
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。 

2011年9月30日（改訂版） 

発行：株式会社パフ  



職サークルの全体像 

職サークル運営事務局 
（株式会社パフ） 
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具体的には 
○職学校Web 
○No Working No Life Week 

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 

職サークルについて 

職サークルとは？ 

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 

職サークル 理念実現のビジョン 

僕らの秘密基地。 
 
結束の固い 
小さなコミュニティ。 
 
たとえ敵が多くとも 
目指す未来のために。 
 
仲間たちと 
理念を濃厚に練り上げ 
小さなざわめきを起こす。 
 

大海原への出航。 
 
意義を広く伝え、 
仲間を募る。 
 
錦の御旗を掲げ 
「職サークル」の活動を広げる。 
 
徐々に賛同者は増え 
旧来の仲間も 
新しい仲間も 
さらに強固な絆を。 
 

みんなの、太陽になる。 
 
若者の育つ「場」が 
そこかしこに生まれる。 
 
「職サークル」は、 
世の中の誰もが知る存在に。 
 
賛同者に大きな感謝を！ 

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実現。 
 
理念はみんなのものになり 
「職サークル」は役割を終え、 
夜空の星になる。 
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職サークル ルネッサンス第１期総括と第２期計画 

職学校 ＷＥＢ 協賛企業一覧を 

貼り付ける 

職サークル ルネッサンス 第２期 計画 

職サークル ルネッサンス 第１期 総括 
職サークルルネッサンス第１期（2010月7月～2011年6月）では、 50社の協賛企業 
とともに「僕らの秘密基地」をテーマに、おもに下記のような活動を行いました。 
 

◆協賛企業の関係強化・横のつながり醸成 
 ・職サークル推進会議（定例会議）を毎月実施。 
 ・No Working No Life Week プロジェクトを実施し、１週間で、のべ3000人の学生が参加。 
  →業界を超えて、学生に学び・成長の機会を提供するコラボレーションイベントなどを開催。 
  →企業21社による合同イベント「職サークル 就職活動応援イベント」を開催。学生146名が参加。 
 

◆職サークルの濃厚な理念の練り上げ（「職サークル協賛企業行動指針」の作成） 
  「私たちは、道義を重んじた採用活動を通じて、学生と企業の信頼関係を構築します」 
  「私たちは、学生と正面から向き合い、働く楽しさ・厳しさ、意義を伝え、働く覚悟を問います」 
 

◆職サークルの活動を世に広める 
 ・職サークルシンポジウム（146名の企業採用担当者を動員）にて職サークルの活動内容を発表。 
 ・テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」、朝日新聞、東洋経済ＨＲオンラインなどで報道。 
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職サークル ルネッサンス第２期協賛企業紹介（順不同・敬称略） 

※【社名】各企業代表者氏名 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 

【NKSJシステムズ】飯田 隆志 
 
①相互理解の実現が最も重要であると考え、「知りたい」という想いには、 
徹底して情報や機会を提供します。  
②疑問や不安をできる限り消し去り、十分納得した上で入社を決めてもら 
うことを大切にしています。変に背中を押したり、期限を設けて迫ったり 
しません。可能な限り「ありのままを見てもらう」ことを優先し、「ＳＥは残業が大変そう」という不安の声
には、最終選考の前に、夜（20時頃）の職場の様子を見学してもらうことで、何人ぐらいが、どんな表情で仕
事を行っているかを実感値として理解してもらっています。 

【カネカ】小野 琢也  
 
①カネカは、就社ではなく就職を意識し、学生さんにとってベストの職に 
就くことを全力でサポートして行きます。 
②私たちは学生の皆さんと企業の相互理解を大切にしています。相互理解 
が足りないと感じれば、何度でも先輩社員との面談を繰り返すのはカネカならではの活動ではないでしょうか。
時間はかかりますが、学生さん一人ひとりと向き合い、本音の対話を繰り返し行うことで、お互いの価値観・
考え方を徹底的に理解しあうという姿勢を貫いて採用活動を行っています。 

【ケミカルグラウト】山根 佳織  
 
①信頼は知りあうことから始まります。まずは私達から、当社を知って 
もらうための情報をつぶさに提供します。 
②5年後、10年後の当社で働く自分の姿を想像できる人、当社で働く覚悟 
を決めた人に選考に臨んでいただきたいという想いから、会社説明会で 
は採用フローから勤務状況にいたるまで、様々な数字で会社を丸裸にしていきます。また、当社の採用ステッ
プとは無関係の「就活講座」を企画・開催し、出会った全ての学生さんのより良い就活を応援しています。納
得のできる会社と巡り合えるまで、何でも相談に乗ります。 

【さくら情報システム】宇治原 光博 
 
①私たちは全ての質問に答えます。 
②社会人としてどう自己成長し、どのようなキャリアを積みたいか？ 
１人で考えていても、結論を出すことは難しいものです。そこで、社員 
と一緒にキャリアを考える場として、あなたが社員にインタビューをす 
る「熱血！さくら塾」を設けています。社員に対して全ての疑問をぶつけること。社員の回答からあなただけ
の答えを見つけること。これこそが、あなたと私たちがキャリアを考えていく上で、不可欠なイベントだと考
えています。 

【ＴＫＣ】神戸   
 
①学生の人生の重要な局面に立ち会っている。この意識を忘れません。 
②採用担当には、「採用予定数を充足させる」という目標があります。 
このため、早く人数を確保したいあまり、学生にすぐに決断を迫り、 
長い時間付き合おうとしない企業が多いように思います。当社は学生が納得するまで、とことん待ちます。真
剣に悩む学生と、トコトン付き合います。最大、９月上旬まで自由に就職活動してもらい、充分に考えたうえ
で、決めてもらいます。一人の人間の重要な局面に立ち会っていることを忘れません。 
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【三菱電機ビルテクノサービス】高橋 沙季 
 
①嘘をつかず、ありのままを伝え、お互いの信頼関係の構築に努めます。 
② 「足を使って採用活動をし、学生の皆さんととことん会う」というこ 
とを大切にしています。昨年は全国各地の128校の大学を訪れ、各地の25 
の合同企業説明会に参画し、延べ4,618人の学生の皆さんにお会いしまし 
た。一人ひとりの学生の皆さんと膝詰めで話をし、会社の説明だけでな 
く、どんな質問にもお答えしたいと考えています。 

【内外日東】鮎川 礼 
 
①「ちょっといいかも？」から「ここに決めた！」へ。 
超魅力上昇型↗↗企業を目指します！  
②当社は、選考の1st Stepで個人面接（逆面接スタイル）を実施してい 
ます。学生には事前に質問を用意してもらい、制限時間を有効に使いな 
がら【聴く】【問う】ことをしてもらいます。質問の仕方や組み立て方 
を通じて学生の個性や素養を垣間見ることができ、また学生の＜物流＞に対する認識のギャップを選考の初期
段階で修正する事が可能です。学生にとっても物流業界を正しく知る良い場になっていると思います。 

R 

【アクシオ】福原 眞一 

 
①株式会社アクシオは、採用活動の全ての局面において、私どもの
ありのままを正直に伝えるよう心がけます。 
②当社では、会社説明会の時に職場を見学していただきます。また、
最終選考の内定者に対しては内定の意思を伝えるとともに、他に気
になる会社や上位志望の会社があればご本人の気が済むまでお待ち
します。また、いつ頃までお待ちすればよいか、大体の目処を申告
していただく旨をお伝えし、実際にその期間は当方から連絡しませ
ん。内定辞退者は勿論、受諾後の辞退者に対しても「去る者は追わ
ず」の大原則で対応しています。 

【東洋鋼鈑】丹下 宏樹 
 
①当社では、学生さん一人ひとりを尊重した採用活動を行います。 
②当社では、採用担当者に加え、異なる職種から集まった若手社員に、採 
用活動の運営に関わってもらっています。そのため、採用のさまざまな場 
で社員と話すことができるなど、社員との距離が近いことが特徴といえま 
す。距離が近い分、学生さん一人ひとりに真摯に対応します。 

【ノバルティス ファーマ】名川 隆志 

 
①ノバルティスは情熱的かつ誠実な採用活動を行います。 
②特にここがという特徴ではなく、医薬品におけるグローバルカン
パニーとして誇り、自信、勇気を持って取り組んでいます。医薬品
の営業であるMRという仕事に限界がない楽しさや面白さがあること
を真正面から伝えています。就職活動はたくさんの道があります。
悩むことも多いでしょう。どの道を選ぶのかではなく、選んだ道を
どう歩むのか？そう伝えていきたいです。 

５ 



※【社名】各企業代表者氏名 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 

【リンテック】村上 真弓 

 
①当社の採用モットーは、相互理解です。複数回お会いする中で十分時間を取り、お互いを理解しあい, 
ギャップのない活動を進めていきます。 
② 『相互理解』それが私たちの採用モットーです。面接当日は、「自分らしさをだしベストを尽くせるように。
ギャップのない採用活動をしてもらいたい。皆さんのことをもっと知りたい。」という想いから、学生さんと
担当者がお話をする時間を、必ず設けています。また、働いている姿を想像できるよう、少人数での見学会・
先輩社員との座談会も実施しています。熱い想いを持つ仲間と素の姿で向きあいたいと思っています。 

【レリアン】飯野 誠 

 
①私たちは、学生と同じ方向を向き、働くということの意義を見つめ、その覚悟を共有していきます。 
②内定は、企業が一方的に出すものではなく、お互いの意志が確認できたことで取り交わすものという考えか
ら、最終選考後に合格の通知だけします。合格者に対しての面談や合格者同士の交流会など、様々な情報を得
る機会を持てるよう工夫しています。また、選考前、選考中、選考後を含め、自分が働く現場を自分たちで工
夫して見てもらうようにしています。働くリアルなシーンに触れ、その覚悟を確認してもらいたいという思い
でいます。 

【セイコーホールディングス】岡田 陽介 
①採用活動を通じて、自分の意志で、自分の判断で生き抜く覚悟をもつ
学生の皆さんを応援します。 

【石心会】渡辺 稔 
①当法人では、「学生と企業がお互いに選考する」というスタンスで採
用活動を行なっています。 

【セントケア・ホールディング】成田 天宗 
①当社では採用活動を通じて、社会貢献と自己成長の意義を学生に伝え
て行きます！ 

【日本農産工業】垣内 啓子 
①学生とは真摯な態度で向き合い、コミュニケーションを大切にした採
用活動をしていきます。 

【山武】前山 なつめ 
①「相思相愛型採用」コミュニケーションを重ねることにより、お互い
にベストマッチを目指します。 

【ユーザックシステム】樋野 文人 
①当社では、学生との直接的な接点を増やし、「顔の見える採用活動」
を実施します。 

【ピーアンドピー】渡辺 宏紀 

 
①単なる就職活動を行う企業・学生という関係ではなく、働く意味をしっかり伝えたうえで活動できるよう、
学生の皆さんと接していきます。 
②学生の皆さんが自分自身で納得して就職活動を終えられるように接します。説明会では見えない、企業の中
身、これはいいこともあれば皆さんにとってデメリット・マイナスと感じる部分も含めて伝えていきます。人
事担当として、ありのままの会社の姿を見せた上で、１００％納得して入社決意を固めてもらえるよう皆さん
と接します。 
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【「職サークル」から、新しい新卒採用手法を紡ぎだし、発信する】 
 職サークルでは、時間をかけて学生に正面から向き合い、学生に気づきと成 
長を与えることで、学生と企業の信頼関係を築く採用活動こそが、企業の採用 
成功につながる道であると考えています。 
 「新採用手法創成プロジェクト」は、職サークルの協賛企業がそれぞれ選択 
する「採用活動変革テーマ」ごとにチームを編成し、各チームがこれまでにな 
い採用手法を開発、実践していく場です。 

職サークル推進会議 活動報告 

職サークル推進会議 第11回（7月27日）第12回（8月31日）  

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・発信する同志である職サークル協賛企業が月に一度集う場です。 
職サークル推進会議では、協賛企業が知識と知恵と情報をもちより、よりよい採用にむけてお互いを磨き合う活動を行います。 
 

（毎月１回開催） 

「新採用手法創成プロジェクト」 第２期より発足！ 

職サークルルネッサンス第２期より「学生と企業の信頼関係を築く採用活動」と「企業の採用成功に資す 

る活動」の２つを両立させ、成果を掲げて世の中に発信をしていくことを目指すべく、「新採用手法創成 

プロジェクト」を発足し、また「熱血採用討議」の実施を開始しました。 

 

 

【採用は何のためにやるのか？何が正しいのか？】 
 新卒採用とは、会社の未来を担う若者を採用する、責任の大きな仕事であり、 
また、採用活動でかかわる若者一人ひとりの人生への影響力も大きな仕事です。 
経営者・現場・上司・部下・学生…さまざまなステークホルダーと相対する中 
で採用担当者とは、どのような「哲学」を持つべきなのでしょうか。 
 「熱血採用討議」は、新卒採用にかかわるすべての人の視点を高めること目 
的に、新卒採用とは何のために存在し「採用の成功」とは何を指すのか？ 
という答えのない根源的・本質的なテーマについて語る場です。 

「熱血採用討議」 実施中！ 

新採用手法創成 
プロジェクト 

採用の知見を高める 
新しい採用のあり方を発信 

熱血採用討議 
マインド・視点を高める 

一体感の醸成 

懇親会（立食形式） 
個別での情報交換 
横のつながり醸成 

前半 

後半 

内容 目的 

終了後 

職サークル推進会議 プログラム構成 
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【各チーム「変革テーマ」と「ミッションステートメント」が決定！】 
 7月の回では、協賛企業各社が下記の「変革テーマ候補」の中からそれぞれの採用課題解決に直結するも 
のを選択し、会社（チーム）を発足し、それぞれ社長を決定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新採用手法創成プロジェクト 活動報告 

  目的：採用担当としての知識、ノウハウを高める  
7月 チーム分け チーム運営ルール作成  
8月 課題共有 テーマ確定  
9月 企画持ち寄り ブラッシュアップ 
10月 モニタリング（学生・大学・就職情報会社） モニターによるフィードバック  
11月 モニタリング（学生・大学・就職情報会社） モニターによるフィードバック  
12月 発表（審査員の前でプレゼン）  

全体の流れ・スケジュール 

7月・8月の活動報告 

【変革テーマ候補】 
①採用基準を満たす学生をより多く集めたい 
②エントリー者の属性の偏りを是正したい 
③選考・内定辞退を減らし、学生に選ばれる採用を実現したい 
④自社にマッチする人を的確に見極められる選考手法を確立したい 
⑤採用活動のブランド力を高めたい 

 8月の回ではチーム内各社の採用課題と、採用活動を変革するためのビジョンを共有し、新しい採用手法 
を作り出すための「ミッションステートメント」を決定しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

プロジェクトに参加する会社（チーム）紹介 

選択した変革テーマ： 
①採用基準を満たす学生をより多く集めたい 

◆ミッションステートメント（一部抜粋） 
 
・変革テーマ詳細： 
採用基準を満たす学生をより多く集める 
 
・具体的に目指す成果目標： 
５年後までに「あいつがいたから安心だ」「あいつに任せてみたい」
「このことはあいつに聞け」といわれるように育つ人材を確保するこ
と 
 

 

 

・課題を放置することによるリスク： 
会社の成長が止まる、活気がなくなる、会社の衰退につながる 
 
・目標達成により得られる価値 
新入社員は５年後の先輩社員を目指し、上司はよい刺激を受け 
がんばり、会社としての活力が高まる。 
 
・チームで大切にする価値観・行動原則 
ウソのない誠実な採用活動を貫く 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ミッションステートメント（一部抜粋） 
 
・変革テーマ詳細： 
優秀な男性or女性学生の採用（何が優秀かは今後詰める） 
 
・具体的に目指す成果目標： 
内定者の30％が男性（Ａ社）・50％が女性（Ｂ社） 
 

選択した変革テーマ： 
②エントリー者の属性の偏りを是正したい 

・課題を放置することによるリスク： 
新卒採用者の育成が難しくなる。社員の性別が偏り、ますます少ない
性別の採用が難しくなる。中途採用が増える。 
 
・目標達成により得られる価値 
社内の活性化→会社の売り上げ・利益の増大 
 
・チームで大切にする価値観・行動原則 
採用する学生の質を上げて、バランス（性別）を整える！ 
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◆ミッションステートメント（一部抜粋） 
 
・変革テーマ詳細： 
学生に本気ではたらきたいと思ってもらえるような、モテモテな会
社になる。 
 
・具体的に目指す成果目標： 
選考の各段階で前年度よりモテ度ＵＰする。 
（選考参加率・内定承諾率等の向上） 
 

選択した変革テーマ： 
③選考・内定辞退を減らし、 
  学生に選ばれる採用を実現したい 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆ミッションステートメント（一部抜粋） 
 
・変革テーマ詳細： 
学生に個社理解・共感を促進し、学生に選択権がある環境を作った
上で、内定承諾率を向上させる 
 
・具体的に目指す成果目標： 
個社の承諾率を前年比向上 
 

・課題を放置することによるリスク： 
フラレ度が高まる。採用担当がヘコむ。 
 
・目標達成により得られる価値 
相思相愛 
 
・チームで大切にする価値観・行動原則 
ありのままの会社の姿を伝える勇気をもてば、 
最後は必ず好きになってもらえる。 

選択した変革テーマ： 
③選考・内定辞退を減らし、 
  学生に選ばれる採用を実現したい 

・課題を放置することによるリスク： 
能力軸主体の足切り採用が加速 
 
・目標達成により得られる価値 
本当に働きたいと思う学生とともに働ける 
（合わないと思う学生は自主退場する） 
 
・チームで大切にする価値観・行動原則 
学生と企業が採用活動を待ち望む世の中にしたい 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

選択した変革テーマ： 
④自社にマッチする人を的確に見極められる 
  選考手法を確立したい 

◆ミッションステートメント（一部抜粋） 
 
・変革テーマ詳細： 
会社で活躍できる人材と相思相愛になる！ 
 
・具体的に目指す成果目標： 
内定承諾率の向上 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

選択した変革テーマ： 
⑤採用活動のブランド力を高めたい 

◆ミッションステートメント（一部抜粋） 
 
・変革テーマ詳細： 
採用ブランドの向上 
 
・具体的に目指す成果目標： 
4月中旬に内定を出す時、学生が歓喜の涙を流してくれる会社
になる 
 

・課題を放置することによるリスク： 
採用において、必要な量と質が確保できない 
 
・目標達成により得られる価値 
会社が活性化し、学生の成長へつながる 
 
・チームで大切にする価値観・行動原則 
社員の成長が会社の発展に！！ 

・課題を放置することによるリスク： 
現状と変わらない 
（集まらない、承諾してくれない、選ばれない） 
 
・目標達成により得られる価値 
採用担当者、社内スタッフのモチベーションＵＰ 
→業績ＵＰ→採用予算ＵＰ？ 
 
・チームで大切にする価値観・行動原則 
学生・企業・学校、みんなで歓喜の涙を流そう！ 

報道関係者様、大学・専門学校職員様、企業の採用担当者様、どなたでも！  （株式会社パフ 職サークル事業統括責任者 土田 宛） 

TEL: 03-3662-8011 
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 「エントリー者が昨年比20％増」「今年は早慶大学卒を10人採用できた」・・・皆さんの職場では、こんな 
言葉ばかり飛び交っていないでしょうか。新卒採用とは「効果」を数字で表すことが難しく、ついつい、短期 
的な考え方になりがち。職サークル推進会議の「熱血採用討議」では、本来会社経営において重要な役割を果 
たす「新卒採用」に携わる者としての高い視点で物事を考えることを目的とし、答えのないテーマについて議 
論しています。 
 「正解のないテーマ」について考えることで、価値観を交換し、採用哲学醸成のきっかけを得る場です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熱血採用討議 活動報告 

「そもそも」の話をしよう！ 

【熱血採用討議 グランドルール】 
・合意形成よりも、答えのないテーマについて考える、意見を交わすことが重要。 
・Ａ or B という選択肢どちらを選ぶか？よりも、なぜそう思うか？が重要。 
・状況によって答えが異なると考えられる場合は自分で定義づけをすることが重要。 

 8月の回ではチーム内各社の採用課題と、採用活動を変革するためのビジョンを共有し、新しい採用手法 
を作り出すための「ミッションステートメント」を決定しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7月の議論レビュー 
【ウソをつくのは正しい？正しくない？】 
 ７月の熱血採用討議のテーマは「ウソ」について。まず左記のよう 
なお題を参加企業の皆さんに投げかけ、その理由を発表してもらいま 
した。 
 
 職サークルのイベントでも学生には「ウソをつかずにありのままの 
自分を企業に伝えよう！」と言っていますが、そもそも「ウソ」と 
は何を指すのでしょうか？また、入社したい企業に入るために「ウソ 
をつく」のは悪いことなのでしょうか？ 
 

【学生が選考で「事実と異なること」を言うのは正しいか？正しくないか？】 
・だますのはダメだが、自分を魅力的に見せるため、ウソをつきとおせたなら、それは見抜けなかった採用担当が悪い。   
・本当のことというのは、時系列によって変化することがある。第一志望の企業などまさにそれ。「いまは」第一志望で
す。というのが本当でも、結果が異なることがある。 
・定量的なもの（ＴＯＥＩＣスコア等）は「ウソ」とわかりやすいが、「こういう性格です」という定性的なものは「ウ
ソ」のつもりがなくても事実と異なることがある。 
・０を１というウソはだめだが、１０を１５に見せるようなことはあってもいい。営業もそうだと思う。１０を１０にし
か言えない人は魅力に感じない。 
 

【自分の子供がウソをつき、資格を詐称して第一志望に内定したら？】 
・ウソをついたことは問題外（詐称など）。しかし、そこまでして入りたかったのなら入社して良いと思う。入社後痛い
目に会ってもよい勉強になると思う。  

続いて「採用担当の視点」から、少し見方を変えるために、さらに下記のような質問を投げかけました。 
皆さんならどうしますか？ 
 
【問】あなたには、就職活動生の子どもがいます。子どもが第一志望の会社から内定をもらいました！ 

    …が、しかし！ それは、ＷＥＢ試験・エントリーシートに替え玉を使い、TOEICスコアなど資格も詐称。 

            面接でも求める人物像になりすまし、ウソをつきとおして獲得した内定だったのです。 

   その事実を偶然、あなただけが知ってしまいました。あなたは、親としてその会社に 

   「入社しなさい」といいますか？「入社するな！」といいますか？ 
 
「採用担当として」の視点と「親として」の視点、視点を変えてみると、意見が変わるケースも… 
当日出た意見の一部を下記にまとめてみました。皆さんはどう思いますか？ 

【熱血採用討議 これまでのテーマ】 
・学生が内定を取るために事実と異なる事を言う（ウソをつく）ことは、 
 正しいか、正しくないか。（７月） 
・新卒採用を公平に行うことは正しいか？（８月） 
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学生向けの取り組み紹介 
「正解探し」ではなく「自分で考え、行動し、自分にとっての正解を自分で決める」進路選択を実現する 
ために―。職サークルが学生向けに行っている取り組みの一部をご紹介いたします。 

一流の社会人に触れ「自分にとっての一流の定義は？」を考えよう！ 
豪華講師陣による学生参加型リレー講座！ 
８月から10月にかけて、全８回開催。 

【講師の顔ぶれ】 

出口 治明氏（ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長） 

長島 芳明氏（株式会社日本経済新聞社 ヴェリタス編集部 次長） 

村井 満氏 （株式会社リクルート アジア担当 執行役員）  

藤田 潔氏 （三菱商事株式会社 人事部長） 

常見 陽平氏（人材コンサルタント・著述家・大学講師） 

鉢嶺 登氏 （株式会社オプト 代表取締役社長CEO） 

藤沢 久美氏（シンクタンク・ソフィアバンク 副代表） 

釘崎 広光氏（2011年10月より株式会社リクルート 顧問 就任予定） 

出口 治明氏 長島 芳明氏 村井 満氏 藤田 潔氏 

常見 陽平氏 鉢嶺 登氏 藤沢 久美氏 釘崎 広光氏 

幕末の「松下村塾」にならい、学生・社会人の垣根を取 
っ払い意見・価値観を交換するイベントです。 
 
企業の採用担当者と「そもそも、人はなぜ働くのか？」 
という答えのないテーマについて語ります。 
それも、飲みながら、食べながらブルーシートの上で。 
 
「自分にとって何が正しいのか？なぜそう思うのか？」 
自分と違う価値観とのぶつかりが、自分の考えをさらに 
深めてくれます。 

月見塾 職学校ＬＩＶＥ 

職サークルのイベントでは、就職活動のノウハウや、必勝法 
といったコンテンツは一切ありません。 
「決まった正解などない」「自分で考え、自分で正解を作り 
出す」ということに気付いてほしいからです。 
 
就職ノウハウ伝授イベントは数あれど「企業の採用担当者の 
本音が聞ける」のは職サークルだけ！ 
 
小手先の就職テクニックにはまってしまう前に、就職活動で 
対峙することになる「相手」の考え方を知るトークイベント！ 

Facebookページ 
QRコード 

職サークル facebook ページ 

職サークルfacebookページに「いいね！」を押していただくと、
各種イベントの詳細情報や、イベント当日の写真、イベントレ
ポートをご覧いただけます。 
 
一般的な就職活動関連のfacebookページと比べた特徴： 
・学年を問わず幅広い学生さんに購読していただいています。 
・学生だけでなく、大学職員の方、企業の採用担当者、 
 報道関係者の方が多く購読していただいています。 
 
若者と社会人をつなぐＷＥＢ上のプラットフォームとして、 
どなたでも「いいね！」を押してご参加いただけます。 
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 昨年、ルネッサンスと称して再開した「職サークル」も、この７月に、ついに２期目を迎
えました。今期は、私たちの活動をもっと多くの方々にお伝えしてまいりたいと考えていま
す。そして、ひとりでも多くの方々に私たちの活動を知っていただき「なんだか気になる存
在」になっていきたいと考えています。 

 そのためにこの会報も、全国のほぼすべての大学（主にキャリアセンター）にお届けする
ことに決めました。一方で、出来る限り多くの採用担当者の皆様にもお配りしてまいります。
日本の若者が、大きな志をもって社会に飛び出すことが出来るような環境を、職サークルに
集う皆様と一緒に創り出してまいりたいと考えております。今後とも、何卒よろしくお願い
申し上げます。 

職サークル運営事務局・パフ代表挨拶 
株式会社パフ 
代表取締役社長 釘崎 清秀 

職サークル会報『あかつき －ＤＡＷＮ－』Vol.4（改訂版） 
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 職サークルルネッサンス第２期になってから初めての会報、い 
かがでしたでしょうか。 
 今期は、より多くの学生に我々の活動を知っていただくために、 
いくつかのＮＰＯ・学生団体に協賛をしています。彼ら・彼女ら 
学生とお話ししていると、私よりもはるかに頭の回転が早く、行 
動力もある学生が多くいることに改めて気がつきます。 
 採用・就職関係の仕事をしていると、ついつい学生に「教えて 
やる」という上から目線、傲慢に陥ってしまいがちです。簡単で 
はありませんが、常に謙虚でありたいと思う今日この頃です。 
 
       株式会社パフ 職サークル事業統括責任者 土田 歩 


