
写真は、職サークル「月見塾」で学生が「働く」の定義をディスカッションした際の記録です。 



SHOKU-CIRCLE HEADLINE  

 12月20日―。176人の参加学生に
とって、「就職活動」に対する考え方が変
わる一日となったのではないでしょうか。 

  東京・築地の浜離宮朝日ホールにて
行われたイベント「就活大応援祭 ～人事
の皆さんごめんなさい！ 採用の裏側 すべて
見せます～」には職サークル協賛企業の

社会人52人が集結しました。 

 社会人・学生共通の合言葉は「学生が
もつ、社会に対する誤解を解き、自分のア
タマで考える就職活動を」。4つのコンテン
ツを通して、社会人と学生の垣根を徹底
的に取り払い、お互いの信頼関係を構築
する4時間となりました。  

 

 

常識や思い込みを疑い・自分のアタマで考える就職活動を！ 

「就活大応援祭 ～人事の皆さんごめんなさい！採用の裏側すべて見せます～」開催！ 

企業の見方（判断軸の作り方）を知ろう 

 第1部では、特別ゲストの海老原嗣生氏に「人事・雇用のカ
リスマが語る、あなたに合う企業の見つけ方」というタイトルで講
演をいただきました。 

 海老原氏は、リクルートエージェントで、有名大手企業から
中小企業まで、あらゆる企業を見てきた雇用のスペシャリスト。
データを駆使して、「本当に見えるウソ」を暴いていく、氏の真骨
頂が発揮された講演でした。 

 「企業は、世間的に優秀な学生ではなく自社に合う学生を
求めている」「就活では素の自分で勝負して、自分に合う会社
に入社するのがよい」という氏の主張には、参加学生から「驚い
た」と「安心した」という感想が多く寄せられました。 

 社会のことを知るには、社会人と話すのが一番！ ということで、
第２部では会場を４４のグループに分け、座談会を行いました。 

 最も特徴的なのは、座談会の形式。通常の合同企業説明
会とは違い、参加社会人は自社の説明ではなく、仕事で関わ
りのある取引先業界や、関連業界についてテーマをそれぞれ設
定。学生は、聞いてみたいテーマを自分で選択するという形式
で行われました。 

 社会人が第三者視点による「一次情報」を話してくれるた
め、学生も遠慮なく突っ込んだ質問ができ「今までとは違う切り
口で業界を研究するきっかけになった」「通常の説明会ではこ
のように気軽に質問はできない」など、大好評でした。 

興味のある業界の生情報を知ろう  

「人事」の考え方・選考基準を知ろう  

 第3部は、学生が知る機会のない「人事のホンネ」を赤裸々
に大公開するパネルディスカッション。 

 パネリストとして登壇したのは、三菱電機ビルテクノサービス
株式会社 二馬康昌氏と、ヤマトシステム開発株式会社 人材
戦略室 間宮隆介氏、海老原氏の３名。モデレーターをパフ代
表 釘崎が務めました。 

 「会社にとって新卒採用の意義とは？」「求める人物像と選
考方法の関係」「選考手法に隠された意図」「学生と人事の
認識の齟齬を埋めるために必要なこと」など、ライブのイベント
でしか話せない内容を、包み隠さずお話しいただきました。 

 第4部では模擬面接を実施。異なる会社の社会人と計２回
模擬面接を実施しました。学生３～４人に対し社会人１人という
尐人数制。さらに、模擬面接を受ける学生を交代制とすることで、
面接を受ける体験だけでなく、面接官の視点も体験してもらいま
した。 

 最後はステージ上で「公開模擬面接」。２名の勇気ある学生
が立候補してくれました。壇上に上がった13名の社会人には「自
社の採用基準では、２名のうちどちらを一次面接合格にします
か？」という質問を投げかけました。結果とその理由は各社バラバ
ラ。 

  「面接に受かるために、自分を偽って、別の人格になりすまし
ても、企業・学生双方にとって意味がない」ということが学生にも
伝わったのではないでしょうか。 

面接をする側・受ける側 両方体験しよう 

就活大応援「祭」と
いうことで、海老原
氏（写真左）も法被
を着て登場。（写真
右はパフ代表 釘崎） 

学生からは見えにく
い「仕事の大変さ」
や「社風の違い」を
第三者視点からお伝
えしました。 

公開模擬面接の
結果は驚くほど
会社によってバ
ラバラ。 

「人事も同じ人間
だ」と学生に思っ
てもらえるような、
ホンネのディス
カッションでした。 
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海老原嗣生氏 講演録 

  皆さんに質問です。企業が欲しいと思う
学生はどんな人でしょうか。「優秀な学生」
でしょうか。多くの人は、ここで大きな勘違い
をしてしまう。企業は「いい人」を探している
わけではなく、「自社に合っている人」を探し
ているのです。 

 そして、「自社に合っている人」というのは
当然会社によって大きく異なる。例えば、
『リーダータイプを企業は必要としている』と
いう偏見があるが、「リーダータイプはうちに
は合わない」という会社だってたくさんある。 

 あるエピソードを紹介します。去年の５月、
私のところにある学生が真っ青な顔で相談
に来た。話を聞くと、２０社受けてすべて全
滅だという。彼は学歴・性格・ルックスどれを
とっても良い学生。性格は縁の下の力持ち
タイプ。なのに、受けていたのは「おれが一
番・主役」という肉食系を好む業界ばかり。
彼は、典型的な就活迷子でした。 

 どうして迷子になってしまったのでしょう？ 
 
 まず、理由もなく大手人気企業を受ける 

→多くは自分に合っていない 
→素の自分でいく 
→必ず落ちる 
→（企業の求める人物に）なりすます 
→見破られる 
→素の自分・なりすまし どちらがよいか悩む 
→自信をなくす 
→内定した友人が偉く見えてしまう 

 私はこれを「就活 負のサイクル」と呼んで
います。最初の設計を間違えると負のサイク
ルに陥ってしまう。理由もなくブランド企業を
受け続けても、多くは自分に合っていないこ
とに気づかず、就活迷子になっていく。  

 負のサイクルに陥らないためにはどうすれ
ばいいのでしょうか。 

 まずは、自分のタイプを知る 
→企業のタイプを知る 
→自分に合った企業のみ受ける 
→素の自分でいく 
→受かる 
→自信がつく 
→欲が出て合っていない企業にも応募 

→必ず落ちる（合わないので） 
→合格企業がありがたく見える 
→喜んで入社する 

 自分のタイプを知り、自分に合う会社か
ら受けていけば、必ず就職はできるのです。
あなたを愛する会社は、必ずある。それを探
すのが就職活動です。たとえ落ちても「自分
はその企業に合わない、落ちてよかった」と
考えようじゃないですか。悩む必要はない。内
定した人は偉いのではなく、受けた企業が自
分と合っていただけなのです。 

200人が一斉に模擬面接！ 

休憩中も、社会人と学生が
活発に対話していました 

実は、こんなに多くの社会人が参加していました。 
職サークルに集う社会人は学生の味方です！ 

勇気を出して公開模擬面接に 
立候補してくれたお二人。ありがとう！ 

いつも以上に本音トーク全開！ 

※講演より一部を抜粋 

座談会で、一
気に社会人と
学生の距離が
縮まりました 

海老原さん、素敵なお話を 
ありがとうございました！ 
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協賛企業紹介（順不同・敬称略） 

※【社名】採用ご担当者氏名 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 
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【日本メックス】松村 聡 
 
①当社は、採用活動を通して学生1人1人の疑問や悩みに柔軟に対応でき 
る開かれた会社を目指します。 
②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行なっていることです。採用担当者は決して恐い 
人ではないと思ってもらうことが、その第一歩です。 
 会社説明会では、お茶を飲みながらの先輩社員とのフリートーク質問タイムに多くの時間を割いています。
また、面接前でのフリートークで場の空気を和らげることも重要な業務と位置付けています。 

【ＫＹＢ】渡辺 裕明  
 
①ミスマッチのない採用活動を展開します。  
②よりＫＹＢを知っていただく機会を増やそうと、工場見学会を実施して 
います。工場見学会は岐阜工場、相模工場で開催され、工場見学の他、先輩社員からの近況報告（どのよう
な仕事をしているのか、現在の仕事の印象）と、工場内の食堂で先輩社員を交え食事会も催しています。 

【ダイワコーポレーション】堂上 洋行 
 
①道義を重んじ、ウソのない誠実な採用を行います。  
②会社説明会には、すべて社長が出席し、フランクな質疑応答の時間も 
たっぷりとっています。時には個人的な質問や相談などもうけるほどで 
す。また、必ず各部署の先輩社員も一緒に参加し、日々の業務への不安 
や疑問を解決しきるまで質問を受け付け続けるようにしています。 
 選考も「人物重視」の名の通り、筆記試験は一切行いません。面接もアットホームな雰囲気の中実施する
ことを心掛けています。日頃の「素」をいかに見せてもらえるか、そしてこちらもお見せできるか。これが、
われわれのこだわりです。 

【ハイマックス】佐々木 三紗 
 
①働くリアルについて伝え続けます。理由と根拠を伝え続けます。 
②システムエンジニアという職種自体、わかりにくいなー、と学生のこ 
ろから思ってました。そのため、いかに分かりやすく仕事の仕組みやや 
りがい、厳しさ、その先に見えるものを伝えられるかということに注力 
しています。 
 そのため、説明会ではWebやパンフに載っていることは話しません！前に投影しているPowerPointに書い
てある内容は話しません！根拠や背景、言葉で伝えなければ分からない内容をお伝えしてます。話し長くな
りますが(笑)学生からは、Webやパンフに載っていること以外を聞けて良かった！という感想をいただきま
す。  



【アイア】小林 真理子 

 
①選考はお互いにとってプレゼンの場。全社一丸となり、当社を知り、好きになってもらう努力を怠りません。  
② 「全社採用」が最大の特徴です。社長も採用活動の重要性を常に社員に説いており、現場社員に採用活動の
協力をすると、みんな喜んで協力してくれます。「自分が採用された時も先輩社員に良くしてもらったので、   
自分たちが採用に協力することは、誇らしいことである」という考えが根付いているのだと感じます。 
 具体的には、ある一定の選考を通過された方には全員、現場社員による面談を行います。お互いを深く理解
し、納得して選び・選ばれるためには、現場社員の協力が不可欠なのです。  

【キングラン】西山 孝司 

 
①学生と正面から向き合います。内定がゴールではなく、社会人になるス
タート・ラインであることを伝えます。 
②就職ナビに情報を載せずに、採用活動を行っています。実は、１年前ま
では、１次面接で８割以上の学生を落とすような採用をやっていました。こ
の倍率の高さに違和感を感じ、2012年４月入社の採用から就職ナビへの掲
載をやめ、自社サイトだけでのエントリー受付に切り替えました。 
 応募者のほとんどが大学やイベント等で直接会った学生さんです。出会う
までには時間も労力もかかりますが、その分マッチング度も高く、応募学生
との間のギャップが小さくなっているように感じます。 

【マースエンジニアリング】井上 隆志 
 
①当社では「答え」を教えません。「答え」は自身で決めてもらいますが、 
ヒントは惜しみなく提供します。  
②「会う」事を第一にしています。エントリーシートや筆記試験、SPIなど 
の書類選考で合否判定は下しません。必ず「会って」お話を伺うことを大切 
にしています。 
 説明会でもちょっと調べればわかるようなことは残念ながら話しません。与えられた知識は正直覚えません
からね。「就職活動のため」ではなく、「デキる社会人になるため」にぜひ心掛けて欲しいことを色々なとこ
ろで伝えていきます！ 

【エスビー食品】竹田 陽子 

 
①当社では、学生の皆さんに自身の持ち味をしっかり 
伝えていただけるような選考を目指します。 
②当社では「個性」と「チームワーク」を活かし「自律的」に活躍ができる人
材を求めています。そのため、当社の選考では個人面接を基本とし、一人
ひとりとしっかり向き合って、その人の持ち味を引き出せるように努めていま
す。また、社員の個性を少しでも多くご紹介したいという思いから、ホーム
ページ上では多数の社員が様々なフィールドで活躍する姿をご覧いただけ
るようにしています。 
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【３Ｍジャパングループ(住友スリーエム)】山中 さくら 

 
①私たちは３Ｍのありのままをお見せすることにより、ギャップのない採用と就職を目指します 
②ウソのない３Ｍの姿をお見せしています。内定はゴールではなく、入社してからがスタートです。 
 就職の際、一番不幸なことは入社前と入社後のネガティブなギャップがあること。３Ｍでは年内の３Ｍビ
ジネスアカデミー（オープンセミナー）、ソーシャルメディア、採用ホームページや会社説明会を通じて
「等身大の３Ｍ」を発信しています。 

【講談社】山崎 英文 

 
① 「おもしろくて、ためになる」本づくりを目指し、新たなる100周年に向け、講談社は挑戦し続けます！ 
②出版社である講談社にとっては、入社を志望するすべてのみなさんは、志望者であると同時に大切な読者
でもあります。受験していただいたみなさん全員に、より一層、講談社のことを好きになってもらえるよう
に、常にフェアで納得度の高い採用活動を心がけています。また、「みんなで採って、みんなで育てる」を
合い言葉に、現場の社員も積極的に採用活動に参加しております。 

【パルシステムグループ】芳村 努 

 
①「心豊かなくらしと共生の社会を創ります」という基本理念の下、採用活動を行っていきます。 
②独自イベントを開催します。 
●「パル☆トーク」・・・パルシステムの若手職員達に、パルシステムのこと、就活中の時のことなど、
ざっくばらんに話してもらうイベントです。この機会にパルシステムのことを実際に働いている職員達にた
くさん聞いてみてください。 
●「パル☆試食会」・・・パルシステムの代表的な商品と市販の商品を食べ比べていただくイベントです。
商品担当によるパルシステム商品の説明も行います。 

【富士薬品】古池 卓馬 

 
①学生の皆さんが、社会に出るための「生きていく力」を身につけら
れるような採用活動を実施します。 
②職種別採用のため、説明会もすべて職種別（配置薬営業・ドラッグ
ストア・本社スタッフ・薬剤師・研究開発・製造）で実施しています。
幅広い事業を深く知っていただくための努力です。 
 希望勤務地を最大限考慮しています。Ｕターン、Ｉターン大歓迎で
す！ 
 各面接のフィードバックや説明会での質疑応答など、「応募してく
ださる方が社会に出るための『生きていく力』を身につけられるこ
と」を意識して採用活動にあたっています。 

【トレーディア】出口 善一 

 
①私たちは、人物本位の採用を行います。 
②当社の会社説明会では、質疑応答の時間に重きを置き、入社してからのギャップのないよう、学生の皆さ
まには不安や疑問をできるかぎり解消してもらいます。 
 また、内定者同士や先輩社員との懇親会、職場（事務所・倉庫・港湾）見学を通じて、４月にはスムーズ
に入社していただける環境作りを目指した内定者フォローを行っています。  
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 2011年12月21日（水）に、「新採
用手法創成プロジェクト」の最終発表会
が行われました。  

 本プロジェクトは2011年７月に発足し
ました。協賛企業の採用担当者が各社
の採用課題別に合計６チームを編成。
月例会議では、学生や大学職員の方々
にもアドバイザーとしてご参加いただき、新
しい採用手法の開発に取り組んでまいり
ました。 

 ゴールは、学生・企業・大学・採用支
援会社にとって「四方よし」の採用手法
を考えること。当日は、６チームがそれぞれ
の「新手法」について発表を行いました。 

 発表された新採用手法をいくつかご紹
介します。 

◆学生が希望する場合、最終面接で落
ちた学生を協賛企業同士で紹介し合う
「学生融通制度」 
◆すべての職サークル協賛企業が、１つ
のマイページを共有する「職サークルマイ
ページ」企画 
◆学生の視野を広げ、企業を比較したう

えでマッチした企業に応募してもらうため
の「異業種コラボセミナー＆WEBコンテ
ンツ」 

 また、ゲストコメンテーターとして、ＨＲプ
ロ株式会社 代表取締役 寺澤康介 氏
をお招きしました。寺澤氏からは「企業側
から情報開示を徹底し、職サークルという
場が信頼できる、というブランディングがで
きれば、新卒採用をよりよく変える事が出
来るのでは」というメッセージをいただきま
した。 

 各チームが考えた新採用手法は、早
速2013年卒の新卒採用活動から一部
企業で導入されます。 

 今期の職サークルのゴールは、「採用
活動を通じた学生の就職支援」と「企業
の採用成功」が両立可能であることを証
明することです。その成果を世の中に発
信するべく、今後も活動を続けてまいりま
す。 

 

SHOKU-CIRCLE    REPORTS 

 倫理憲章の影響で、企業が学生との
接触を自粛した2011年。学生にとって
社会との接点が減尐し、却って学生も企
業も得をしない状況が生まれてしまったの
ではないでしょうか。 

 職サークルでは、「まずは社会を知り、
社会と学生の距離を縮める」機会を学
生に提供すべく、社会人と学生が、肩ひじ
張らず、フラットに接することのできる機会
を創出してきました。 

 その活動の一環である職学校ＬＩＶＥ。
「ぶっちゃけトーク『面接官の脳内解剖』
編」と題して、10月13日、11月2日、12
月７月の3日程にわたって、延べ143名の
学生が参加しました。 

 第１部は、採用担当によるパネルディス
カッション。第2部はＮＧワードなし・tweet
厳禁のぶっちゃけ座談会。 

 参加学生は「人事には怖いイメージが

あったが、学生を応援してくれる人もいると
知れてよかった」「初めて社会人と気軽に
話せた」という感想を共有してくれました。 

 

 

 

  「食べるため」だけであれば、必ずしも
就職しなくてもよい時代。 「私は、何のた
めに働くのか？」という正解のない問いに
対して、自分なりの考え・哲学を磨き上
げることがこれまで以上に必要なのでは
ないでしょうか。 

 しかし就職指導の現場では、 「働く意
義」を考える過程を経ずに、エントリー
シート対策等の「選考の準備」に焦点
が置かれるケースが尐なくありません。 

 職サークルでは、社会人と話し、社会
の現実を知り「働く意義」を自分の言葉
で語れる、という土台があって初めて「選
考の準備」が活きると考えています。 

 最大の特徴は、参加者がブルーシー
トの上で車座になって、飲食をしながら
議論を進めるという点。それによって、学
生・社会人の垣根をすべて取り払ったう
えで、個人として対話する雰囲気を作る
事ができるのです。 

 今年で13年目になる「月見塾」。 9
月から12月にかけて計5回実施し、延
べ87名の学生が参加しました。 

 

学生が、社会人に対して感じている距離を縮め、社会の生情報を 
得ることを目的としたセミナー「職学校ＬＩＶＥ」を開催いたしました。 

学生と社会人が、ブルーシートの上で車座になって食べながら飲みながら、 
「自分にとっての働く意義」をテーマに熱く議論をする「月見塾」を開催いたしました。 

 

学生 

大学 

企業 

採用
支援
会社 

近江商人もびっくり 
「四方よし」の採用手法の実現 
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SHOKU-CIRCLE    REPORTS  

 第２回は8月24日（水）に開催。株式会
社マングローブ 代表取締役社長 今野誠
一氏を講師としてお招きしました。 

 組織変革・人事制度構築・教育研修を
専門とする今野氏。当日の講演内容は、若
手社員がのびのびと成長するための「自信
獲得」のメカニズムや、人を育てる風土を作
る3つの要素などについてでした。 

 また、ある会社の1年目～3年目までの研

修制度の内容や、マングローブ社の人気研
修プログラム「スター社員研修」のテキストを
惜しみなく公開していただきました。 

 参加された人事担当者からは「できること
を認める文化が大切」「若者を信じて、チャレ
ンジさせる空気をつくることが重要」と、若手
が育つ風土を作ることの重要性に共感する
感想が多く寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

株式会社マングローブ 代表取締役社長 今野 誠一 氏 

第２回：長期的な人材戦略に向けた「若手社員の定着と育成」 

 第４回は12月２日（木）に開催。株式会
社リクルート 顧問 釘崎広光氏を講師として
お招きしました。 

 釘崎氏は1979年、当時まだ無名だったリ
クルートに入社。急成長期のリクルートを人
事部長として支え、リクルートグループの事
業会社社長、リクルートの取締役を歴任さ
れました。セミナー当日は、釘崎氏のご経験
をもとに、人事部門の果たすべき役割や提
供すべき価値についてお話をいただきました。 

 参加型のグループワーク形式で行われた
この回。“第一級の知性”を発揮することで、
人事における “矛盾の統合”を追求してこら
れた釘崎氏と参加者が「人事とは何のため
に存在するのか？」を、ともに考えました。 

 参加者の皆様からは「矛盾＝ネガティブな
ことと考えがちでしたが、決してそうではないと
感じるようになりました」「人事とは何か？につ
いて、普段から考える機会をもっと設けたい」
という声をいただきました。 

株式会社リクルート 顧問 釘崎 広光 氏 

第４回：「経営の視点」と「働く人の視点」を併せ持った 
    「アウフヘーベン人事」のススメ 

 第３回は10月6日（木）に開催。シンクタ
ンク・ソフィアバンク 副代表 藤沢久美氏を
講師としてお招きしました。 

 ネットラジオ番組「藤沢久美の社長Talk」
などで、全国1000人以上の経営者のインタ
ビューをしてこられた藤沢氏。当日は、ご本人
の経験に基づき、経営者のリアルな声を語っ
ていただきました。 

 独特の人材マネジメント手法を用い、成

功を収めている企業の具体的事例をうかが
いながら、経営者の視点から「人事担当者
のあるべき姿」について考える有意義な時間
となりました。 

 参加された人事担当者からは、「社長の
想いを託す先は人事である、という言葉でモ
チベーションがあがりました」など、会社経営
における、人事の役割の重大さを改めて感じ
たという声が多く上がりました。 

  

第３回：経営者が「人事担当者に期待する真の役割」を考えよう！ 

シンクタンク・ソフィアバンク 副代表 藤沢 久美 氏  

本セミナーは、職サークル協賛企業の人事担当者を対象とす
る勉強会として、2011年１月よりスタートしました。新卒採用だけ
ではなく、高い視点・広い視野で「人事」に対する知見を深める
ための、識者による講演会です。 

職サークル 

特別講師 
セミナー 
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職サークル 今後の活動 

職サークル 今後の活動 

合言葉は「新卒採用活動を通して、若者の成長機会を創出する」。 
職サークル協賛企業が、リアルな社会を学生に伝える取り組みを “一斉に行う” ２週間です。 

詳細情報をご覧になるには 
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新卒採用業界のご意見番・パフ代表の釘崎清秀が、人事・雇用の第一人者をゲ
ストとしてお招きし、インタビューを行うコーナー。記念すべき初回のゲスト
は、株式会社リクルートで顧問を務める釘崎広光氏。実の兄弟が熱く新卒採用
のあるべき姿を語りあいました。なお、広光氏にはあくまでも個人の立場でお
話いただきました。（執筆：職サークル運営事務局 土田歩） 

会との接点を作ることができるアクティブな学

生と、そうではない学生の間で、社会やビジネ

スの実態に対する理解度には大きな差が生

じてしまっている。 

清：僕らパフの運営している職サークルでは、

「大人」と学生がフラットに交流できる機会を

作っている。 

広：でもまだ協賛企業は５０社程度だろう？リ

クナビ掲載企業数ぐらいの規模でやってもら

わないとねえ（笑）。 

清：こりゃ手厳しいなあ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清：採用支援業界の役割は、今後どのように

変わるだろう？  

広：学生が受ける企業を選択し絞り込む手

伝いをすることだね。予め自分に合う会社を

選んで受けることができれば、内定率や就職

率は向上するだろう。50社も100社も受けて

落ち続けるという事態が望ましいはずはない。 

 

 

 

 

 

 

釘崎清秀（以下、清）：経団連の倫理憲章

改定で、採用広報開始が2か月遅くなった。

採用支援業界もその影響をうけ、１２月１日に

就職ナビをオープンした。そのことについてはど

う思う？ 

釘崎広光氏（以下、広）：就職ナビは年中フ

ルオープンでいい。情報提供はいつやってもか

まわない。エントリーは別としてもね。ナビオー

プンが遅れた分、学生が企業を知る機会を

減尐させた感は否めない。 

清：過剰反応して、ある業界では横並びで一

切学生との接触を控える、なんて話もある。 

広：それは行き過ぎだろう。「平等に」というこ

とを意識したのだろうが。 

清：学生の就業意識向上のためには、働く社

会人との接触が丌可欠だと思うんだけど。な

んだか空しいね。 

広：学生が社会人に会って、社会の現実を

知ることには何の問題もない。ほら、親戚や知

人に仕事の話を聞きに行ったりするよね。その 

「話をしてくれる大人」の範囲が広がるくらい

の認識でいいんだと思うよ。 

清：どうすればもっと企業と学生との溝を埋め

られるかな。 

広：学生を社会に一歩踏み出させるような活

動は必要だね。現状では、学校教育の中で

社会人に接する機会は多くない。自分で社 

清：人気企業に、採用ターゲットでない学生

の応募が殺到することで、学生・企業双方に

とって、膨大な手間が発生しているよね。 

広：その通り。結果的に見て、ある程度の無

駄が発生するのはやむを得ない。でも、それを

最小化させていかないと、企業・学生・大学と

もに疲弊する。そして採用の可能性がない人

には「夢」を打ち砕いてあげるのも必要なこと。

「会わないとわからない」というのは間違いでは

ないが、会う前にできることがもっとあるはず。 

清：でも、自分がこの会社に受かるか、受から

ないかなんて、学生はセルフジャッジできないん

じゃないかな？ 

広：こと就職になると、客観的に現実を見る

のは難しいからね。幻想からなかなか抜けられ

ないのだろうね。 

清：大学受験には模試判定や偏差値という

客観的で明確な基準がある。自然と「地に

足をつけた選択をしよう」となる。それに比べる

と、就職ではそうはいかないのかもしれないね。  

広：採用の合否は「総合的な判断」であり、

「肌合い」という面もあるから、セルフジャッジが

難しい。 

清：学生が想像している以上に、学力の高さ

よりも「うちの会社に合うか」を重視している

企業が多いと思う。学生が自分に合う企業を

自分で認識するにはどうしたらいいのかな？  

「エントリー12月解禁」の功罪 

ＶＯＬ．１ 

２人の「釘さん」 
新卒採用のあるべき姿を語る 

新卒採用のトレンドを追う 特別対談 

釘崎広光氏（右）はパフ代表釘崎（左）の実の 
兄。ここに兄弟対談が実現した。 

学生のセルフジャッジを促進する 
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清：一方で、大学はどうするべきかな？ 

広：世の中にどんな企業やビジネスがあるかを

もっと知ることかな。特に企業のビジネスモデル、

つまり儲け方を知って、どんな儲け方がどんな

学生の価値観に合うかを考えたらどうだろう。

大学の教職員が学生のパートナーとして「合

う会社」を学生と一緒に絞り込んでいくことが

できれば、状況は大きく改善する。個々の企業

の事業や文化と、個々の学生の特性を把握

し、相性を見極める「エージェント」的役割が

大学教職員には求められている。 

清：教授の中には、就活そのものに対して否

定的な人もいる。 

広：だとすれば、キャリアセンターが動けばいい。

そもそも職業教育に力点を置いた「すぐれた

企業人を生み出すための大学」というものが

あってもいい。大学を「就職予備校」と揶揄す

る声もあるが、就職予備校でもおおいに結構

だと思うよ。 

清：では、学生に求められることは？ 

広：どんな大企業だろうが、安全・安定などな

いことを承知しておくべき。それから「金儲けは 

広：そう。企業が採用基準を言語化、公表す

るのは容易ではない。学生にとってもセルフジ 

ャッジは難しい。ならば、一つひとつ企業の人

材要件を言語化し、学生と企業に示してあ

げるのが、採用支援会社の役割だね。 

 

 

清：リクルートが始めた、求人広告による採

用支援ビジネスは、求人情報をオープン化し

た。その結果企業は、効率的に応募者を集

められるようになった。でも、今後はセルフジャ 

ッジの誘導、つまり選択肢を狭めていく支援

が求められるということだよね。 

広：そう。そしてそのために採用支援会社は、

自己否定をして、ビジネスモデルを変えるチャ

レンジをしていく必要がある。社会問題を解

決しながら新たな収益源を見出していくこと

が求められていると思うよ。 

清：誰がその役割を担うべきだろう？ 

広：企業の人材要件を最も多く把握し、且

つ学生のデータも最も多く持っている会社だ

ね。現状それに最も近いのはやはりリクルート

だろう。パフの職サークルも「一人ひとりの学

生に合った会社選び」のために活動している

けど、もっとブランドを向上させないと。中小勢

力が何を言っても世の中に大きな影響は不

えられない。自分たちの考えを世の中に浸透

させるには、もっと大きな影響力をもった存在

になるしかないんだよ。  

清：まいったな。今度兄貴にじっくり経営 を教

わりたいね。  

広：今後は弟の経営指導に精を出すのもい

いかもね（笑）。  

悪いこと」とはけっして思わないこと。企業の利

益は、世の中に提供した価値を示す証拠。逆

に、利益を出せないというのは世の中から価値

を認められていないということ。職サークルも

もっと収益を生む事業にしないとね（笑）。 

清：うっ、耳が痛い。話を戻して、自らを変える

ために学生自身ができることはある？ 

広：就職活動の前に、事業を営むとはどういう

ことかを学び、社会の現実を知ること。その中

で、自分の哲学・考え方を磨けば、就活になっ

てあわてて対策に走る必要もない。職サークル

は同じようなメッセージを発信してるんだから、

もっと学生に知られてもいいんじゃないの。 

清：ぜひ、もっと宣伝をお願いします（笑）。 

広：自助努力でやってください。 

清：冷たいこと言うね～。 

広：でもこんな対談を引き受けて、手伝ってい

るじゃない。 

二人：（笑） 

清：確かにそうだね。本当に感謝しています。 

今回はどうもありがとうございました。 

     

 

 

 

 

広：やはり、採用をする側が人材要件を明確

に言語化して、学生にセルフジャッジをしても

らうことだと思うよ。例えば「頭の回転が速い」

などの基礎能力の高い人が欲しいのであれ

ば、それを明確に打ち出すべきだろうね。 

清：でも、ある人気企業の採用担当者が

「世間からひんしゅくを買うので、求める能力

レベルの公表はできない」と嘆いていた。 

広：それはわからなくはないが、高い基礎能力

が要求される仕事はたしかに存在するわけで、

それを明示するのが誠実というものではない

かな。一方で、基礎能力以上にヒューマンス

キルがより重視される仕事もある。企業が人

材要件を曖昧にしている限り、適切なマッチ

ングはできないよ。  

清：人材要件を公表できない背景には人気

企業ランキングの存在もある。明らかに採用

対象じゃないボリュームゾーンに対しても、票

欲しさに広報活動を強化している企業もまだ

まだある。 

広：もはや人気企業ランキングに意味がある

とは思わないけどね（笑）。もし企業が人材要

件を公表できないのであれば、「第三者」がシ

ステム化・標準化してあげればいいのだと思う

よ。 

清：その「第三者」というのが採用支援業界 

だということだよね。 

大学・学生へのメッセージ 

採用支援会社は「自己否定」を 
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「アウフヘーベン」という言葉が好きになった。ドイツ
の哲学者ヘーゲルが提唱した概念で「二つの相
反・矛盾するものごとを、互いに否定しつつも生か
して統合し、より高次元の物事へと統合すること」と
いう意味だ。 
 高校の倫理で習って以来ずっと忘れていたこの
言葉だが、意外な再会の場があった。リクルート顧
問である釘崎広光氏をお招きし、学生向けに講演

をいただいた「ニッポンの若者に会わせたい！一
流の社会人」というイベントだ。氏が自身の経験を
語る際、アウフヘーベンという言葉を何度も使って
おられたのが印象的だった。 
 職サークルという事業も、究極の「アウフヘーベ
ン」であると思う。学生と企業、社会貢献と収益確
保、規模拡大と理念の保持―。運営事務局であ
る我々には、数々の矛盾を統合するための「第一
級の知性」が求められる。 
 自らを高める努力を怠らず、さらなる高みへと飛
躍する年としたい。（パフ土田歩） 

職サークル 協賛企業 一覧  

職サークル運営事務局・パフ代表ご挨拶 

株式会社パフ  
代表取締役社長 

釘崎 清秀 

 あけましておめでとうございます。2012年最

初の職サークル会報はいかがだったでしょうか。 

 ルネッサンスされた職サークルの活動も、今

年で３年目に突入します。昨年は職サークルの

ことが方々で話題になっていたと聞いておりま

す。Facebookなどのソーシャルネットワークの

中では、すでに大手就職ナビと肩を並べるほど

の認知度になっています。これもひとえに、職

サークルの理念に共感し活動をともに展開して

くださっている協賛企業の皆さま。大学キ 

ャリアセンターの皆さま。そしていつも陰ながら

のご支援をいただいているパートナー各社の皆

様のおかげでございます。あらためて、厚く御礼

申しあげます。 

 今年は、『パフ・ザ・マジックドラゴン』の辰年で

す。昇り龍のごとく、ますますの飛躍と発展を遂

げてまいりたいと考えております。今後ともなに

とぞよろしくお願い申しあげます。 

職サークル会報 
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