推進会議



No Working No Life Week Project

No Working No Life ? 仕事のない人生なんて！

学生が社会へ旅立つために、気付きや学びを得られる
ような採用活動を行っていきたい。

業種も規模も異なる多数の職サークル参画企業が、
「若者の成長機会の創出」をテーマに、イベントの開催や
ブログのコラム掲載など、様々な取り組みを
“一斉に行う ”１週間。

2010.12.19
“成長”を実感する1日間

実際に『No Working No Life Week』の取り組みに参加した学生が主役となり、経験したことを発表。
「就職活動を通しての成長や気付きの発表・共有」をする場、「活動報告イベント」を開催！

就職活動の渦中にいる学生たちの生の声、リアルタイムな成長の記録を体感していただきます。

各社の活動 例）

期間中に学生から寄せられた質問を
5日間ひたすら回答し続けるブログ。
仕事のリアルを伝えます。

Web大質問会
【Blog／ブログ】

５

車座の討論会
【Conversation／座談会】

社会を知る。世の中を知る。語り合い
たいキミに。採用担当者・就職活動
生が車座になって語る熱い討論会。

倉庫見学会
【Visit／はたらく現場見学】

世の中のモノの動きがわかる！物流業
界理解グループワーク＆倉庫見学会

異業種合同勉強会
【Lecture／講義】

元気な大人たちと『働くこと・働き方』
について考えよう！【異業種コラボ】
～リアルで楽しい勉強会～

日替わりイベント
【Other style／日替わり】

「自分妄想プログラム」「企業の価値
観を知るワーク」など毎日社員が日替
わりでワークや講義、座談会を実施

今後の活動予定



【株式会社アクシオ】福原 眞一
①表向きは「採用担当者の勉強のため」ということになっております。②企業側の採用担当者同士で意見交
換・経験交流できる貴重な場を楽しみにしております。それから、できれば学生の生の声を聞きたいと思って
います。③自然体で。正直に、誠実に、しっかり選び、そして去るものは追わない。④世渡り下手。

【アイア株式会社】小林 真理子
①新しい事・おもしろい事に挑戦できそう、異業界の方々との接点によって刺激を受けることができそうだと
感じたから。自社の活動だけだと限界がある。また、このような場があると改めて自社・自分の立ち位置が分
かる。②学生と企業（弊社）がフラットな立場で、意見・情報交換ができるよう活動できれば良いと思う。本
音が聞けないまま、活動を進めていくことはお互い不安なこと。オープンに就活・採活を行っていければ良い
と思う。③会社や仕事のことをきちんと理解してもらいながら、学生に選考に進んでもらうというのが基本。
接点を大切にします。会社説明会ではトップが参加しますし、また選考途中の学生全員にOBOG訪問を実施して
います。④好奇心旺盛！フットワークが軽い！でも真面目で真っ直ぐ。

【株式会社アサックス】矢野 広記
①表面的な情報に振り回され、肝心なことを見失っている学生が本当に多い。これは社会の責任でもある。リ
アルなコミュニケーションを通じて、学生自身が自分の軸を養う機会を提供したいと考えているため。②学生
からはもちろんのこと、他企業の採用担当者の方々とのコミュニケーションを通じ、
常に刺激を受けていたい。③正直たれ！！（お互いに）④寂しがりやの孤独好き。今はゴルフにはまってます。

【エスビー食品株式会社】竹田 陽子
①時には周囲に流されたり、漠然と時間が過ぎてしまうこともある就職活動。ただ「動く」のではなく「何の
ために動く」かを考える学生の皆さんを応援できるのがこの職サークルなのではないかと思い参画致しました。
②社会人の中に「完璧」な人はそういないはず。私もまだまだ未熟者です。仕事を通じ、職サークルを通じ、
私たち社会人もひと回り大きく成長できるような経験をして、またそんな時間を共有できればと思います。③
学生の皆さんとエスビー食品が互いに理解を深めていけるような、双方向のコミュニケーションを意識した就
職活動をしていきたいと思っています。④男前（豆腐のようですが（笑）、主人によくそう言われます）

【株式会社エスプール総合研究所】坪内 弘毅
①とにかく理念が素晴らしい！強いメッセージを社会、学生に届けている。パフの理念と企業の姿勢に惚れて、
入会を決めました。②効果的なプログラムを”どんどん”を生み出して、”ガンガン”実行していくことを期待し
ております。入会企業が増えていくことは、大きなムーブメントを生み出していくことに繋がるでしょう！③
人と組織へ「変革の勇気と喜び」を与えることができる人材。意欲とスタンスを重視しています。要は、根っ
こから人が好きで、チャレンジを楽しめる人材。④ハードワーキング大好き人間！

職サークル参画企業の顔ぶれ紹介（50音順・敬称略）

【株式会社エフエスユニマネジメント】嶽 憲司
①当社は5年前に、全国60以上の事業所での個別採用であったものを
本社機能強化のために継続的な新卒採用に踏み切りました。学生の皆
さんの考え方や姿勢は、だんだん理解できるようになりましたが、採
用する側としての考え方や対応を確固たるものとするために今年度も
職サークルに参加させていただきました。②採用担当部門として、今
後の採用に関する中長期計画と弊社の採用ポリシーを構築するために
も他社の考え方とすり合わせ出来ればと考えます。③弊社は、年功序
列や学歴などに捕らわれずに新しい力の抜擢を推進しています。ただ、
そのことで対排的な競争原理が働かないようなフォローや気配りが出
来る環境を整備しています。④几帳面。ただ、気性は荒く、大阪弁で
怒鳴る毎日。

※【社名】各企業代表者氏名 ①職サークルに参画する理由②職サークルに期待すること③当社が採用活動を行う
上で大事にしていること④私を一言で表すとこんな人間です



【株式会社サーバーワークス】西川 悠希
①現在の採用のあり方は、あくまで企業主体。学生がもっと仕事に期待し、夢を持って活動ができ、結果、活
き活き働く若手社会人を増やしたいと考えたからです。②学生の意見をふんだんに取り入れた、新しい就職活
動(採用活動)のスタイルを構築すること。③学生と真摯に向き合うこと。等身大の学生をみたいからこそ、こ
ちらも等身大の自社を開示し見てもらい、誠心誠意、学生に対応することを大切にしています。④"鈴木：セ
ブン-イレブン。西川：大阪のおばちゃん(予備軍)

【キングラン株式会社】西山 孝司
①大手ナビでは実現しづらい、学生との距離感が近いこと。こちら
の要望に柔軟に対応してくれること。一番の理由は、学生の就職活
動を本気で支援をしたいというパフさんの思いは、尊重すべきもの
だと思うので。②リクナビの「７つの約束」。読んで納得、これま
でのR社を振り返ると「？」 学生視点の就職支援の本家本元とし
て、職サークル推進会議でR社には真似の出来ない実績を残しま
しょう！！③「社会人はしんどいことも多いけど、楽しいこともそ
れ以上に多いんだよ。」ということを伝えるようにしています。④
Going My Wayで人生楽しむアウトドア派Player

【株式会社ＣＳＫ】鈴木 潤
①多くの学生は、就職活動を通じて大きく成長します。それは大人たちの目にさらされ、評価されようと背伸
びし、何度も挫折をするからです。そんな学生の成長を少しでも後押ししたいと思い、参画しました。②社会
へ出ることに疑問を感じつつも、覚悟を持った学生と会えるのを楽しみにしています。職サークルを通じて学
生と疑問や覚悟をぶつけ合える関係になることを期待しています。③両面訴求の徹底。企業の強みと弱み、長
所と短所、楽しいことと苦しいこと。会社に勤め、仕事をする上で感じる様々な良いことと大変なことをバラ
ンスよく学生に伝えることを重視しています。④声が大きい

【株式会社システムイオ（MITホールディングス）】梅原 梨恵
①就職活動は多くのことを学べるとても貴重な時期だと思います。就活を通して学生に大きな成長をしてもら
いたい、そのために当社も何かお手伝いをしたい、でも一社だと限りがあるので、職サークルに参加していま
す。②学生との出会いや、他の企業様との情報交換の場になることを期待しています。③若手社員との座談会
や面接時間を長めにとり、お互いのミスマッチを防ぐようにしています。また、内定承諾の〆切は本人に決め
てもらい、当社でいいのかじっくり考えてもらっています。④子煩悩なお母さんです。

【株式会社ジョイパック】伴 紗織
①弊社社長の想い『若者が夢を持ち、イキイキと働き、笑顔の溢れる日本にしたい！』この想いは、職サーク
ルを通して学生を応援することで叶えられると思っています。茨城県にもこんなアツイ会社があります！！②
『若者が夢を持ち、イキイキと働き、笑顔の溢れる日本にしたい！』同じ想いを持った企業の方と力を合わせ、
茨城県のみならず日本全国の学生を応援できるチャンスが今だと考えています！③“学生一人ひとりと向き合
うこと”です。入社するまでに会社の良い部分・悪い部分も含めてたくさん話します。会社をよく理解しても
らった上で、ジョイパックに入社してきてほしいと考えているからです。④『人が好き』。社内以外の方と出
会える人事の仕事が大好きです！

【株式会社叙々苑】内山 健太
①職サークルは、「働くとは」「社会人とは」という視点から学生側、企業側の考え方や思いを話し合える場
所だと思います。参画理由は、職サークルを通して企業のホンネと学生のホンネを語り合いたいと考えたから
です。②初めての試みですが、採用活動において、職サークルの参画がどのような効果を生み、充実度がどの
程度向上できるのか。協賛している多くの企業とも情報を共有していきたい。③学生一人ひとりに対してきち
んと向き合うこと。自社のリアルをきちんと伝え、理解してもらうと同時に学生の方と実際に会い、書類や表
面だけはわからない部分を知る姿勢がとても大切。④ＡＫＤ２９です。

※【社名】各企業代表者氏名 ①職サークルに参画する理由②職サークルに期待すること③当社が採用活動を行う
上で大事にしていること④私を一言で表すとこんな人間です



【住友スリーエム株式会社】山中 さくら
①イキイキと働くには、就職時にギャップがあってはいけないので、企業も誠実に学生と向き合う事を促進し
ている職サークルに参画しています。②同じ考えに同調する他企業との情報交換③誠実さ。④素直。

【ダイニチ工業株式会社】阿部 さゆり
①ダイニチ工業では就職活動・採用活動は「お互いが信頼できる仲間探し」だと考えています。そこで、職
サークルの「顔の見える就職と採用」という正直な姿勢に共感しました。②学生が就職先をイメージやランキ
ングだけで選ばないような就職活動ができるようになる世の中になればいいと思いますし、必ず実現できると
思います。③繰り返しになりますが、私たちの就職活動・採用活動は「お互いが信頼できる仲間探し」です。
学生と正直に誠実に向かい合うことです。④日めくりカレンダーです。忘れっぽくて、飽きっぽいので。

【株式会社ダイワコーポレーション】先崎 良三
①１．「長い間お世話になっているパフの企画なので間違いはないだろう」と判断した。２．学生と自分の子
どもの年令が近く、もっとしっかりしてもらいたいと思っている。また、親としての責任を感じている。
②学生のみならず、年の違いを超えて若者と真剣な話、真剣でない話、いろんな話を本音で出来るようになる
といい。そんな中で、若い人が自分の力で歩き始める（自ら考え、自ら行動する）ことが出来てくるとなおい
い。③嘘をつかない、つかせない。本音の話しを導き出す。と、思いつつ昨年まで採用してきたが、今年の新
人に誤解（勘違い）があった。今年からは、誤解や勘違いを起こさせないよう採用活動に工夫をする。④「明
るい未来」先崎良三、読み方を変えてサキザキヨイゾウ"

【株式会社信興テクノミスト】窪木 明子
①一言で言えば、学生さんに対してのパフさんの熱い想いに共感した、というところ。皆さん大学のサークル
のように熱く語り合える人が多く、そんなパフさんを軸に集まった人事の皆さんと交流をしたかったからです。
②ライバルではなく同志のような交流ができること。時には悩みも打ち明けつつ、でも「頑張っていこう
ぜっ！」とお互い肩を叩き合えるような人の集まったサークル。③学生さんといつも対等の立場でいること。
迎合するということではなく、どんな時も本音で話をすることを大切にしています。④ONとOFFのギャップが
激しい人間です。

【株式会社テプコシステムズ】玉田 優子
①「若者を社会共通の財産ととらえ、みんなで育てていこう！」というメッセージに共感し、自社の採用活動
に少しでもその要素を取り入れることができたら素晴らしいと考え参加しました。②採用活動の中でありそう
でなかなかないのが、学生の率直な声を聞く機会です。学生と直接対話できること、また業種・業界を問わず
さまざまな企業のみなさまと意見交換できることを期待しています。③一人ひとりをよく知ることです。面接
はすべて個人面接で、学生とのコミュニケーションの場と捉えています。逆に、学生から当社をきちんと理解
してもらうことも大切ですので、仕事の厳しさなども正直にお伝えします。④「喜楽」。喜怒哀楽の中で喜
（笑うこと）と楽が一番多いです。

【株式会社ＴＫＣ】神戸 政人
①ウソをつかず、誠実な姿勢でいること。働く上で最も重要な事
です。学生にとって大切な就職活動の場でこそ、企業はこうした
姿勢をとる必要があると思います。私たちが職サークルの理念に
賛同する理由です。②協賛企業が使命感を共有し、より良い採用
を本気で探求する。その結果、協賛企業の採用活動がより良いも
のになる。その活動が広がり、人事担当者がよりよい採用活動を
探求する事が当然になる。この流れを作りたい。③学生と長く付
合う事です。私たちは、必要内定者を早く確保し、採用活動を終
えたい。でもそれは「会社の都合」です。学生の悩む時間を大切
にし、長い時間付き合い、納得して入社してもらえる様に心がけ
ています。④サポーター。頑張った人が活躍する世の中にしたい。

※【社名】各企業代表者氏名 ①職サークルに参画する理由②職サークルに期待すること③当社が採用活動を行う
上で大事にしていること④私を一言で表すとこんな人間です



【株式会社徳力本店】石和田 義孝
①営業担当の勧めで参画したのが第一の理由です。②
当社のことを、サークル会員の方にも学生にも正しく
知ってもらえる場にできたら良いと思います。③当社
のことを良く知ってもらえるように活動することです。
④ちょっと優柔不断なＡ型人間。

【東洋鋼鈑株式会社】兼重 伸一
①双方向な関係を目指す限り、学生のことを考える場
所も必要と考えているからです。②全体での活動を第
一優先するのでは無く、未来を担う学生たちに対する
想いを企業間に醸成する場所であってほしいと考えて
います。③公平、自由④何事も冷静に。

【内外日東株式会社】土田 博幸
①学生と向き合っていくヒントが【職サークル】にあると感じた。また、共通の想いを持った企業の方々と一
緒に切磋琢磨することで、『小さなざわめき』を起こしたいから。②・参画企業間での情報共有（採用・育成
に関する情報）・自分自身の視野を拡げる（採用担当者同士の交流により）・学生との交流拡大、関係強化・
職サークルを介して交流を持った学生の成長を感じたい。③・本当に必要としている人に、出来うる限りの情
報や機会を提供する・選考希望の学生は、基本的に全員と面接をする・社内見学などで、働くことのリアルな
部分を垣間見せたい④小心者だけど、楽しいことが大好きなイタズラ坊主

【日本メックス株式会社】松村 聡
①採用活動の一環として、学生と接する機会を増やしたい、また、就職活動に限らず、社会人として学生さん
の日常考える様々な悩みにも柔軟に対応できる開かれた会社でありたいと思っているためです。②・学生への
認知度アップ。・学生が職サークルをどのように活用しているのかの実態調査。③学生さんをいかに緊張させ
ず、ありのままの状態で接することができるかというスタンスです。③採用担当者にとって、会社説明会や面
接前のフリートークで場の空気を和らげることも重要な場と位置づけています。④昭和の人間

【株式会社ハイマックス】佐々木 三紗
①就職活動は、社会人生活の礎を築く、良い機会であると考えています。ただ、考える・行動する方法を知ら
ない学生が、増えている気がします。職サークルは、企業の垣根を越え、学生を育てる場所であると考えてい
ます。②学生が自ら行動するキッカケ、広い視野を持てるようになるキッカケ、社会に出ることが楽しみにな
り、準備をしたくなるようなキッカケを、彼らの立場が一番よくわかる先輩たちとして作っていけたらと考え
ています。③採用キャッチフレーズの「REASONS」。物事にはそうなる根拠や理由がある。過去のREASONSを考
え、未来のREASONSへと繋げていくのが就職活動であり、企業活動である、ということを表しています。④理
屈っぽい。(会社の仕事がら、後天性であると付け加えます。)

【株式会社ぱど】日野 大輔
①「学生を採用する際には、熱き思いで、企業の使
命や理念、将来への展望を語り続けましょう。」こ
の考えに深く共感しているからです。②弊社の選考
に参加している学生とだけ接していては、学生を見
る目に偏りが出てくると思っています。職サーク
ル」を通して、ぜひ当社を選考先に選ばない学生と
の接点を増やしたいと思っています。③一人一人に
全力で、こちらから心を開くことを心がけています。
④「目間」。かなり目が離れています。視野が広
いってことで。

※【社名】各企業代表者氏名 ①職サークルに参画する理由②職サークルに期待すること③当社が採用活動を行う
上で大事にしていること④私を一言で表すとこんな人間です



【株式会社富士通ビー・エス・シー】渡邉 康晴
①「正直で誠実な採用活動」をモットーに採用活動をしようと社内で
決まり、職サークルのビジョンがその考えにマッチしていたからです。
②職サークルのビジョンを世の中に浸透させる第一歩にしてほしいで
す。そのために、学生の職サークルの知名度をもっともっと高くして
いただきたいです。③3点あります。・悪い情報も含めて、情報を発信
する機会をたくさん作る。・当社以外の進路選択を尊重する。・不当
に内定承諾を迫らない。以上です。④いい加減。でも、良い加減。

【パルシステム生活協同組合連合会】 芳村 努
①職サークルの「実社会を体験し、自ら働くことについて考える機会
を若者たちに提供する」という取り組みが、若者にとっても、また企
業にとっても有意義なとこだと感じたから。②自分の採用スタイル(理
念)を構築するためのヒントみたいなものを、この職サークルを通じて
得られたらよいと思う。③学生からの質問には、納得するまで説明す
るよう心がけています。④「適当」血液型はＡ型なのですが、高田純
次ぐらい適当な僕です。

【株式会社マースエンジニアリング】井上 隆志
①学生さんの生の声が聞きたいのと、私の就職してからの体験が少しでも役に立てばと思ったから。後は就職
意識の高い学生を一人でも多く採用できればと思ったから。②採用担当者ではない職サークル出身者も参加/
出席するようなコミュニティに拡大して行って欲しい。③複数の担当者で直接会って話を聞いてから判断する
ようにしています。④「濃いA型」

【三菱電機ビルテクノサービス株式会社】二馬 康昌
①日本を覆っている「幼児化」、これは学生のことではなく、社会人にこそじわじわと浸透しています。社会
人が学生に対して真の大人になって支援して、お互い生き生きとした活力ある日本にしていきたいと思ってい
ます。②学生を大人の視点～「学生本人の今を見つめ、今に合う適切なアドバイスができる」こと～で接する
ことが出来る。こうした包容力のある社会人を増やすこと、そして学生の皆さんを仕事が出来る人材の入り口
へ導くこと。③仕事が出来る可能性のある人材を採用することです。一見嫌な事でも怯まずに活動し、困難に
ぶち当たってもめげずに創意工夫できること。そうした活動をしてきたか、あるいはそうした活動を今してい
るかを見ています。④「幼児」です。誰にでも、甘えた笑顔で人懐っこく接します。

【株式会社名大社】山田 哲也
①パフさんの取組みに共鳴したため②学生の育成、モチベーションの向上、社会人になることへの期待感の醸
成③人に対して真面目であるかどうか④個性がないことが個性

【株式会社レリアン】飯野 誠
①顔の見える採用を目指すだけでなく、思いを共有す
る仲間と採用という現場で学生の意欲を育てるという
主旨に共感したこと。それと釘崎社長の人柄に引かれ
たので…。②私たちが関わるすべての学生が、元気に
社会へ巣立っていけるような取り組みに期待します。
優秀層といわれる学生ではなく、気持ちと覚悟のある
学生を育んでいきたい。③職サークルの理念同様、
「顔の見える採用」を心がけ、できる限り希望者全員
にお会いしてきました。私たちは、一人ひとりとお話
しする中で、良さ、らしさを引き出すことに力を入れ
ています。④見た目清涼飲料系、飲むとピリッ。少々
辛めの発言に注意！

※【社名】各企業代表者氏名 ①職サークルに参画する理由②職サークルに期待すること③当社が採用活動を行う
上で大事にしていること④私を一言で表すとこんな人間です



職サークル参画企業アンケート

Ｑ．多くの企業が、10月1日に一斉に就職ナビ掲載を開始します。これは、就職活動
を行う学生にとってはメリット、デメリットのどちらが大きいとお考えですか？

職サークル参画企業に、共通のテーマについてアンケートを行うコーナーです。

ほぼ五分五分に結果が割れましたね…
双方のコメントを見てみましょう。

【編集者から一言】
どちらの立場の意見も、１．「はたらく」ということを意識するのは早いほうがいい、２．ナビによって就職活動、
採用活動のやり方が画一化されているのでは、という２点は共通しているようですね。
ナビの「役割」は、学生にとっても求人企業にとってもずいぶん縮小し、ナビに依存しない採用活動・就職活動が
当たり前になってきているというような風潮を感じています。

結果
メリットの方が大きい 14票
デメリットの方が大きい 15票

・一斉に始まることは良いと思いますが、10月が
適切かは？です。業界・職種理解なら、もっと早
くてもいいし、選考のための検索ならもっと遅く
てもいいと思います。情報提供に工夫が必要かと。
（ナビの仕組みの問題）
・早いうちから企業と接触できることは良いこと
だと思います。ただ問題は、主体性がないままで
就職活動という波に乗ってしまっていることでは
ないでしょうか。

【メリットの方が大きい】に投票した人のコメント

・一斉は悪いことではないが、時期が早すぎる。大
学３年の半ば（専門・短大では入学から半年）で就
職活動が始まるとすると、いつ勉強するの？ 学生
の本分って何？
・お金をかけた企業ほど目立つサイトで学生が本当
に求める情報が得られるのか疑問に思います。ナビ
エントリーに始まり就職活動が画一化してしまう点、
実体よりイメージが先行してしまう点もデメリット
と考えます。
・学生が、自分自身を見つめ直す間もなく、情報だ
けを垂れ流すのは百害あって一利なしだと思う。お
互い無駄な手間が増えるだけ。おかしいと思いつつ
も、大きな流れには抗えないのが口惜しい。

【デメリットの方が大きい】に投票した人のコメント

・就職を考えるきっかけになるからです。メリットば
かりではありませんが、就職ナビがあるからこそ地方
の学生も全国や世界を視野に入れて活動できると思い
ます。
・就活時期は、学生にとっては、きっかけをつかみに
くいものです。出来れば就職などしたくは無いのが本
音ですから、時期を区切らなければ、なかなか活動に
は入れないものです。そうした区切りをつける効果が
あります。

・働く意志があり、自ら動ける学生にとっては、ナビ
通りに活動を進めなければいけないようで、個性を出
せず画一的な活動になりやすいのではないか。また、
就活のスタートやゴール等は自分で設定すべき。
・それぞれが「社会に出たい！」と決心した時に、自
ら就職先を探し接点を取りに行くべき！早くても遅く
てもいい。一斉にスタートするのは受身な学生を増や
すだけだと思う。
・一斉にスタートすることにはメリットを感じるが、
３年生の10/1にスタートさせる意味がわからない。い
わゆる就職情報会社の都合としか思っていませんので、
学生に対してのメリットは感じられません。



【編集後記】

プレスリリース月１回程度
活動報告レポート年4回発行
学生向けメルマガ週1回発行

プレスリリース月１回程度
活動報告レポート年4回発行
学生向けメルマガ週1回発行

推進会議
企画・運営・活動レポート作成

推進会議
企画・運営・活動レポート作成

企業共同イベント
企画・運営・活動レポート作成

企業共同イベント
企画・運営・活動レポート作成

プロジェクトチーム

リーダー 平原 葉子

推進会議チーム

リーダー 吉川 安由

高田 大輔

大野 雅弥

奈良 彰子

杉平 綾

木村 友香

岩崎 菜緒子

大橋 直人

職サークル運営体制図

広報チーム

リーダー 土田 歩

活動ゴール設定
役割分担調整
全体進捗管理

活動ゴール設定
役割分担調整
全体進捗管理

運営事務局

保坂 光江

http://shokugakkou.com/member/11/shokugakkou/staff/

各スタッフのプロフィールはこのURLをチェック！

株式会社パフ
代表取締役社長

釘崎 清秀

記念すべき職サークル会報第一号、いかがでしたでしょうか。

職サークル参画企業の皆様はもちろん、
「パフとお取引があるけど、職サークルのことは良く知らない」という方も。
「パフのことは知っているけど、職サークルのことは良く知らない」という方も。
「そもそもパフのことなんて知らない」という方も。
職サークルの活動が、いろんな方に、「いま、日本の若者を育てるということがどうして必要とされているのか」を考え
ていただけるきっかけになれば幸いです。

著名な思想家である内田樹さんは「教育の受益者は本人ではない。直接的に教育から利益を引き出すのは、社会集団全体
である」とし、教育は「共同体が生き延びるために必須 」であると説いています。「自己利益の追求だけのために行動
する人間たちが社会の一定数を越えたら、その社会集団は崩壊する」ともおっしゃっています。

「自社にとって優秀な学生だけを選び、採用できれさえすればそれでいい」という企業ばかりになってしまっては、日本
全体として優秀な学生を輩出することはますます難しくなります。「すべての社会人が当たり前のように若者たちを見守
り、育てていく世の中」の実現に向けて、この会報の存在が少しでもきっかけになれば幸いです。

株式会社パフ 職サークル広報チームリーダー 土田 歩

職学校Web
企画・運営

職学校Web
企画・運営

Ｗｅｂチーム

リーダー 田代 明久


