迷ったり悩んだりしたら頼れる就職課スタッフに ¦ ニュース専修ウェブ版2007年10月号

2007年10月号
[4面]

迷ったり悩んだりしたら頼れる就職課スタッフに
各種就職支援プログラムが始まり、3年次生はいよいよ「就
活」に本格的に取り組む時期。活動が進むうちに悩んだり、
迷ったりすることもあるだろう。そんな時は、細やかな指導と
アドバイスで定評のある生田・神田の就職課スタッフにぜ
ひ、相談しよう。
11月号から就職課スタッフによるコラム「内定への道」を連
載するが、今号では、頼れるスタッフのひとりを紹介する。

▲熱心にガイダンスを聞く

「気づき」のきっかけに
就職課6年目となる島田敏之課員は、6月から3カ月間、学
内の職員研修制度を利用し、国際交流協定校の米・オレゴ
ン大学に留学した。
「学生就職相談で『自分の目で確認することが大切』といっ
ている自分も行動しなくては」と研修へ手を挙げたきっかけ
を話す。
オレゴン大での語学研修のほか、同じく協定校のネブラス
カ大、イリノイ大のキャリアセンターを訪問し、キャリアカウ
ンセラーへのインタビューも。「卒業生と在学生をうまく活用
していると感じました。本学において、既に実践している例
もありますが、さらに発展させられるヒントを得ました。今ま
で以上にＯＢと在学生の協力で、就職支援を充実させてい
きたい」と今後の業務へつながる情報を得て帰国した。
また、自ら志願して、ファシリテーターの講座を受講。グ
ループワークを通じて「自己分析」を行う「就職ゼミナール」
の企画・実施に携わってきた。就職相談では「学生の目
線」、そして「聴き役」になることを心がけ、「気づかせ役」に
徹したいと語る。

▲相談に応じる島田就職課員

▲文学部のガイダンス（生田キャンパス）

「就職課で多くの気づきがありました」という在学生や卒業
生からの言葉が、励みになっているそうだ。
「アメリカの大学で、『学生満足度の高さ』を感じました。本
学のすべての学生窓口、また、就職課を通じて、『専修大学
に入学して良かった』と感じてくれれば、最高です」と話して
いる。

▲法学部のガイダンス（神田キャンパスで）
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3年次生の皆さんへ

「学生就職アドバイザー」が皆さんの“就活”を応援します！
不安に満ちた就職活動。4年次生も1年前は同じ悩み、不安を抱えていました。しかし、先輩方も身近な存
在であるこの「学生就職アドバイザー」を活用し、希望の就職をかなえてきました。そんな先輩たちが今度
は「アドバイザー」として、皆さんの就職活動を徹底サポートします！ 厳しい就職戦線を勝ち抜いた先輩の
助言、体験談は、皆さんの心の曇りを晴らしてくれます。気軽にまじめな話をして就職活動の第一歩を踏み
出そう！
◆期間＝12月14日（金）まで ◆時間＝月曜日～金曜日14：30～16：30 ◆場所＝就職資料室（生田、神田
とも）。
※氏名、学科、担当曜日 (1) 内定業種 (2) 他に志望した業種 (3) ひとことアドバイス
【生田】
和泉 良平さん （経済）（月）
(1) 食料品製造業
(2) 製造（食品）、専門商社（食品）、物流、貿易
(3) 就職活動では、今までに経験したことのない不安を多々感じると思います。最後まで自分を信じ、長い
就職活動を自分のリズムで乗りきりましょう。

北村 俊輔さん （商業）（月）
(1) 百貨店
(2) 製造（玩具）、金融（銀行／信用金庫）、不動産
(3) 就職活動は、人生において通過点にすぎないので、気負うことはありません。自分に何ができて、何が
したいのか、そして、どうなりたいのかを一緒に考えましょう。

鈴木 信さん （経済）（火）
(1) 菓子製造業
(2) スポーツメーカー、不動産、商社、サービス（旅行／ブライダル）
(3) 就活での不安やストレスを解消する上で、一番支えになってくれるのは身近にいる家族や友達です。そ
ういう存在を大切にし、最後まで就活を頑張ってください。

亀山 佳奈絵さん （国際経済）（火）
(1) 運輸業
(2) 商社、マスコミ、サービス（ホテル）
(3) 就職活動中は他人の状況を気にせず、自分と向き合ってください。困ったときに就職課や先輩など、仲
の良い友達以外にも相談できる人を作ると心強いです。迷いながらも前に進もう！

住吉 秀美さん （会計）（水）
(1) 地方銀行
(2) 製造（医薬品）、住宅メーカー、金融（銀行／信用金庫）、情報・通信
(3) あとで後悔しないように積極的に行動し、早く失敗し、いつも前向きに考える！ことで、納得のいく就職
活動が出来ると思います！不安なこと、些細なこと何でも良いので話しに来てください。
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田村 智彦さん （人文）（水）
(1) 旅行斡旋業
(2) 運輸（航空／鉄道／海運／物流）、小売、サービス（テーマパーク）
(3) 就職活動は「勝ち」「負け」ではありません。だから、他人の結果を気にする必要はありません。要は、
いかに「自分の行きたい会社・自分に合った会社」を見つけるかだと思います。一緒に頑張りましょう。

鈴木 淑臣さん （経済）（木）
(1) 医薬品製造業
(2) 住宅メーカー
(3) 人生で初めて今までの自分と向き合うのが就職活動。この先ここまで自分を見つめ直す機会はないと
思うので、がっつり見直して自分なりの就職活動をしてください。

松場 彩さん （経営）（木）
(1) 地方銀行
(2) 金融（銀行／生保／損保／リース）、ＩＴ
(3) 不安はたくさんあるかもしれませんが、とにかく行動あるのみ！ )後悔の残らないように全力で活動して
ください。自分と向き合って焦らず元気よく！ いつでも相談に来てください。

板倉 沙織さん （国際経済）（金）
(1) 機械器具卸売業
(2) 製造（医薬品／食品）、商社、マスコミ
(3) 就職活動は自分との対話です！自分はどんな人間で、何をして生きていきたいのかをじっくり考えてみ
てください。そして、いつでもアドバイザーに相談に来てくださいね。

松田 広美さん （経営）（金）
(1) 印刷・同関連産業
(2) 製造（医薬品）、出版社、教育
(3) 人の意見を聞く事も大切だけど最後は自分で決めるもの。後悔しないためにも足と目を使ってたくさん
のことを吸収してください。

【神田】
石井 裕希さん （法律）（月）
(1) 地方銀行
(2) サービス、住宅メーカー、専門商社
(3) 就職活動は企業や人との出会いを与えてくれるだけでなく、自分を成長させてくれます。売り手市場と
言われていますが、その環境に安心するのではなくチャンスだと思って、ぜひ積極的に動いてください。皆
さんの頑張りを心から応援しています。

吉田 博さん （法律）（月）
(1) 輸送用機械器具製造業
(2) 製造（自動車部品）
(3) 就職活動は自分の夢を実現するチャンスです。つらいこと、大変なこともありますが、自分の夢と自分
自身を信じて頑張ってください！

大野 陽香さん （法律）（火）
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(1) 食料品・たばこ製造業
(2) 金融（信用金庫）
(3) 就職活動はつらいイメージがありますが、視野が広がるきっかけにもなります。たくさんの人ともかかわ
り、自分をもう一度見つめ直して、明るく取り組むことが大切だと思います。頑張ってください！

平松 慎也さん （法律）（火）
(1) 一般機械器具製造業
(2) 製造（自動車）
(3) 筆記試験対策は、しっかりと準備をしてください。就活中は、困難なことも多々あり、精神・肉体的に疲
弊しがちですが、自分を信じて頑張り続けてください。応援しています。

小関 真梨惠さん （法律）（水）
(1) 卸売業
(2) 製造（文具）、マスコミ（広告）
(3) 就職活動では努力しても通じないことがあると思います。けれども、努力した分だけ成長することができ
ます。自分を信じて最後まであきらめず、失敗は経験に変えて、経験は自信に変えてぶつかってください。
当たる前に砕けるより、当たって砕けることが大切です。

吉田 早織さん （法律）（水）
(1) 情報関連サービス業
(2) 鉄道、製造（精密機器・電気機械器具）
(3) とうとう就職活動が本格化する時期ですね。皆さんにとって、自己分析・エントリーシート・ＳＰＩ2対策は、
未体験のものばかりだと思います。だからこそどんどん相談しに来てくださいね。水曜日にお待ちしており
ます。

道方 優子さん （法律）（木）
(1) 化学製品製造業
(2) 製造（食品・文具・電気・機械）
(3) 就職活動は縁です。しかし、その縁をたぐり寄せるためには、自分から積極的に行動することが大事だ
と思います。納得して就職や進路を決められるよう、まず行動してみてください！

若林 広明さん （法律）（木）
(1) 広告業
(2) マスコミ（放送他）、公務員
(3) 就活の秘訣は、たくさんの人を巻き込むこと、協力してあげること、周りの人への感謝を忘れないことで
す。とにかく、何でもいいから一歩前へ出てみることが重要だと思います。完璧な準備なんかいらないの
で、何かやってみることから始まると思います。

猪上 翔太さん （法律）（金）
(1) 地方銀行
(2) 製造（医薬品、化学）、電力・ガス、専門商社
(3) とにかく足を使う！ 考えることは、いっぱいあると思いますが考えても前に進まない時は、思い切って
行動してみてください。きっと考える以上に発見すること、身につくものがあると思います。

渡辺 恭子さん （法律）（金）
(1) 建設業
(2) 製造（医薬品）、金融（銀行・信託銀行）
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(3) 就職活動は“これが正解！”というものはないと思います。自分と向き合って何がしたいかを考え、悔い
のないように！ 失敗は成功のもとです。失敗して気づくことはたくさんあります。頑張ってください。
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