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めまぐるしく変わる社会状況、不安定な経済状況などから、

学生は安定を求め、公務員や有名企業への志望が集中する一方で、

知名度の低い優良企業への志望はなかなか増加しないなど、

アンバランスな就職採用状況が続いています。

視野が狭いばかりに、自ら厳しい就活を招いており、

疲弊している学生も多いようです。

このような就職環境だからこそ、保護者の方のご理解・ご支援、

ご家庭での環境づくり、適切なサポートが不可欠なのです。
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＜就職環境の変化＞

第1章 保護者からの支援が求められる現在の就職活動

保護者の時代とは
様変わりした
現在の就職環境について

新卒での就職こそが最大のチャンス

「隠れた優良企業」の発見こそが、成功の鍵

　短期決戦の就活の波に乗り遅れ、「とりあえず卒

業して来年アルバイトをしながら再チャレンジす

る」というようなことをお子さまが言い出したら要

注意。既卒はどんな事情があろうと、新卒に比べ圧

倒的に不利です。募集要項にも20××年３月卒業予

定となっているように、既卒は新卒とは区別されま

す。特に大企業ではその傾向は顕著で、卒業後のフ

リーター期間は「ブランク」としかみなされません。

経験がなく年齢だけ高い新人である既卒は、それだ

けで選考を通過できないこともあります。

　このようなことから、一度フリーターになってし

まうと、そこから正社員になれず、フリーターを続け

てしまう傾向にあり、生涯賃金でも大きな差が出て

きます。「就職できないのなら、養ってやろう」とい

う考えは禁物です。新卒で必ず就職するようにアド

バイスするのも、保護者の重要な役割の一つです。

　景気が安定し、採用意欲が高まっているとはいえ、

企業の厳選採用の傾向は変わりません。さらに短期

決戦は採用担当者にとっても大きな負担となってお

り、軽減するための措置として、早い段階に書類でふ

るいにかけてしまう状況は変わりません。特に大手

企業はますますその傾向が強くなるはずです。この

先は応募できる企業も限られてくるため、狭い視野

で世間の価値観に縛られた就職活動は危険です。内

定はゴールではありません。これから長い間働くこ

とを考え、徹底した企業研究を行い、「隠れた優良企

業」を発見することが成功への鍵となるはずです。

ただし、隠れた優良企業なら簡単に採用されるかと

言えばそんなことはありません。有名企業と分母の

違いはあるものの、「優れた人材を少数精鋭で育てた

い」という気持ちはどこも同じです。さまざまな角度

から人物を見極めようと、多様な試験や面接を実施

しています。短期決戦の中で、個々の力を磨きつつ、

企業を見極めるのは学生にとって大きな負担となる

はずです。保護者の皆さまの理解と協力が不可欠と

なります。

保護者の方ならではのサポートが求められる
　めまぐるしく変わる就職状況の中で

戸惑うお子さまには、保護者の理解と

支援が必要です。もちろん、過度な干

渉をする必要はありませんが、お子さ

まが社会人として自立できるよう協力

してあげてください。

　現在のストレスの多い就職活動で

は、精神的な支援、最も身近な社会人の

先輩としてのアドバイスがお子さまか

ら求められています。自らの人生を振

り返り、「なぜ働くのか」、「仕事とは何

か」を伝えてください。お子さま自身

が気づいていない長所も、成長を見守

ってきた保護者の方ならアドバイスで

きるはずです。

就職環境は年々大きく変わっております。
社会状況の変化で就職状況は短期間で大きく変わり、
昨年までと同じようなスケジュール感覚では成果が得られない状況もしばしば見られます。
ここでは現在の就職環境をまとめました。

　学生の就職活動は、インターネットの普及により

就職情報サイトの活用が一般的となり、情報収集や

企業へのアプローチ方法が大きく変化しました。

　採用スケジュールも2012年から5年の間に3回も

変更になり、特に2016年度は選考開始時期が8月か

ら6月へと変わり、準備期間が足りず企業研究等が

不十分だった学生が本学でもしばしば見られました。

今後も新卒採用を取り巻く環境はさらに変わってい

く可能性があり、入念な準備や計画を立て就職活動

をスタートする必要があります。入念な準備や計画

を立てずに就職活動をスタートすると、思うような

結果にならないこともあります。

就職活動のスケジュール変更で大きく変わる就職環境

2018卒：292名
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■長期間にわたる就職活動のスケジュール

6 月 7 月4 月 5 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1月 2 月 3 月
3年生

自己分析 自己分析とは、自らの長所、短所、価値観を理解していく作業。
「なぜ働くのか」「何が出来るのか」を明確にし、説得力のある志望動機につなげる。

インターンシップ
一定期間企業や官公庁で仕事を体験する制度。職業観や企業
への理解度が深まり、就職時でのミスマッチを防ぐメリット
がある。

早めにはじめて、決してあきらめないこと。
家族や友人・キャリサポの支援が支えになります！

企業主体のインターンシップ

筆記試験対策 筆記試験は、大きく分けると学力や知識を問われる試験と職務の適性をはかる適性検査の2種類。

各企業が独自に実施する短期インターンシップ

※経団連が今年度からインターンの日数規定を削除。
企業はできるだけ多くの学生に接触して、優秀な学生の
囲い込みに1Dayインターンシップを利用している。

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月以降
4年次生

会社説明会 就職情報会社が主催し多くの企業が参加する「合同セミナー」、本学で開催される「学内合同
企業説明会」、企業が単体で行う「会社説明会」がある。

面 接

企業が最も重視する採用試験。態度、服装、価値観
などが総合的に評価される。人間的な魅力や入社
への熱意を見られるので、自分らしいアピールの仕
方が重要となる。

エントリー&
エントリーシート提出

エントリーシートとは、住所や氏名のほかにも、志望動機や自己PRなど企業独自
の記入項目がある応募書類のこと。書類選考に使用されるケースが多い。

就職
ナビサイト
オープン

通年採用・
秋採用

「よい人材を採用したい」と、通常の採用スケジュールに乗らず、通年採用や
秋採用が行う企業も少ない。あきらめないで、チャレンジすることが大切。

業界・企業・職種研究 働きたい業界や企業、就きたい職種を研究する。
はじめは幅広く研究し、次第に具体的な業界や企業、職種を絞り込んでいく。

4
本格期スタート期体験期

3年生
準備期
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現在の就職活動は複雑かつ長期化しています。
このページでは、現在の就職活動の主なスケジュールをまとめました。
今、お子さまがどのステップにいるのか、どこでつまずいているのか、
把握できるようにしましょう。

＜現在の就職活動スケジュール＞

第1章 保護者からの支援が求められる現在の就職活動

現在の就職活動は
準備期間を含めると
１年間の長丁場

早い学生は低学年次から。内定までの長い道のり
低学年次
本学では1、2年生からキャリア教育がはじまり、自

らの職業観やキャリアプランを明確にしていきま

す。早期から就職への意識を高めていくことは重要

であり、そういった意味では、低学年次から就職活動

はスタートしているとも言えます。

３年生 4月～ 2月
自己分析を行ったり就職関係のガイダンスに参加し

たりと、就職活動への本格的な準備を始めます。また

３年次の夏には、長期休暇を利用して企業で働くこと

を体験するインターンシップが盛んになります。業

界・企業・職種研究を深めることが大切な時期です。

3年生　3月～卒業まで
各企業の説明会が開催され、具体的な仕事内容を理

解していきます。より現場の情報を得るために、

OB・OG訪問を行う学生も。志望動機や自己PRを記

入するエントリーシートの提出も始まり、実質的な

採用試験がスタートします。筆記試験もすぐに始ま

りますので、準備を怠らないようにしましょう。

　6月以降は面接が毎日のように行われ、学生は多忙

な日々を送ることになります。多くの企業がこの時

期に内々定を出すので、夏休みが始まるころが就職

活動のひとつの区切りになると考えられます。

一般的な採用スケジュールと
異なるパターン
就職活動前半までに内定が取れていなくてもチャン

スがなくなったわけではありません。採用活動を後

半から本格化する企業や通年採用を行う企業もあり

ますので、あきらめず活動を継続することが大切で

す。ただし、なかなか内定を得られないことで、スト

レスを抱え、精神的に不安定な状態になる学生もい

ますので、そんなときこそ、保護者の方の適切なサポ

ートが必要となります。
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■インターネットを利用する就職活動のポイント

1 パソコンは必要不可欠な道具

2 WEBでのエントリーが一般的

3 エントリー数は１人60社以上も一般的

4 エントリーをしなければ選考に進めない

5 就職情報サイトを活用する

6

1

2

3

4

企業とのやり取りは
主にメールや携帯電話 など など

可能ならばパソコンを用意
（ご家庭にない場合は学校のパソコンの利用を促す）

お子さまの就職活動に関心を持つ

時期を見て活動の進行を促す

有名企業に偏った活動をしていないか見守る

お子さまが壁にぶつかっていたら話を聞き、
大学のキャリアサポートセンター（P15）を利用するようアドバイスしましょう。

保護者に求められる支援

立正大学様/保護者版就活読本DIC 172 DIC 514

第1章 保護者からの支援が求められる現在の就職活動

今や、インターネットでのエントリーは常識。さらに、多種多様な筆記試験・面接
など、保護者の皆様の時代にはなかった採用形式も数多くあり、採用試験は複雑に
なっています。さらに、採用スケジュールの変更で、これまでよりいっそう、複雑に。
保護者の皆様もぜひ知っておきましょう。

インターネットを使った企業へのエントリー
　エントリーとは企業に対して「就職先として

貴社に興味があります」と意思表示をすること。

エントリーをすると資料が送付されたり、会社説

明会の案内が届いたりします。

　方法は企業によってさまざまですが、インター

ネットを使って、企業の採用ホームページや就職

情報サイト上で行うのが一般的です。エントリー

の締め切りが過ぎてしまうと、その後の選考に進

めなくなってしまいます。また、就職情報会社が

運営する就職情報サイトは、多くの企業の採用情

報が掲載され、選考に関する企業とのやり取りも

サイトを通じて行われることから、パソコンがな

いと就職活動が満足にできないのが現状です。

＜現在の就職活動の特徴＞

多様化、分散化する
就職活動の流れ

就職活動スタイルの多様化
　2016年卒採用以降、大きく変わったのはスケジュー
ルだけではありません。例えば2015年卒採用までは学

生の動きは夏のインターンシップと春からの本選考が

メインの動きでしたが、2016年卒採用では、夏インタ

ーンシップ→秋イベント→冬インターンシップ→春・

夏選考と活動内容も複雑化しています。企業もリクル

ーターの復活、キャンパスでのリクルーティング、AIや

HR Techの活用など、多様な採用活動へと変化してい

ます。情報をしっかりキャッチしつつも、振り回されな

いよう、よく考え着実に動くことが重要です。

採用試験の第一関門である「エントリーシート」
　エントリーシートとは、住所や氏名のほか、「志望動機」

や「自己PR」、「学生時代に打ち込んだこと」など企業独自

の質問項目がある応募書類のこと。提出することで、企

業への正式な応募となります。

　多くの企業はエントリーシートをもとに書類選考で応

募者を絞り込み、面接の際にも重要な資料として活用し

ます。採用試験の第一関門であり、「どのような人物で、

何がしたいのか」を判断されるため、学生にとって大変労

力のかかる書類になります。

　保護者の皆さんは本人が気づいていない長所や能力

をアドバイスしてあげましょう。保護者の皆さんだから

こそわかることもあります。書き上がったシートに目を通

して、ご自身の経験をふまえてアドバイスを行うのもよ

いでしょう。

人材を見極める多様な採用試験
　筆記試験は主に学力や知識を問う能力試験と職務の適性をはかる適性検査の２種類。最近では専門業者が作成

したテストを使用する企業が増加し、指定された試験会場でパソコンを使って受験するテストセンター方式も普及

しています。

　また、論理構成力、思考能力、文章表現力、価値観を判断するために長文を書かせる「論作文試験」を導入する企業

も年々増えています。

　面接は採用選考の中でも企業が最も重視するプ

ロセスだといわれています。

　最近は多種多様な形式で面接が実施され、それぞ

れ評価されるポイントも異なります。言葉遣い、コ

ミュニケーション能力、論理的思考、状況判断能力

などが注目されますが企業がもっとも知りたいの

は学生の「人となり」です。準備をしっかりと行い、

自然体で臨むことが大切です。

内
容
・
特
徴

能力試験1 2 適性検査

■筆記試験の種類

一般常識 時事問題 専門試験 語学試験 ＳＰＩ3 ＣＡＢ ＧＡＢ ＩＭＡＧＥＳ
内田

クレペリン
検査

国語、数学、英語、
社会、理科の５
教科で基本的に
構成。中学・高校
程度のレベルで
すが、企業ごとに
問題の内容が異
なる。

社会や業界への
関心度が問われる
時事問題。業界・
企業の動向や事
件、政治・経済の
動向や社会情勢
の変化、世の中
のトレンドなどが
出題。

業務に関わる専
門知識が問われ
る。主に専攻の科
目についての学
力が試される。

主に英語力が問
われることが多く、
レベルは中学～
英検２級程度。和
訳、長文読解、英
作文、語彙の問題
という構成。

基礎能力、性格、
意欲、行動、情緒
などの側面から人
物の特徴を明らか
にするために、国語
能力を測る「言語
問題」と数学能力
を測る「非言語問
題」、職務適性を
測る「性格適性検
査」が出題される。

コンピューター職
の採用選考やIT
業界で使用され
ることが多いテス
ト。暗算・法則性・
命令表・暗号解
読、性格テストで
構成。

コンサルティング業
界や証券・商社な
ど幅広い業界で使
用されているテス
ト。言語、計数、性
格テストで構成。

GABの簡易版とも
いえる適性検査。テ
スト時間が短く、大
量採用を行う企業
や人気企業で実
施。ＣＡＢの暗算、長
文読解、英語、適
性検査で構成。

銀行、鉄道会社、
官公庁などで使
われている検査。
能力面を含めた
性格・行動特徴を
総合的に測定し
ていく。

■面接の形式
個人面接

学生が１人で受ける
面接形式。自己PRや
志望動機をしっかり
伝えられる。

集団面接

複数の学生が一緒に
行う面接形式。受験
者数を絞るときに行
われることが多い。

グループ
ディスカッション

複数の学生がグルー
プになり、与えられた
テーマについて討論
を行う。

プレゼンテーション

与えられた課題につ
いての企画を立案し
プレゼンテーションす
る形式。
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立正大学の
就職サポート体制

2
［第2章］

早期に内定を勝ち取る学生には、共通した特長があります。

それは、〝当たり前のことを当たり前にやる〟という、

良き生活習慣が身についていること。

そして、〝社会に出て働く〟という心構えが

しっかりとできていることです。

景気はゆるやかに回復していますが、厳選採用の傾向は変わりません。

就職活動は、学生が大きな成長を遂げるチャンス。

厳しい状況であればあるほど、その成長も著しいはずです。

立正大学では、できるだけ早い時期からご家庭と連携し、

お子さまの進路選択を支えたいと考えています。

保護者の皆さまも、ぜひ就職活動に関心をもち、

温かく見守ってあげてください。

家庭 大学

学生

しっかりサポート！

就活キックオフミーティング出陣式

3年生対象 キャリアガイダンス

立正大学様/保護者版就活読本DIC 172 DIC 514

立正大学では「キャリアサポートセンター」を中心に、きめ細

かなサポートを行っています。1年次からさまざまな経験の

機会を用意するなど、学年を追うごとに少しずつステップアッ

プしながらキャリア形成を支援し、本格的な就職活動の時期に

は、自信を持って就職活動に臨めるよう、支援しています。

個性に合ったキャリアアップをサポート！
立正大学のキャリア支援

1

キャリアサポートセンターの 3つの支援体制

■ キャリアサポートセンターが開催するプログラム一覧

職業への知識と就業力を身につける「キャリア形成支援」

2

3

［主なプログラム］　■ キャリア開発基礎講座　■ スキル開発　■ インターンシップ

就活を乗り越えるための力を身につける「就職活動支援」
［主なプログラム］　■ ガイダンス ■ ワークショップ ■ セミナー ■ イベント ■ 企業説明会 ■ 筆記面接対策

社会一般で求められるスキルを身につける「資格取得支援」
［主なプログラム］　■ 資格対策講座　■ 公務員採用試験対策講座　■ 教員採用試験対策講座

キャリア形成支援プログラム
■ キャリア開発基礎講座 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　
■ インターンシップ　

■ スキル開発

就職活動支援プログラム
■ キャリアアワー
・就職ガイダンス
・職業適性検査／SPI3 模試／一般常識模試
・リクルートファッション講座、メイクアップ講座
・職種・業界研究／企業研究セミナー
・履歴書・ESワーク、面接対策ワーク、GDワーク
・筆記克服塾&筆記選考突破講座

■ 就職試験対策講座
・筆記試験対策総合講座
・エントリーシート対策講座
・就活総点検講座

資格取得支援プログラム
■ 資格対策講座 ■ 公務員採用試験対策講座

■ 教員採用試験対策講座

■ 就職支援イベント
・学内合同企業説明会
・面接対策セミナー
・先輩取材プロジェクト
・Uターン・ ターン就職ガイダンス
・障害者ガイダンス
・就職活動用証明写真撮影会

・MOS講座
・秘書検定2級講座

・旅行業務取扱管理者講座（国内・総合）
・中国語講座
・FP技能検定3級講座
・ビジネス実務法務検定3級講座
・宅地建物取引士講座
・ITパスポート講座

・基本情報技術者試験講座
・リテールマーケティング（販売士）
  検定3級講座
・医療事務（医科）能力検定3級講座
・色彩検定（カラーコーディネーター）3級講座
・介護職員初任者研修講座

・簿記検定2級講座
・簿記検定3級講座

・TOEIC講座
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人
材
教
育

就
職
指
導

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月

キ
ャ
リ
ア
形
成

資
格
取
得

就
職
活
動

新卒応援ハローワークによる就職相談コーナー

学内合同企業説明会・
ガイダンス

ホンキの就職
1dayセミナー

ホンキの就職
1dayセミナー

学内選考会 学内合同説明会

キャリア開発基礎講座 Ⅲ

キャリア希望登録

インターンシップ授業 イ　 ンターンシップ授業・実習報告会インターンシップ実習

キャリアアワー

筆記克服塾  品川 5月～7月・10月～11月／筆記選考突破講座 熊谷 11月～12月

公務員採用試験対策講　 座

TOEIC講座

キ　 ャリア開発基礎講座 II

エントリーシート対策講座 業界・企業研究フェア／面接対策セミナー

筆記試験対策総合講座 品川 12月～2月 熊谷 11月～2月　 学内合同説明会就職ガイダンス（5月～12月 全4回）

キャリア開発基礎講座 I

簿記検定3級講座

簿記検定2級講座（品川）

秘　 書検定2級講座

就活ラスト
スパートフェア マッチングイベント

スピード選考内定獲得プログラム

新　 卒応援ハローワークによる就職相談コーナー

公務員採用試験対策講座　※2年生は11月～3月

教員採用試験対策講座

MOS講座MOS講座

2・3年生

1・2年生

1年生

全学年共通
4年生

2・3年生

全学年共通

4年生

3年生

3年生

※各種資格対策講座のスケジュールにつきましては、ホームページをご参照ください。

キャリア開発基礎講座 I

キ　 ャリア開発基礎講座 II

インターンシップ 面接対策セミナー

立正大学様/保護者版就活読本DIC 172 DIC 514

第2章 立正大学の就職サポート体制

1年次からの
きめ細かいキャリア形成支援と
徹底した就活支援で希望の進路へと導く

1年間のキャリアスケジュール

立正大学の就職支援は、入学したその日から始まる
といっても過言ではありません。社会で活躍するための能力が
学びの中で身につく「立正ならではの人材育成カリキュラム」と、
学生一人ひとりをサポートするキャリアサポートセンターの「きめ細かな就職支援」。
この２本柱による相乗効果で、確実に夢が実現できるよう後押ししていきます。

業界・企業研究フェア
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「筆記克服塾」（品川）

筆記試験を克服するためのオリジナルプログラム。
数的処理を基礎からしっかりと学べる講座です。1・2年生か
らの積み重ねで確実に効果がアップします。

就職ラストスパートフェア

多くの先輩たちが、卒業までの1ヶ月で劇的な逆転を経験
してきたイベントです。

就活模擬面接会

キャリアカウンセラーによる面接特訓を行います。

障害者ガイダンス

体育会所属学生向け就職ガイダンス

外国人留学生向け就職ガイダンス

エントリーシート対策講座

面接試験まで視野に入れたシートの書き方、マニュアル型ではな
いシートの書き方を教えます。

就職活動用証明写真撮影会

就職活動用の証明写真を学内で撮影します。学内実施なら
ではの安価な料金で撮影できます。

筆記試験対策総合講座

SPI3を中心に、効率よい勉強方法をはじめ、さまざまな対策
を行います。

面接対策セミナー

現役の採用担当者が講師となり、面接の個別指導を行います。

「筆記選考突破講座」（熊谷）

就活相談コーナー

筆記試験、特に「計算問題を解く力」は企業・団体・法人、教員、
いずれに就職する場合でも欠かすことができないスキル。
本番でいかに早く解けるかが専攻突破の鍵とも言えます。
この講座では楽しく短期間で解答のコツを身につけること
ができます。

ハローワークの学生就職支援の専門職「ジョブサポーター」
による新卒求人紹介。

学内合同企業説明会

立正大学歓迎企業を学内に招いて行う説明会です。毎年、
この説明会をきっかけに多くの先輩が内定を得ています。

業界・企業研究フェア

各業界を代表する企業・業界の担当者を呼んで、業界の動向
や基礎知識を学ぶプログラムです。

先輩取材プロジェクト

社会で活躍する先輩に会いに行くチャンス。取材先への電話
確認から取材後は報告書作成、礼状の発送など、取材を通し
て、職業人意識を身につけます。

Uターン・I ターン就職ガイダンス

首都圏以外のエリアへの就職希望者を対象に情報提供を
行います。

キャリアアワー（全3年生対象）

無理・無駄なく確実に準備を進められる実践的なプログラム。
授業と同様、週1回参加を必須としています。

主な講座 ● 就職ガイダンス（全4回）
「キャリアコンパス」をテキストに就職活動に必要な重要ポイントを解説。

■4年生対象

キャリア開発基礎講座 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

スキル開発

インターンシップ

生き方・働き方に関する基礎的知見を提示することによ
り、受講生諸君が築く今後の人生設計に対して、有益な示
唆を与えることを目的としています。

PC・語学・簿記・マナーなど社会一般に求められているスキル（技術）を在学中から習得しておくための講座です。

将来に役立つ社会観、職業観を身につけ、業界・企業への理
解を深めてもらうとともに、知識·マナーなど、より裔度な
社会常識を身につけた社会人として巣立ってい＜ことを
目的として実施しています。

キャリア
形成支援

将来を考え自分作り！

就職活動
支援

チャンスをつかむ！

キャリアアワー

キャリア
カウンセリング

キャリア開発基礎講座

スキル開発

インターンシップ

ガイダンス

学内企業説明会・企業説明会

筆記対策

面接対策

1～3年生対象

苦手意識をいっきに克服！ グループワーク等、参加型のイベント
※インターンシップを考える学生も対象（1・2年生も参加できます。）

3年生対象※

プロのキャリアカウンセラーがしっかりサポート全学年対象

資格取得支援

1～3年生対象

全学年対象

就職活動の
基本を
知る・学ぶ

立正大学キャリアサポート
センターができること 1年 2年 3年 4年

全学年対象
資格対策講座

公務員・教員試験対策講座

資格取得
支援

なりたい自分に近づく！

入学 進路・就職決定・卒業

社
会
で
活
躍
し
よ
う
！

就職試験対策講座

就職試験対策講座

基礎学力講座

立正大学様/保護者版就活読本DIC 172 DIC 514

立正大学では1年生から着実にキャリア形成支援を行ったうえで、
3年生の4月から就職支援に関するイベントをスタート。ガイダンスを
はじめとした就職支援講座や試験対策講座、学内企業説明会など、
幅広い角度で支援していきます。
一方でキャリア開発も継続し、一人ひとりが満足できる進路選択をサポートします。

立正大学のキャリアサポートの流れ

さまざまな角度から
就職活動を支援する
充実のキャリアサポート

第2章 立正大学の就職サポート体制 主な就職支援プログラム

■全学年対象

■3年生対象
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ADVISE

悩んだとき、困ったときに
気軽に相談・利用できる
キャリアサポートセンター

第2章 立正大学の就職サポート体制

キャリアサポートセンターが実施する行事などはこち
らを通じて配信します。

本学学生専用の就活お役立ち情報サイトです。ポータル
サイト内「キャリアナビ」からアクセスします。求人票の
検索・キャリアサポートセンターからの最新情報・自己分
析ツール・履歴書などの下書き、各種シート、フォームのダ
ウンロードができます。

学生専用ポータルサイト

立正キャリアナビ

文書作成・インターネット

※「ポータルサイト」「立正キャリアナビ」は、ご自宅のパソコンからも利用できます。

立正大学様/保護者版就活読本DIC 172 DIC 514

キャリアサポートセンターは、品川・熊谷それぞれのキャンパスに設置されており、
就職に関するさまざまな資料や最新の情報を取り揃えて、提供しています。
そのほか、企業情報や求人票の提供、就職に関する相談や面接練習などを行い、
お子さまの就職活動をしっかりサポートしますので、
積極的に利用するようアドバイスしてください。

キャリアサポートセンターは、下記の時間いつでも利用できます。
※長期休暇期間中は開室時間が変更となります。詳細は掲示またはウェブサイトにてご確認ください。

進路や資格取得に関する相談のほか、
履歴書・エントリーシートの添削や、
模擬面接など、個別ブースでキャリア
カウンセラーが、幅広く相談に応じ
ます。
■相談時間：１人１回40分以内
■相談受付：閉室1時間前まで

■キャリアカウンセリング

閲覧室には次のような就職活動上必要な資料が常備されています。

就活サイトの閲覧やWebテスト受検など、就職活動に関することに利用できます。
【1.事務取り扱い時間】 

【2.活用方法】 

開室時間

所在地

月～土曜日
9:00～ 17:40

（相談受付は 16:40まで )

月～土曜日
9:00～ 17:40

（相談受付は 16:40まで）

品川キャンパス  9号館1階 熊谷キャンパス  1号館2階

■新聞雑誌 
各種新聞・各種経済誌など

■書籍・刊行物
就職参考書・問題集、公務員・教員問題集、U・Iターン関係資料など

■各種データ
会社四季報、帝国データバンク会社年鑑、東京商工リサーチ企業検索
（CD-EYE50）等

■就職活動体験記
本学の先輩たちによる内定獲得までの体験記

■企業・団体案内（熊谷キャンパスのみ）
企業や自治体、福祉施設から送られてきた案内、パンフレットなど

■先輩取材レポート
具体的な仕事内容や仕事観を直接OB・OGにインタビューした報告書

■資料の閲覧

■立正キャリアナビ等パソコンの利用
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初めての経験に戸惑い、なかなか思い通りに進まない就職活動。

長引くほどに、お子さまは大きな不安とストレスを抱えてしまいます。

そんな時だからこそ、何気ない一言に傷ついたり、勇気づけられたり…。

保護者の皆さまなら、お子さまにどんな言葉をかけてあげますか?

子どもの良いところを見つけて褒めて、自分の良さに気づかせる。折れそうなほど
弱った心には、自信を与えることは何よりも大切なこと。社会人としての経験を話
したり、つねにポジティブで、思いやりのある言葉を投げかけてあげましょう。

ネガティブで、不安に思わせる内容、やる気を失わせるような言葉は絶対NG!  保
護者の考えを一方的に押しつけたり、誰かと比較したり、プレッシャーを与えたり、
逆に甘えの気持ちを引き起こすような一言も避けるように心がけましょう。

「小さい頃からこういうことが得意だったよね」

「その会社、○○っていう新製品を出したところだよね」

「世間では余り知られていないけど、その業界には○○という会社があるよね」

「面接のやり方、一緒に見直してみない?」

「あなたなら大丈夫。自信を持って！」

「あなたは気づいていないかもしれないけど、こんな点はとても良いところよ」

「○○さんにおまえのこと話しておいたから、自分で連絡してみなさい」

あなたには○○があるじゃない。自信を持ってね」

「○○をしている時がいちばん楽しそうだったから、
こういう仕事も向いているかもしれないわよ。トライしてみたら?」

「アルバイトは一生懸命だったわよね。どんなことがあなたを熱中させていたの?」　

「自分の好きなことから、企業を探してみるのもいいんじゃない？」

「どんな会社かも大事だけど、どんな仕事をするかが重要なんだよ」

「企業の規模や人気だけにとらわれるな。時代は変わるんだから」

「そこはどんな会社なの? お母さんも使ったことのある商品があるのかしら?」

「そんな会社知らないぞ。大丈夫なのか?」

「そんな職種、お前には向いてないんじゃないか?」

「いい会社がないのなら就職浪人して来年再チャレンジすれば?」

「フリーターをしてでも満足のいく会社を探したら?」

「そんなところ将来性はあるのか?」

「お友達は内定もらっているんでしょ？」

「就職するなら地元にしなさい」

「どこ受けているのか知らないけど、まじめにやっているのか?」

「そんな成績じゃ、大したところには入れないだろう」

「趣味の○○ばかり熱中してないでまじめにやりなさいよ」

「○○さんに就職頼んでおくから」

「営業職は大変だからやめておいたほうがいいぞ」

「そんな会社はずかしくて親戚に言えないじゃない」

「不況にも強いから公務員にしなさい」

「もう大人なんだから就職くらい自分で決めなさい」

第3章 家庭での就活サポートのポイント
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第3章 家庭での就活サポートのポイント

保護者の皆さまの時代とは
大きく変わった現在の就職活動。
わからないことや聞いたことのない言葉に
たくさん出会うのではないでしょうか。
そこで、一部ですが保護者の方から
よく聞く疑問をまとめてみました。
ご家庭でのサポートやアドバイスに
ぜひお役立てください。

就活は、保護者も不安。だから知っておきたい

2016年卒より、企業のエントリーや説明会が3年生

の3月1日からとなり、本格的な就職活動のスタート

はこれまでより遅くなりました。しかし、短期決戦に

なった分、業界や企業研究などの下準備はこれまで

以上に徹底する必要がありますので、3年生の春ぐ

らいと考えておきましょう。経団連の指針では、選考

開始は4年生の6月以降、内定が出されるのは10月以

降ですが、実際はエントリー前のインターンシップ

などから選考は始まっている場合も少なくありま

せん。また、経団連指針に縛られない外資系企業や

通年採用の企業もあるので、就職活動期間の長期化

は変わりません。立正大学では3年生のはじめからさ

まざまな支援をはじめていますので、積極的に参加

することをおすすめします。

就職活動は、いつから始まるのですか?
全体の流れも教えてください。

就職活動のスタートは、3年の春ぐらいから

就職セミナーや試験に同行したり内定辞退の連絡を代わ

りにしたりなど、保護者の行き過ぎた干渉は避けるべきで

すが、「そんな会社はダメだ」「お前には向いていない」な

ど価値観を一方的に押しつけたり、「好きなようにしなさ

い」など突き放した態度も禁物。お子さまにとって最も

身近な社会人として、人生の先輩として、常にやさしく見

守り、思いやりある態度で接してあげてください。

保護者はどんな心構えで
接すれば良いのでしょう。

やさしく見守り、思いやりある
態度で接してあげください。

企業が求める能力を分析した指標として有名なもの

に、経産省がまとめた『社会人基礎力』があります。

ここでは「前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働

く力」が重要とされています。こうした指標は各企

業でも参考にされています。お子さまと一緒に、これ

らの力を培ってきたか、企業にアピールできるエピソ

ードがあるかなど、ぜひ掘り起こしてみてください。

「自ら動き、考え、チームで働ける人」です。経団連加盟の企業の場合は経団連の通達に沿って選考開始が6月、

内定出しが10月となりました。しかし、それ以外の中小企業や外資

系企業、ベンチャー系企業などの採用スケジュールは違うケースも

ありますので、いつまでに内定を取らなければいけないということ

はありません。まわりの状況に焦らず、お子さまにもプレッシャー

をかけないようにしましょう。

内定は何月ぐらいから出るのでしょうか。

企業によって、内定を出すタイミングはさまざま。
周りの人と状況が違ってもプレッシャーをかけないようにしましょう。

就職活動のアンケートなどを見ますと、「就活費用」

「モチベーションの維持」など、多くの学生が就職活動

で困ったことがあったと結果が出ています。保護者

からのサポートはお子さま自身も望んでおり、欠かせ

ないと言えるでしょう。お子さまの不安や悩みを少

しでも解消し、自信を持って就職活動に臨めるように

サポートしてあげてください。“子どもの就職は保護

者としての最後の大仕事”。お子さまをしっかりと自

立させ、社会人として世に送り出してあげましょう。

子どもは本当に親のアドバイスを求めているのですか? 

企業はどんな学生を求めているのでしょうか？

保護者からのサポートは
お子さま自身も望んでいます。 就職活動で困ったこと（複数回答）

11.5%

11.0%
13.0%

21.9%
21.1%

15.2%
17.7%

24.3%
18.8%

11.5%
11.5%

1.5%
1.3%

1.3%
3.2%

15.3%

0.0% 5.0

就活費用

スケジュール管理

授業・研究との両立

エントリーシート作成

面接・筆記対策

モチベーションの維持

その他

回答無

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

18年
17年

出典：アクセス就活　Scope 『18卒採用 総括号』より
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第3章 家庭での就活サポートのポイント

地元に戻ってきて欲しいと考える保護者は多いよう

です。しかし、地元に希望する業界や職種がない、い

ずれ地元に戻るつもりだが一度は東京で挑戦したい

など、お子さまにも戻らない理由があるはずです。一

方的に反対しても言い争いになるだけで解決には結

びつきません。しっかりと向き合って人生設計を冷

静に話し合ってみてください。

できれば地元に戻って就職して欲しいのですが…。

お子さまと向き合って冷静に話し合いましょう。

性格はおとなしく、口下手なので、
面接でしっかり話せるかどうか心配です。

学生時代に多くの社会人と接することが大切です。

企業によってインターンシップに対する考え方はさ

まざまですが、実際に現場で働いてみることは就業

観を養う上でも重要な経験。夏休みのインターンシ

ップは社会勉強的な意味合いで実施している場合も

ありますが、冬や春のインターンシップでは、実際に

選考に結びつくケースも少なくありません。企業の

スタンスは「社会的役割」から「採用の補助的役割」へ

と移行しつつあります。志望する企業がインターン

シップを実施しているのであれば、参加するようアド

バイスしてあげると良いでしょう。

保護者の皆さまにはあまり馴染みがないかもしれま

せんが、まず関心を持った企業の情報が得られるよ

うに依頼を行います。これが「エントリー」といわれ

るアプローチの第一段階。それを受けた企業は会社

説明会の日時を知らせたり、会社案内やエントリーシ

ートを送ります。この「エントリーシート」を提出す

ると、はじめてその企業を受ける具体的な意思表示

を示したことになります。

インターンシップを受けると、
その企業への就職は有利になるものですか?

選考に結びついているケースも少なくはありません。

エントリーとエントリーシートってどう違うの?

エントリーは広い意味での資料請求。
エントリーシートを提出してはじめて正式応募となります。

面接試験になると誰でもシドロモドロになってしま

うもの。あらかじめ聞かれることを想定し、自信を持

って答えられるよう下準備をしておくことが大切で

す。とくに自己分析は重要。お子さまの長所、将来や

りたいことなど、できるだけ明確に、具体的にしてあ

げることがポイントです。

普段から多くの社会人と接する機会を持たせて、大

人と話す練習をさせてあげることも効果的。模擬面

接には積極的に参加して、その成果を試しておくこ

ともお薦めします。

増加している成果主義を取り入れる企業では「成績

優秀＝有能な学生」とは考えていません。さまざま

な困難にあっても自分で考え解決できる人材が望ま

れています。選考の過程で成績証明書の提出を求め

る企業は多いですが、それは直接成績を選考に結び

つけているわけではありません。卒業に十分な単位

を取っているかを見ているだけの企業もあれば、筆

記試験をしない代わりに成績をかなり考慮する企業

もあるでしょう。

子どもの成績は良いほうではありませんが、
やはり就職には不利ですか?

就職に際して成績を重視するかどうかは
企業の採用方針によります。

３年以内に離職する若者の割合が中卒で７割、高卒で５割、大卒で

３割。いわゆる七五三と呼ばれる現象です。その原因は仕事のミ

スマッチ。人気の業界、職種、企業にこだわり、勝手にイメージを膨

らませたまま社会に出て、はじめて現実とのギャップに気づくわけ

です。早期離職を避けるためにも、人気だけにとらわれず、自分の

したい仕事を選び、その内容を良く理解して、ほんとうにやりたい

仕事ができる会社であるかどうかを見極めることが大切なのです。

よく大卒新入社員の３割が３年以内に離職すると聞きますが、
早期離職しない会社選びの方法はあるのでしょうか?

就職先は会社で選ばず、
「したい」「できる」仕事で選ぶ。

で

ミ

膨

け

の

い

。
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第3章 家庭での就活サポートのポイント

SPIとはSynthetic Personality Inventoryの略。本来

は適性検査会社の検査名称でしたが、そのシェアが

非常に高かったため現在では“適性検査”を表す一

般名称として使われています。大手企業などではふ

るい落とす手段としても使われますが、面接段階で

も合否を左右する判断基準に使われる場合もありま

す。能力適性検査では、いわゆる「一般常識」として

英語、社会、理科、時事問題などを出す企業もありま

すが、SPIテストでは能力適性と性格適性の二部構成

になっており、能力適性検査では、言語能力問題「語

彙、読解」と非言語能力問題「中学卒業程度の数学、物

理」といった内容で出題されることが多いようです。

SPIテストってどういうものですか?

入社試験に使われる“適性検査”のことです。

論作文は「第２の履歴書」と言われ、その人の物事に対する考え方や取

り組み方、性格など、より深く人間性を見出そうとするのがこの試験の

目的です。自分の考えや意見をしっかり持っていることが大切ですが、

与えられたテーマに対して決められた時間内で言いたいことをまとめ

るには、とにかく書き慣れることが求められます。

保護者の皆さまは、ぜひ試験官になったつもりで、その文章をチェックし

てあげてください。誤字・脱字が無いことはもちろん、言いたいことがわ

かりやすく書けているか、一般論ではなくお子さまらしさが出ているか、

具体的な体験を基に前向きに表現されているかなどがポイントです。

質問内容は企業によって異なりますが、たいていの場合「自己PR」「志望動機」

「将来の展望」「学生時代に打ち込んだこと」といった内容が中心です。応募者

を絞り込む資料として使用されたり、面接の資料としても活用されるものです

から、しっかりアピールすることが重要になります。まずはお子さまとじっく

り話し合い、本人が気づかない長所や能力、性格などをはっきりと認識させるき

っかけづくりをしてあげてください。そして、就業経験のないお子さまには保

護者の皆さまの経験を聞かせてあげることも貴重な情報源になるでしょう。

論作文で子どものためにしてあげられることはありますか?

とにかく書き慣れることが大切。保護者の皆さまは、お子さまが
書いた文章を試験官になったつもりでチェックしてあげてください。

就職活動はお子さま自身が行うもの。細かいノウハ

ウについてはお子さまが情報を得ればそれで十分で

しょう。むしろ保護者を頼らず、自分で情報を得るよ

うにアドバイスしてください。保護者の皆さまは、お

子さまが迷い、悩んでいることをいち早く察知してし

っかりサポートしてあげること。情報を仕入れるな

ら、「就職する意味」「社会に出る責任」「働く楽しさ」

「仕事とは何か」「その道のプロとは」…など、社会

人の先輩としての見地からアドバイスするのに参考

になる本を読んでおく事をおすすめします。

就職活動についてもっと詳しく知るには、
どんなものから情報を得れば良いですか?

書籍やインターネットで情報は得られます。
ただし、アドバイスの際には、「社会人の先輩として」の情報を。

できることなら有名企業に入って欲しいと思うのは

保護者の誰もが願うこと。しかし、私たちが知って

いる有名企業はほんの一握りに過ぎません。ふだん

広告などで目にしない企業にも、優良で、将来性の高

い企業はたくさんあります。

とくにインフラ系企業、IT系企業、新興企業などでは、

その商品やサービスと企業名が結びつかないことも

よくあることです。聞いたことがないというだけで

否定せず、どのような仕事をしているのか、ぜひお子

さまとは別の目線で調べてみてください。

内定をもらった会社は名前を聞いたことがありません。
そのまま入社させて大丈夫でしょうか…。

どのようなことをしている会社なのか
調べてみてはいかがでしょう。

成長過程において保護者の干渉を避けたがるお子さ

まもいます。しかし、金銭的な支援はもとより、社会

人としてのアドバイスを受けられる最も身近な存在

として、内心では保護者の皆さまを頼りにしているも

のです。気を遣い過ぎたり避けたりせず、この機会

に保護者の方から歩み寄ってコミュニケーションの

取りやすい環境を整えてあげることは、就職活動を

スムーズに進め、社会人としての第一歩をしっかり

踏み出すためにも必要です。

就職活動の状況を話してくれません。
このまま放っておいていいものでしょうか?

内心では保護者のサポートを求めています。
お子さまとコミュニケーションの取りやすい環境を整えましょう。

エントリーシートを書くときに、
保護者として手伝えることは何ですか?

お子さまの長所や能力を
はっきり認識させてあげることが大切です。
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キャリア
サポートセンター

第3章 家庭での就活サポートのポイント

なかなか就職活動をはじめられないお子さまの場合、

まだ自分事として感じてないこともあるでしょうし、逆に

気持ちは焦っているものの何からはじめていいかわから

ないことも考えられます。そんな時はまず、キャリアサポ

ートセンターに行くようにすすめてください。キャリア

サポートセンターでは、就職活動の情報を集められるだ

けでなく、専門のスタッフとじっくり話すことによりお子

さま自身にさまざまな発見があるはずです。またキャリ

アサポートセンターを訪れる他の学生にも刺激を受け、

就職に対する意識も変わってくるのではないでしょうか。

子どもがなかなか就職活動をしないのですが…

まずは大学のキャリアサポートセンターに行くようにすすめてください。

内定をもらった会社を辞退する場合は、問題を起こさないために

もキャリアサポートセンターに連絡をし、職員のアドバイスに従

ってください。その時、相手先企業に連絡を入れるように言われ

ますが、必ず本人が電話で連絡をすることが大切です。保護者

が代わりに伝えたり、メールでの連絡は非常識。もし直接来社す

るように言われた場合は日時を決めて必ず出向き、誠心誠意お詫

びするようにアドバイスしてください。

第一志望の会社から内定をもらいました。すでに内定をもらって
いる会社を辞退するにはどのようにすれば良いですか?

断る場合には、早めに本人から連絡するように
アドバイスしてください。

進路が決まって一息ついている時だけに、就職活動をやり直す気持ちに

なかなかなれるものではありません。だからと言ってそのまま就職を

諦めてしまっては、その後の人生を変えてしまうことにもなりかねません。

お子さまの精神的なケアを第一に、就職活動再開のモチベーションを

高めてあげましょう。内定取り消しの理由によっては法に抵触する

場合もありますので、企業への対応についてはキャリアサポートセンター

にご相談ください。

内定が取り消しになってしまいました。
保護者としてどんな対応をすべきですか?

まずはキャリアサポートセンターにご相談ください。
そしてお子さまの精神的なケアを。

新卒であるということも、就職の条件の一つと言っ

ても過言ではありません。内定を取れなかった人が

翌年新卒者と同様に応募しても、ほとんどの場合門

前払い。中途採用で応募しても企業は正社員として

の職歴と実務経験を求めているため、既卒者向け求

人に採用される事は困難です。お子さまがそのまま

フリーターを続けるという悪循環に陥らないために

も、必ず新卒のタイミングを逃さず正社員として就

職するようにアドバイスしてあげてください。

就活生の就活を有料で支援する就活塾もしくは就活

予備校と呼ばれる団体を最近よく耳にすると思いま

す。就活塾は玉石混淆で、就活塾のおかげで内定が

出たという学生もいる一方で、内定がでないだけでな

く、金銭的に大きな損失を被ったり、友だちを失うと

いうケースもあり、トラブル件数はここ数年増加し

ています。就活塾には設立基準がなく入会してみな

いとどんな塾なのかがわからない危険もあります。

大学や就職説明会場の周辺で勧誘をされることが多

いので気をつけるよう、お子さまにアドバイスしてく

ださい。また、勧誘の目的を隠して、アンケートを求め

られ、うっかり名前や電話番号、メールアドレスを教え

てしまったことで契約まで押し切られるケースも少な

くありません。「就職に役立つ話が無料で聞ける」な

どという甘い話に乗らぬよう注意が必要です。万一、

契約してしまった場合は消費者センターに相談する

こと。就職に関する相談は大学のキャリアサポート

センターに行くことが基本と考えてください。

希望する企業から内定がもらえません。
来年受け直すという選択肢はありますか?

子どもが就活塾に入りたいといっています。
入会すると有利になるのでしょうか？

既卒の壁はかなり厚いと考えておくべきです。

就職に有利になるとは言い切れません。注意が必要です。

就職活動で学生がエントリーする企業の数は、平均で60社以上にのぼ

り、内定がもらえるまでに10社以上面接すると言われています。スムー

ズに内定(内々定)をもらえるのはほんの一握りの学生。ほとんどの学生

は何社もトライしているのです。ご家庭では、志望動機や入社意欲、ア

ピール力が弱くないかをもう一度確認したり、保護者の仕事観を伝えた

り、模擬面接を行ってみたりしながら、お子さまには常に前向きな気持

ちになるよう、支援してあげることが必要です。

面接で落ち続けている子どもに、
どんな対応をすればよいでしょうか?

スムーズに内定(内々定)をもらえるのはほんの一握りの学生。
前向きな気持ちになるよう、支援してあげることが必要です。
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