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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丌可欠なことです。

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不えていきたいと
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 ごあいさつ

職サークルとは？

昨年の６月にスタートした新生「職サークル」。まもなく１年が過ぎようとして
います。私たちは職サークルの目的を、「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つくり出すこと」に定めています。

そして、そんな世の中づくりをするための「ムーブメント」を、企業の採用担当者
の方々といっしょに起こそうと決めました。

１．多くの学生（若者）は、就職活動のタイミングで、社会人との接点を持つ。
２．このとき、学生が初めて接することになる社会人が、企業の採用担当者である。
３．あらゆる企業の採用担当者が、育てる気概で学生と接すれば、いずれ社会に巣
立つ多くの若者たちの底上げにつながり、それが（間接的であったにしても）企業
価値の増大に寄与する。それが世の中全体の発展につながる。

・・・と、考えたわけです。

しかし、「なぜ、自社の社員になるかもわからない若者を見守り育てていくことが
企業価値を生み出すのか」「そんなことは親や学校が行うことではないのか」「言
いたいことはよくわかるが、企業は自社の利益を追求するのが第一義であり、その
ための人材を効率よく採用することを企業人としては考えるべきではないか」「い
かにも手間のかかる“育てる云々”というのは、少し違うのでは」 …といったご
批判をいただくことも多くあり、私たちの発信力が、まだまだであると痛感してお
ります。

２年目の職サークルは、職サークルが生み出す企業価値を、より多くの企業の採
用担当者に伝えていきたいと考えています。そのことで、さらに仲間（協賛企業）
を増やしていきたいと考えています。

５月20日の職サークルシンポジウムでも、講演やパネルディスカッションを通じ
て、職サークルの生み出す企業価値を、多くの皆様にご理解いただけるよう努めて
まいります。

「職サークルへの参画＝企業価値の増大」を証明する

株式会社パフ
代表取締役社長

釘崎 清秀

活動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
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職サークル 2011年前半 活動の流れ

よりよい就職と採用のために「職サークル宣言」を採択します

第６回推進会議
（２月25日開催）

第７回推進会議
（５月６日開催）

（※３月１６日から延期）

第８回推進会議
（４月18日開催）

第９回推進会議
（５月23日開催）

推進会議特別版
（6月初旬開催）

【ゴール】

採用の仕事の意義を再確
認する。

【ゴール】

大学側の抱える課題を共有
し、どのような意図で、学生
の就職支援を行っているか
を把握する

【ゴール】

就職と採用のあり方に関す
る、学生側と企業側の意識
のギャップを明確にし、解決
すべき問題点が何であるか
を考える。

職サークル宣言に向けた流れ（推進会議内容とゴール）

職サークルシンポジウム 詳細
◆基調講演 （株式会社パフ代表取締役社長・釘崎 清秀）

「職サークルで生みだす企業価値と社会価値」
◆特別講演 （株式会社ニッチモ代表取締役・海老原 嗣生 氏）

「なぜ終わらない？新卒採用」

◆パネルディスカッション（職サークル参画企業２社＆海老原 嗣生 氏）

「採用責任者に訊く “育てる採用”がなぜ採用成功につながるのか」
＜パネリスト＞
株式会社ＴＫＣ 経営管理本部 人事部 次長 伊藤 健一 氏
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 人事部 採用部長 二馬 康昌 氏

◆人事大交流会

WEB上で
広く発信

５月20日（金）
13：30～17：45

浜離宮朝日小ホール
（東京都中央区築地5-3-2）

学生 大学 企業

職サークル
シンポジウム
（５月20日開催）

http://shokugakkou.com/front/top/index.html?reqId=DqnVZV0trlk8v
http://shokugakkou.com/front/top/index.html


職サークル 活動報告

職サークル推進会議 実施レポート

・2010年7月～12月（上期）の取り組みの振り返り
―活動実績とその成果、広報実績、予算の報告―

・2011年1月～6月（下期）の取り組み方針
・幹事企業の引継ぎ式

【プログラム】
１．現役就職活動生へのインタビュー
２．参画企業グループ討議
「学生と企業の間にあるギャップとは何か」
「なぜ、企業側の意図（思い）が
学生に伝わっていないのか？」
「それが引き起こす問題は何か？」

職サークル推進会議とは？

学生・企業・大学・就職情報会社の４社にとって、よりよい採用と就職の実現を目的とし、参画企業が共に議論・意見交換をする場

•学生は、企業に対して本当に聞きたいことを聞けていないという実情が明らかになり、両者の認識のギャップを痛感
しました。
•学生視点に立って、企業側の意図や思いを伝えてきたつもりだったが、全然伝わっていないのだと気付いた。
•選考手法が無駄に高度化する一方、学生がその攻略に走ってしまっているのが問題と感じた。
•会社の規模や福利厚生といった「条件」面ばかりが気になって、“就職活動対策”に走る学生に対して、「条件」以上
に大切なことを、もっと伝えていかなければいけないという気持ちを強くしました。自社の採用活動を通じて何ができ
るのか、今一度考えを深める機会となりました。

（毎月１回開催）

【第５回推進会議 2011年1月27日（木）】

【第６回推進会議 2011年2月25日（金）】

職サークル上期の振り返り報告と下期の方針発表

学生の視点から就職と採用の問題について考える

ゴ
ー
ル

学生側と企業側の意識のギャップを明確にし、
解決すべき問題が何であるか考える

【テーマ】

【テーマ】

【目的】
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【－番外編－ 新春勉強会 2011年1月24日（月）】

「2012年度新卒採用の前半戦最新レポートと、
今後の新卒採用システムについての提言」

ＨＲプロ株式会社（職サークル賛助企業）
代表取締役 寺澤康介氏

特別講演

【当日の主な発表内容】
・約４０％の企業がターゲットを設定している
・ナビサイト採用からの脱却傾向
・ソーシャルメディアを使った採用活動が行われ始めている
・外国人の採用方法の主流は、採用ＨＰへの掲載
・理系学生ほど大手思考が強い。とくに早慶クラス
・理系学生が推薦応募への依存を強めている
・大学と企業の連携は、キャリアセンター担当者との関係性が重要
・ＯＢＯＧ訪問をしていない学生が８０％
・一方で学生はリアルコミュニケーションを求めている

職サークル参画企業であるＨＲプロ社の寺澤氏による、職サークル参画企業限定の勉強会を実施。
全400社から得たアンケートデータを基に、正式リリース前の最新レポートを発表。
採用活動本格始動前に採用担当者としての知見が深まる時間となりました。

【第８回推進会議 2011年4月18日（月）】

【プログラム】
１．職サークル参画企業 事例紹介
「学生との向き合い方」取組内容とその効果

２．参加企業グループ討議
「採用成功とは何か？」
「学生と向き合うことはなぜ重要か」

企業の採用活動における学生との向き合い方を共有する

採用の仕事の意義を再確認する

【テーマ】

【目的】

「納得の採用活動」と「納得の就職活動」が生み出す効果
①短時間の面接で自社で活躍するポテンシャルのある人間を見極めることができる
②口コミによる企業認知（選考不合格者や辞退者が、友人や後輩に「良い会社だよ」と勧めてくれた）
③内定者の会社への理解度が高い
④テクニックで就活を行っている学生が結果的に残らない
⑤入社後の会社に対するアンマッチ度が少ない （離職率が低い）
⑥納得して入社してくるので、仕事に対する姿勢が前向き （働くことへの覚悟ができている）

軸がある：会うことを大事にする、勘違いを正すなど、自社なりのこだわりが大切だと感じた。
納得：一方通行なく企業と学生のお互いの納得に向かっている。手間を惜しまない。
知る：学生を知るための努力が必要。
教える：自社の良いところ悪いところすべてさらけだす情報提供の姿勢は大切。
正す：勘違いを正すということは重要。ただ、言い過ぎても別の勘違いをする危険性がある。

「採用担当者、会社、世の中の３者がハッピーになるための採用成功とは？」を考え、３者が共通の利益を
享受するような状態を、職サークルでは目指していきたい



【朝日新聞】2011年1月7日
「シューカツ／就職活動 『人材 もう待たない』」

【東洋経済オンライン】
左上：（2010年12月27日） 就活学生と人事担当者が本音で交流

―就職支援のパフが異色のイベント開催
右上：（2010年11月18日） 「顔の見える就職と採用」を掲げる

パフ・釘崎社長に聞く「本当の就職活動」

【ＨＲプロ】
右下：（2010年11月8日） ＨＲキーマンズ Cafe

左下：（2011年1月25日） 「働く」の意味を実感する
「No Working No Life Week Project」の報告会

職サークル メディア掲載実績

【テレビ東京 ワールドビジネスサテライト】
（2011年1月26日放送）

http://www.puff.co.jp/official/110107_asahi-2.pdf

【第７回推進会議 2011年5月6日（金） ※3月16日延期分】

【プログラム】
[１]大学キャリアセンター職員パネルディスカッション

・キャリア指導の現実と本音

[２]ワールドカフェ

・共感すること、改善を期待すること

・何があれば「よりよい就職と採用の環境」に向けて

一歩を踏み出すことができるのか

大学の視点から就職と採用の問題を考える

ゴ
ー
ル

大学側の抱える課題を共有し、どのような意図で、
学生の就職支援を行っているかを把握する

【テーマ】

【目的】

・企業の採用活動を見て感じること
・学生へどんなキャリア教育、進路指導をしているか
・学生の反応、今のお悩み
・採用活動を実施する企業に期待すること

http://shokugakkou.com/front/top/index.html?reqId=DqnVZV0trlk8v


【東洋システム株式会社】関原 可織
①パフの理念に共感したこと。素敵な企業や社会人、純粋な学生が集まること。そして何よりパフのスタッフが好
きだから。 ②職サークルの活動を通じて、企業も学生も社会人も、一緒に学び成長していけたら良いと思います。
③価値観のすり合わせを重視すること。求める人物像の枠に学生を当てはめるのではなく、一人一人の個性や潜在
的な能力、可能性を粘り強く探すこと。全ての学生に対し、期待を持って採用活動に臨むこと。 ④ダンボール箱
入り娘。

職サークル参画企業の顔ぶれ紹介
※【社名】各企業人事担当者氏名 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

【株式会社ハイデイ日高】板倉 満示
①就職とは、就職活動ではなく、社会との繋がり、周りへの貢献人生の中で様々な川が流れる中で一番太い川創り
であると思います。その様な重要な時期を、企業との出会いツールで済ませようとする情報提供企業が増えてしま
い、強い危機感を感じていたところ、そこにパフさんがあったので。 ②世の中視点を持ちつつ、成果に繋がるこ
とです。 ③本気で「誰」のお役にたちたいのか考え、意思決定できること。自分のやりたいことではなく、世の
中に必要とされることに、一生懸命になれること。せっかく仕事をするのだから、明るく元気に素直になって。節
電していても、自分が明るく照らす存在になる位の気持ちをもっている方にお会いしたいですね。 ④「ヒトはカ
ネ・モノより面白い。でもちょっと大変！」と感じている採用担当です！

新参画企業

ＡＳＫアカデミー・ジャパン株式会社

職サークル協賛企業 全33社 （順不同）

職サークル賛助企業 全17社（順不同）

株式会社人材情報センター 富士フイルムメディカル株式会社 株式会社名大社 株式会社広報しえん
株式会社テプコシステムズ ＨＲプロ株式会社 株式会社徳力本店 株式会社ＦＶＰ
有限会社ボナ・ヴィータ コーポレーション アイア株式会社 株式会社アクシオ ＤＩＣ株式会社
株式会社富士通ビー・エス・シー 株式会社ぱど 株式会社講談社 東芝テック株式会社
ライフネット生命保険株式会社
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職サークル協賛企業 寄稿 よりよい就職と採用のために

弊社では、「ホンネの採用」をモットーに採用活動を行っております。

弊社の属する金融業界は就職ランキングで上位を連ねる大手企業が多く、「金融業界だから」「安定してそうだから」と
いう理由で応募してくる学生も尐なくありません。弊社では「本当の安定＝自分の能力を磨くこと」という考えで、自己成
長に軸を置いている上昇志向の強い学生を求めており、近年はこのギャップに悩まされてきました。

そこで、ネガティブ情報も含め、全てさらけ出し、学生自身が自分の志向・価値観に照らして適切な判断ができる採用にし
ていこうと決意し、以下のような取組みを行っております。応募は多尐減りましたが、明らかにミスマッチな応募者は相当
減りました。こちらから見て残ってほしいなと思う学生はちゃんと残ってくれました。

・“求めない人物像”を具体化し、採用ＨＰ等に記載。
・社員の本音エピソード集（仕事の辛い部分が満載）を冊子にし、説明会の際に配布。
・説明会で、若手営業社員とのフリートークの時間を設け、人事担当は席を外し、学生が本音で話せる雰囲気作りを重視。
・リアルな仕事を理解・体感できるグループワークを実施し、学生が思い描くイメージと現実とのギャップを埋める。
・逆面接の実施 ～入社したいかどうかの意思決定をする上で確認したい質問をざっくばらんに受け付ける面接。

採用の仕事は、何人採用したかがゴールではなく、3年先、5年先になって本当の成果が現れてくるものだと思います。お互
いにとって良い採用・良い就職だったと言えるためにも、労力と手間を惜しまず、正面から向き合っていく姿勢が大事だと
思っております。

株式会社ＴＫＣ 経営管理本部 人事部次長 伊藤 健一

株式会社アサックス 総務人事部長 矢野広記

テーマは「よりよい就職と採用ために」。政府が、大学が、学生が・・・という【他責】ではなく、
企業の採用担当という立場から「何ができるか」を真剣に語っていただきました。

ここ何年かで、先輩や友人から教えてもらって当社を知った、と言ってくれる学生が増えた印象があり
ます。教えてくれた先輩や友人は、当社を受験して丌合格となった方や、内定や選考を辞退した方が
ほとんどです。残念ながら当社とは縁がなかった方が、友人や後輩に「この会社受けてみたら？」と勧
めてくれる。採用担当者にとって、とても有り難く、とても嬉しいことです。

この要因はわかりませんが、強いて挙げれば、採用活動の基本的なスタンスでしょうか。当社は、創業以来「自利利他」（自分にとっての
利とは、他人を利すること）という言葉を社是として掲げています。採用活動は、この「他」を「学生」に置き換えて、学生を利することは何
か、ということを考えながら行ってきたつもりです。

一例としては、選考合格（学生に合格を伝えた）後、入社するか否かの意思決定を9月下旪まで求めていない、ということを挙げたいと
思います。当社では、例年早ければ4月下旪から最終選考合格者が出始めます。そこから9月下旪までの約5カ月間返事を待つわけで
す。これは、学生に、自由に就職活動をして十分に他社と比較してから意思決定をしてもらいたいためです。

多くの企業が選考合格後すぐに意思決定を求めているようですが、学生のことを考えたら、一方的かつ最小限の情報提供だけであと
は勝手に選考合格と言っておいて、２週間以内に決めろ！というのはムリがあるのではと思っています。実際に、「他社にも合格し、もう
尐し考えたかったのに、すぐに返事しろと言われたので仕方なくその会社は辞退した」と言う声は尐なくありません。おかげで当社の歩
留まり率はアップしました。

簡単に言えば学生の視点に立つということですが、しかし決して学生のご機嫌取りをする、阿るということではなく、どうしてあげればそ
の学生が自分にマッチする企業に就職できるか、を考えながら採用活動を行うということです。
企業にとっての採用活動の「成功」の定義は各社各様だと思いますが、尐なくとも、学生から敬遠されず、信頼感、安心感を持ってもら
える状態になることは、どの企業にとっても当てはまる「成功」の一つのカタチなのではないでしょうか。
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コラム 「月見塾」プログラムをリニューアル！

株式会社ダイワコーポレーション 管理部 管理課長 先崎 良三

パフ創業以来１３年間実施してきた月見塾（当初の名前は、つきしま村塾）、かの吉田松陰の私塾・松下村塾に由来があったことを、皆さ
んはご存知でしょうか？ 「目先の就職活動の対策ではなく、“何者かになりたい”“世の中を変えたい”という意欲と志を持った若者たちと
就職活動の先にあることを語ることで、新しいパワーを生み出す、そんな場をつくりたい」このような想いを具現化させる場として、数多くの
志ある社会人と若者たちとが、出会い、議論し、酒を酌み交わし、社会人・学生の垣根を越えた価値観交換が、月見塾では繰り広げられ
てきました。

しかし一方で、昨今は、月見塾の雰囲気に微妙な変化を感じるようになりました。「プレゼンの練習のために」「グループワークの練習のた
めに」を目的とした参加者の割合が増え、議論が深まらないままグループ内の合意形成が優先されるようになっていきました。「飲み物をタ
ダにしてほしい」というような声も上がり、学生に過度の「お客様意識」を持たせてしまっているという反省点も上がりました。

私たちは月見塾を就職活動の練習のための場としてではなく、生きていくうえで必要な、答えのないことを熱く議論し、若者と社会人の
垣根を越えて思いをぶつけあえる場にするべく、プログラムをリニューアルするという結論に至りました。

参加企業の皆様には、これまで通りに、いち社会人として、学生の本音を引き出
し、議論を深めるファシリテーターとしての役割を務めていただければ幸いです。
同時に、組織や立場の枠を超え、各々がたの「社会人の本音・リアル」を伝えてい
ただければと考えております。
引き続き、学生も、社会人も高めあえる、皆様にとっても、気付きのある場にして
いきますので、ご期待ください！

■プログラム変更による ＢＥＦＯＲＥ → ＡＦＴＥＲ

月見塾 検索

ＢＥＦＯＲＥ ＡＦＴＥＲ

就職活動の練習が参加動機。 社会人と深い議論をしたい、自分の考えをぶつけたい、が参加動機。

なんでも用意してあげる。お客様扱い。 向き合うが、迎合しない。自分でできることは自分でやってもらう。

表面的な合意形成、うまくプレゼンすることに執心。 合意形成を目的としない。プレゼンは廃止。意見交換のための発表のみ。

個人でメモをとるのに精一杯。 模造紙にメモをとる。全員で議論内容を可視化。

司会によって学生の気づきが変わる。俗人的な運営。 司会は会場ファシリテートに専念。パフとして学生に伝えるメッセージを統一。

■ご参加いただく企業様へ

■プログラム変更の背景

私が理想とする採用（学生から見れば就職）は、「入社後、本人は仕事をすることにやりがいや生きがいを感じ
て、満足して働いている。その人の貢献によって会社は利益を上げている。その関係がずっと続いている」とい
うものです。そのためには、まずは、会社も学生も「うそをつかない」ということが大切です。入社してから、お互
いに「こんな筈じゃなかった」ということでは、上記の関係は築けないからです。また、勘違いをしない、させないというのも大切です。

昨年、こんなことがありました。当社は倉庫業ですが、現場での新入社員研修が終わって配属先を発表したあと、研修での評価を本人
にフィードバックしていると、泣き始めた女性がいました。「当社の事務も普通のOLだと思っていたのに・・・」というのです。倉庫の事務は、
倉庫内の現場作業をともなうもので、所謂学生がイメージする「ＯＬの事務」とは異なるのです。倉庫の事務について、会社からは説明会
や、面接の際にきちんと話したつもりでしたが、勘違いをさせていたのです。

このことがあって、今年から一次面接通過者には、最終面接を受ける前に、倉庫見学をしてもらうことにしました。実際の倉庫現場で働
く社員の姿を見てもらった後、社員との昼食会も設けています。現場の様子を肌で感じてもらったうえで、当社で働くかどうかを考えてもら
うようにしています。

自分の理想にどれだけ近づけるかは分かりませんが、できることはどんどん取り入れていくつもりです。この気持ちを忘れないことが、今
の私ができることです。ちなみに、その女性は周りの温かな支援もあり、今では、明るく元気に働いています。
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職サークル参画企業に訊く「学生との信頼関係を築くための活動」
一人ひとりの学生に向き合うため、時間と手間を割く―。 「採用の効率化」が叫ばれる昨今のトレンドとはかけ離れているはずの活動が、
どうして採用成功につながるのか。職サークル企業に「学生との信頼関係を築く」ための活動事例をアンケートで訊きました。
ご回答の一部をご紹介します。

【株式会社マースエンジニアリング】井上 隆志
会社説明会で、当社製品のユーザー企業（パチンコ店舗）の訪問斡旋をしている。情報ソースの開示（業界規模、店舗数など）のみで、訪
問するかどうかは学生の意思に任せている。 「自ら考える癖」を習慣化させることと、暗記ではなく知識を身につけさせる為に行っている。

【ライフネット生命保険株式会社】曽和 利光
●新卒の定義を「３０歳未満の未就業者」として、既卒者や自主的な「ギャップイヤー」を行っている若者たちに応募の門戸を開いている。
●採用HP上で・・・
１．全ての選考プロセスの「歩留まり」を公開している。 ２．匿名で質問を受け付け、すべてに１週間以内に回答している。
３．他社でよい会社があれば推薦している。 ４．遠方でも受けられるように会社説明会はWEB動画としている。
●社長・副社長はじめ、社員がブログやツイッター等のソーシャルメディアを積極的に活用しており、顔の見える採用を心がけている。あまり
志望度の高くないような会社に沢山エントリーしたり、企業側も無駄にエントリー数を集めて選考にパワーがかかったりと、学生・企業の双方
に非効率な採用活動がなくなり、学生は学業に、企業は事業にそれぞれ労力を集中できるような世の中にしたい。
●WEB上の動画で、自社の会社説明ではなく、社長・副社長の２トップによる日本の将来とその中でのキャリア形成についてのあり方につ
いてといった一般学生が将来を考える上で役立つような情報を提供している。自社を受験するかどうかはともかく、意思を持って会社選び
ができるようになるための一助となることを期待している。

【株式会社富士通ビー・エス・シー】渡邉 康晴
●マイページ上で、採用ポリシー「誠実な採用活動」を宣言。
１．会社の悪いところも伝えます ２．BSCへの志望度で評価を決定しません ３．他社への進路選択を尊重します
の３つを約束しています。企業と学生との信頼関係を取り戻すために行っています。「御社が第一志望です」と面接で言っておきながら、次
の日に選考辞退、などという茶番を終わりにしたい。誠実な対応をすると約束するから、学生にも正直になってほしい。
●会社説明会で 「IT業界を志望する方へ」というメッセージを発信しています。
メッセージの趣旨：ITを好きになれるかどうかを、本や雑誌、先輩の話を聞くなどして自身で見極めて選考に進んでほしい。ITに興味が持
てないままIT業界に入るのは、会社にも個人にも丌幸になるので、そのミスマッチを防ぐため。こういった活動をすることで企業イメージがよく
なるのでは、という下心もあります。

【株式会社アクシオ】福原 眞一
１）職場見学・・・職場を案内し、仕事中の職場の雰囲気を見てもらう。
２）先輩社員との懇談会・・・ＮＧワードなしの大質問会
自社のありのままの姿を伝えることで、ミスマッチを防止したいという思い
があります。

【株式会社ハイデイ日高】板倉 満示
セミナーで、学生時代に取り組んだ事実の見える化を図ることにより、企
業にとって活躍を期待される新入社員になり得るかどうかを考えてもらっ
ています。

【ダイニチ工業株式会社】阿部 さゆり
選考に必須ではない「就職応援セミナー」というものを開催しています。 「就職応援セミナー」は当社の採用に直接つなげることは意図して
いません。新潟会場では、『トヨタ生産方式』『サプライチェーンマネジメント』等を説明し、工場を案内しています。先輩社員にも登場してもら
い、仕事のやりがいを話してもらいます。工場見学ではモノづくりの現場を見てもらうことで、社会勉強になると思いますし、先輩社員の話で
は、仕事の辛さ・やりがいを聞いてもらって働くことについてそれぞれ考えてもらえればと思っています。

【コムチュア株式会社】村上 貴繪
面接の中で感じたこと、改善したほうが良いと思ったことなどをフィード
バックしています。ただ面接を受けて、落ちて、また受けて、落ちての繰
り返しでは意味がないので、面接をさせていただいた私が気づいたこと
を伝えることで、今後の面接などに活かしてほしいと思っています。

【株式会社ハイマックス】佐々木 三紗
会社説明会内で業界説明を行い、学生が会社探しをする際の視点を増やしている。社名やその会社全体の事業内容だけでなく、就職し
た場合その会社で「自分は何をするのか」という視点を持ってほしい。またその視点のもと、企業選びをしてほしい。
その選択の結果、弊社とはあわないと思ったらそれはそれでお互いに幸せなのではないかと考えている。

※2011年4月8日実施のアンケート 『よりよい就職と採用のために～自社の採用活動で行っていること』への回答より抜粋
※敬称略、順丌同
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海老原 嗣生氏 特別インタビュー

【シンポジウム特別講演予告】

土田：このたびは、シンポジウム

での講演を引き受けてくださり、

本当にありがとうございます。シ

ンポジウム当日はどのような事を

お話しいただけるのですか？

海老原：「なぜ終わらない？新卒

採用」という演題で、「新卒一括

採用丌要論」という定説・俗説の

論拠にメスを入れたいと考えてい

る。

土田：海老原さんご自身は「新卒

一括採用」についてはどのような

ご意見をお持ちですか？

海老原：私は「新卒採用は時代と

ともに形を変え合理化する」と

思っている。つまり、時代によっ

て形を変えこそすれ、新卒一括採

用がなくなることはないというこ

と。講演では、特に「実力のある

中小企業こそ、今新卒採用に注力

すべきだ」というお話をしようと

思っている。

土田：「その心とは？」を、もし

よろしければ講演の前に尐しだけ

お聞かせいただけませんか？

海老原：好況時には「見掛け上の

人気企業」に人が集まる。これか

ら伸びる企業、知名度はないが実

力のある企業は人が採りにくいも

の。丌況になると「見掛け上の人

気企業」は、採用を出来なくなる。

丌況時には、これから伸びる企業

か、知名度はないが、実力のある

企業にとっては、採用をする絶好

のチャンスというわけだ。

過去の歴史を紐解いても、業績

を伸ばしている企業は、丌況時に

積極的に採用を行っている企業が

多い。講演では、定量的なデータ

や統計を元に「今、なぜ新卒採用

に注力すべきか」を証明する。

土田：改めてお伺いします。新卒

採用にはどのようなメリットがあ

るのでしょう？

海老原：主に４つあると考える。

１．「企業ＤＮＡの伝承」

２．「教えることによって育つ」

３．「将来の経営幹部としての

土台醸成」

４．「適材適所の実現」。

いずれも、中途採用だけに頼って

いては実現できない要素だ。こち

らについても、講演当日は事例や

データをもとに詳細なロジックを

お話ししたい。

簡潔に説明する。まず、１．

「企業ＤＮＡの伝承」について。

新入社員には、一般的に最初から

給料以上の成果を求めることは尐

ない。まずは低い目標を置いて、

先輩について「その会社の仕事の

やり方」を覚えていくものだ。い

きなり給料分の成果を求められる

わけでないため、じっくり「顧客

のためには何をすべきか」「自社

の存在意義とは」ということを考

えさせる機会を設けやすいのだ。

２．の「教えることによって育

つ」については、「後輩出現」効

果といってもよい。入社年次に基

づく上下関係の中で、若いうちか

ら後輩を育てる経験が、先輩社員

の成長を促す。日本人の「対人マ

ネジメント＝人を動かす力」は、

世界と比べても圧倒的に高い。

５月20日に開催される「職サークルシンポジウム」で特別講演を務める「雇用のカリスマ」海老原嗣生氏に、インタビューを行った。
当日の講演内容に加え「採用担当者への提言」も飛び出す、刺激的なインタビューとなった。
（聞き手：株式会社パフ 広報担当リーダー 土田 歩）

えびはら つぐお。株式会社ニッチモ代表取
締役、『HR mics』編集長、リクルートエー
ジェント ソーシャルエグゼクティブ。

1964年生。リコーを経て、リクルートエイ
ブリック(現リクルートエージェント)入社。
事業企画や新規事業立上げに携わった後、リ
クルートワークス研究所へ出向。『ＷＯＲＫ
Ｓ』編集長に。2003年よりリクルートエイブ
リック(現リクルートエージェント)にて数々
の新規事業企画と推進、人事制度設計等に携
わる。専門は、人材マネジメント、経営マネ
ジメント論など。

「雇用のカリスマ」と呼ばれ、漫画『エン
ゼルバンク』の主人公・海老沢康生のモデル
でもある。

海
老
原

嗣
生

氏

◆「なぜ終わらない？新卒採用」

◆新卒総合職一括採用のメリット
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３．「将来の経営幹部としての

土台」とはすなわち「全社視点・

全社人脈」を持てるということ。

新卒は総合職採用なので、定期的

に異動をする。さまざまな部署の

業務、物事の見方を経験し、異動

先での人脈もできる。また、一括

採用による同期の存在も大きい。

同期がさまざまな部署、地域に散

らばっているため、全社的な人脈

を確保しやすくなる。経営幹部と

なる人材には、全社視点・全社人

脈は丌可欠だ。

４．「適材適所の実現」につい

ては、異動があるため、肌があっ

た職場を、じっくり時間をかけて

見つけることができる、というこ

とだ。たとえば、営業で花開かな

かった人が、総務の仕事にはまる、

ということがよくある。職種や地

域限定の採用だけに頼っていると、

そうはいかない。不えられた仕事

に合わない、成果が出せない、と

なると、ほかの部署に異動させる

わけも行かず、辞めてもらうしか

なくなってしまう。

【採用担当者への提言】

土田：私は、多くの企業の採用担

当者から「買い手市場なのに、採

用がうまくいかない」という悩み

を聞きます。

「ターゲット校（ＭＡＲＣＨ以

上というのが多いですが）の学生

が採用できない」「効率化のため

に適性検査を導入したが、応募者

の検査結果が低く面接まで通せな

い」などの理由です。こうした現

状ついてはどうお考えですか？

海老原：「それが、採用において

どのような意味があるのか？」を

考えるべき。表面だけを見て、え

り好みをしていては採用できない。

別にＭＡＲＣＨ以下の学生でも優

秀な人は、現在も過去も変わらず

たくさんいる。学生には「ブラン

ドで選ばないで。知名度だけじゃ

なく中身を見て」と言っているの

に、採用する側がブランド志向に

陥り、表面的な要素にとらわれて

はいけない。

もっと本質を見るべきだ。表面

的な要素で判断しているのに、

「いい子がいない」という人は、

「人気企業以外にも目を向けたい

が、他にいい会社がない」と言っ

ている学生と変わらない。

ごく一部の超大手人気企業の採

用担当というのは、応募者が多い

ために、どうしてもスペックやマ

ナーという表面的な要素で学生を

ふるいにかけ、効率化することを

求められる。また、採用担当は、

数年もしたら異動してしまう。そ

のため「自分が採用した人が入社

後本当に活躍したのか」というこ

とはあまり問われない。そのため

「早慶を２０人採用した」などと

いう表面的な成果で採用担当が評

価される。

しかし、応募者を全員じっくり、

入社後も長い目で見られるという

ことが、本来は採用担当の特権で

あり、醍醐味のはず。数をさばい

て、スペックを重視するという、

ごく一部の超大手人気企業のよう

な採用活動を行っていてはいけな

い。落とす人のほうが多い選考、

というのは本来おかしいのだ。

言い方が難しいが「人として、

本当にどうしようもない人」とい

うのは、選考で落としている人の

数に比べると圧倒的に尐ないはず

だ。応募者をじっくり見る、いい

ところを見つける。どんな仕事

だったら任せられるかを考えて欲

しい。意外な人が、入社後大化け

することはよくある。

◆「超大手人気企業のやり方」
になっていないか

今回インタビューでお伺いした、新卒
採用のメリットは、海老原氏が編集長
を務める『ＨＲmics Vol.4』（2009年
秋発行）にも詳しく掲載されている。
シンポジウム参加者には、同号を先着
順、部数限定で無料配布する予定。講
演に参加できない片は、株式会社ニッ
チモのＨＰからバックナンバーを閲覧
可能なので、アクセスしてみてはいか
がだろうか。



土田：他には「学生の質が下がっ

た」「役員面接を通過できなる人

がいない」という声もよく聞きま

す。理由として聞くのは「大人と

話すことに慣れていない」「マ

ナーがなっていない」「会社・仕

事のことを全然知らない」という

ものです。採用担当者として出来

ることはあるのでしょうか。

海老原：それも「現時点でどれほ

ど意味があるのか？」を役員に問

うべきだ。たとえば、話下手な人

なんて、営業を半年させればすぐ

立派に話せるようになる。また、

マナーがなってない人だって、入

社研修で叩き込めばすむ話だ。入

社後、半年間訓練すればすぐ

キャッチアップできることで、い

ちいち落とさないようにするだけ

で、随分違うのでは。

「会社・仕事のことを全然知ら

ない」にも２種類あると思う。

「１．一応、会社のことを調べて

はきたが、理解丌足・的外れ」と

「２．全く会社のことを調べてこ

ない」だ。後者はマナー違反とい

うことで落とすのは、分からなく

もない。しかし、前者に関しては、

落とす理由にならない。現時点で、

自社を正確に理解している、とい

うことが、どれだけの意味がある

のか。入社前後に詳しく教えれば

済むのではないか。

一方で、会社のことをちょっと

調べれば、要領よく大人に合わせ

てうまく受け答えができる学生も

いるだろうが、それは、完全にセ

ンスの問題だ。そんな学生は人気

企業でも採用が難しいだろう。選

考の時点で学生に本当に求めるべ

きは何かを考え、センスのいい、

大人に合わせられる学生だけに高

い評価が集中しないように、本質

を見極める選考を行うべきだ。

土田：「言われなくても行動でき

る、自律型人材」を新卒で採用し

たいという声もよく聞きます。こ

ちらについてはどのように思われ

ますか？

海老原：それに対しては、まず

「それで本当にお互い気持ちいい

のか？」と問いたい。「言われな

くても」といっても、２種類ある。

「１．不えられた仕事を、指示さ

れる前にやってくれる人」「２．

言われたこと以外でも、自分で勝

手に考えて実行してしまう人」だ。

往々にして「自律型人材」といっ

ても、１．と２．が混同して語ら

れているケースが多い。

前者は採用できればベターだと

は思う。しかし、後者については、

本当に自社にとって採用すべき人

なのかを考えて欲しい。つまり、

「指示されたこと以外に、突拍子

もないことをやる部下を、自社の

上司が本当に使いこなせるか？」

「そんな人間があなたの会社を選

ぶメリット、必然性、活躍できる

フィールドを用意できるのか？」

ということだ。後者の人材という

のは、上司にとって都合がいい時

だけ突拍子もない行動をとるわけ

ではない。黙って指示どおりに

やってほしいことに対しても、突

拍子もないことをし始めるだろう。

よほど懐の深い職場・上司でない

と御しきれない。

また、そういう人材が自社で本

当に活躍でき、幸せになれるかも

考えるべきだ。極端な例えだが、

入社後３年間はひたすら言われた

ことをこなす下積みの生活が待っ

ているという職場だったら「主体

性のある自律型人材」はそもそも

入社をしたいと思わないだろうし、

入社をしたとしても、本人を丌幸

にしてしまうだろう。

土田：ありがとうございました。

非常に切れ味鋭いご意見、大変参

考になりました。職サークルシン

ポジウム当日の講演も、よろしく

お願いします。

◆入社後、半年間訓練すれば
済む要素では落とさない

◆「自律型人材」の解釈は
社内で統一されているか？

『雇用の常識
本当に見えるウソ』
プレジデント社

海老原氏の代表的な著書。独自のデー
タとロジックを元に、世間で常識とさ
れている、定説・俗説にメスを入れる
論法は海老原氏ならでは。職サークル
シンポジウム当日の講演でも、世の中
の常識を斬る！乞うご期待。



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

企業共同イベント
企画・運営・活動レポート作成

職サークル運営体制図

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！

職サークル会報 Vol.３、いかがでしたでしょうか。採用の仕事をしていると「ゆとり世代」という言葉を人事担当の方からよく聞きます。
われわれのような会社の人間が、人事担当者の恐怖心をあおるために、わざと使うこともあります。続けては「学生の質が下がった」「いい
人が応募してこない」という言葉。しかし、本当に学生の質は下がったのでしょうか？そして、それはゆとり教育のせいなのでしょうか？私
には、どうもそのようには思えません。

この４月に、あるお客様と「採用選考直結型イベント」を実施した時のことです。「ＥＳ・筆記試験なし！最終面接まで２週間」という触
れ込みで「社長にビジネスプランを直接プレゼンし、良いアイディアは内定後、会社から予算が不えられ、実行に移してよい」というイベン
トを実施しました。選考とは思えないほど、ワイワイガヤガヤした雰囲気で、３日間開催しました。結果は、35名の参加。厳しい選考基準を
設けていたにもかかわらず、約20名が最終面接まで通過、丌合格者はほとんどいませんでした。また、仕事の中身や、求める人物の志向、採
用選考の基準、今後の選考スケジュール・内容など何もかも隠さずに伝えたため「自分は合わないな」と判断した10人ほどの学生が、選考を
辞退しました。その経験を通して、改めて気づいたことがあります。

・いわゆる「優秀な」「しっかしりた」学生は確実に存在する。しかし、通り一遍の採用・選考活動をしていても興味を持ってくれない。
彼らの中には就職ナビにも登録しておらず、就職活動のレールに乗った活動は一切しないという学生が多い。

・まずは信頼関係を作ることが必須。こちらがオープンに情報開示し、胸襟を開けば、学生も誠実に対応し、判断・意思決定をしてくれる。
こちらがオープンにしないから、信頼されない、「さぐりあい」になる。

・学生の本音・本領を引き出し、のびのびと選考に臨んでもらうことができれば、会社への志望度も高まる。
選考に落ちたとしても、満足をしてくれる。

たしかに、大学進学率は50％を超え「過去は大学生になれなかった人も、大学生になっている」というのは事実かもしれません。しかし、
「学生の質が下がった」「いい人が応募してこない」というのは、実は学生に「選んでもらえない」のか、「よさを引き出す環境を作れてい
ない」ということなのではないかと痛感しました。「ゆとり世代」のせいにしてしまうのは簡単です。しかし、その前に選考のやり方や、学
生への接し方を変えるなど、出来ることがたくさんあります。

５月20日の「職サークルシンポジウム」では、よりよい採用と就職の実現に向けて「学生との信頼関係を築く行動が、どうして採用成功に
つながるのか」を、実際の事例をもとに、解明いたします。どうぞ、奮ってご参加ください。

株式会社パフ 広報リーダー 土田 歩

職学校Web
企画・運営

活動ゴール設定
役割分担調整
全体進捗管理

http://shokugakkou.com/front/top/index.html?reqId=DqnVZV0trlk8v
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