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002 003

はじめに

こんにちは。日本大学経済学部の安藤です。

こんにちは。キャリアコンサルタントの高橋です。

高橋さんには、私のゼミ生のエントリーシートに対してコメントをもらう
など、いつもお世話になっているわけですが、今回は一緒に就活生向けの
本を書くことになりました。

はい。就職活動の常識は急速に変化しています。一方で変わらないことも
多くあります。本書を通じて、就活にのぞむ学生の皆さんが最低限知って
おくべき事項をお伝えできればと思います。

そうですね。

先生の学生を見ていても感じることですが、いまの学生は本当によく勉強

しています。就職活動についても、非常に時間をかけて取り組んでいます。

はい。そう思います。しかし残念なことに、努力するポイントがズレてい
ると感じるケースもありますよね。「そこじゃないんだよな、もったいな
い!」と言いたくなるのをグッと我慢することもあります。

だからこそ本書の意味があるわけですね。ほとんどの学生にとって、就職
活動は人生を左右するとても重要なイベントです。最初にどんな会社で働
くことになるのかによって、大袈裟ではなく、その後の一生が決まること
にもなるからです。

それなのに多くの学生は、就職活動というゲームのルールを知りません。

ゲームのルールですか?

はい。ゲームと書くと「就活は遊びじゃない」と反発する人がいるかもし
れませんが、重要なのは就活にはルールがあるという点です。

納得のいく形で就活を終えるためには、どの時期にどんな活動をなぜやる
のかを理解すること、またエントリーシートの記載事項や面接で受ける質
問の意味などを正確に捉えることが必要です。よく考えている学生は、自
分でその構造に気づくわけです。

そうですね。しかし環境も重要です。

就職に強いと言われる大学では、学生がそもそも優秀というだけでなく、
学生をサポートする力も強いですね。いまは大学1年生の頃からキャリア
教育を行うケースも多いようです。
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004 005

したいのです。

読者の皆さんが、登場人物たちの悩みや学びを通じて、基本的な考え方を
理解できるとよいのですが。

そうですね。また本書は徹底的に読みやすくすることにこだわりましたが、
ワークシートなどもつけてありますので、読んで終わりではなく、実際に
自分でもやってみることが重要です。

ところで本書では、大学2年生から4年生までが登場します。その活動を
見て「2年生でここまでやらないと間に合わないの?」とか「自分はもう3
年生だし」などと不安になってしまう学生がいるかもしれません。

はい。その点は心配しないでください。基本的な考え方を理解することが
結局は近道ですので、上級生の皆さんにも、ぜひ本書を最初から読んでい
ただきたいと思います。

反対に、内々定を得た4年生のパートに登場するワークシートを1年生や
2年生でやってみることも有益です。

それでは前置きはこのくらいにして、さっそく内容に入っていきましょう
か。

そうですね。それでは始めましょう!

� 2021年8月20日　安藤至大、高橋亮子

はい。私が働く日本大学経済学部では就職指導課といいますが、キャリア
センターの果たす役割がまずは大きい。またゼミナールやサークル活動、
そして体育会などでも蓄積されたノウハウが引き継がれています。

学生が意識していなくても自然と就活に必要な知識を得られる環境にある
というのは、かなりのアドバンテージですね。

しかし、大学によってはそのような情報を得にくい場合もあります。この
ようにスタート地点で情報格差があると、同じくらい優秀な学生でも就活
において後れをとってしまう可能性があります。

また社会全体の利益を考えても、適材適所が実現していないことにつなが
り、もったいない状況です。

いまは新型コロナウイルス感染症の問題もあり、就職に強いと言われる大
学でも先輩から後輩へ知識が伝わる経路が機能不全になっている点も見逃
せません。

そこで本書では、ふつうの大学生を想定読者として、就職活動シーズンに
入る前に知っておいていただきたい事実や考え方を素朴な対話形式で紹介
していきます。もちろん登場する学生は実在の人物ではなく、会話もフィ
クションです。

ふつうの大学生というところが鍵ですね。

はい。必ずしも恵まれた環境にいるとは限らない、また高い意識を持って
大学1年生の頃から就活を意識した生活を送ってきたわけではない「ふつ
うの大学生」に対して、就活のスタートラインに立つための情報をお伝え
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