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＜愛教大活性化部門＞ 

 

愛教大のキャリア意識向上計画 

就職活動を経験した4年生による就職支援プログラム 

 
石橋 直佳 （中等・教育科学専攻 4年） 他 学生12名  

 
１．活動概要 

（1）背景と概要 

愛知教育大学では、学部卒業生（教員養成課

程・現代学芸課程）の 62.9%が教員という進路

を選択している（平成28年度卒業生進路状況，

愛知教育大学HPより引用）。教育学部のみの単

科大学であり、教員を目指す学生が毎年多く入

学してくることは想像にたやすい。 

その一方で、企業就職の道を志す学生も一部

存在する。他大学と比較して就職活動を行う学

生が圧倒的に「少数派」となる本大学において、

就職活動を行う上で次のような点が問題として

挙げられる。 

① 就職活動をする仲間が少ないため、情報交

換・共有が十分にできない 

② 就職活動を経験した先輩が少ないため、頼

ることのできる人を見つけづらい 

③ 立地上の孤立から、他大学との交流も少な

く、情報がなかなか入ってこない 

こうした困難な状況を乗り越え、本大学の学

生が満足のいく就職活動を行う手助けをするた

め、学生団体「AUE就活ナビ」を立ち上げた。 

本プログラムでは就職活動をする予定の主に

学内3年生向けのポータルサイト作成やイベン

トを開催し、学内に就職活動する仲間や頼れる

先輩を見つけることのできる環境を作り出すこ

とで、就職活動に関する情報も手に入りやすく

なるだろうと推察される。 

（2）キャリア支援課との相違点 

本プログラムとキャリア支援課による就職活

動支援との相違点は、主に以下の2点である。 

① サポート役が「学生」であること 

キャリア支援課の職員の方や就活コンサルタ

ントのような指導専任の大人のサポーターによ

る支援ではなく、就職活動を経験した愛教大生

という、同じような立場の人によるサポート（ピ

ア・サポート）という点である。 

支援学生は、就職活動に関する知識やこれま

での経験に関してはキャリア支援課の先生方に

は到底及ばない。しかし、少し前まで同じよう

に就職活動を経験していた「学生」という立場

から体験を語ることは、これから就職活動を行

う3年生にとってもっと身近な立場のモデリン

グとなるだろう。知識や経験の不足は、適宜教

育科学選修・専攻のキャリア教育の先生方から

のご支援をいただきながら、学生がサポートを

行うことの良さを活かせるようにしていく。 

② 「気軽さ」と「手軽さ」 

1 つ上の学年の学生が行っているプログラム

であることから、従来の愛教大の就職活動支援

と比較して気軽に参加できるものになったので

はないかと推測される。また、あらかじめ時間

を指定して予約し個人で相談するような窓口で

はなく、飛び入り参加や複数人の友人同士での

参加も歓迎することで、イベントに参加するハ

ードルを下げ、参加人数の増加も見込まれる。 

さらに、学生にとって身近なSNSを活用した

宣伝活動を行うことにより、イベントの告知な

どに気付きやすくなることも考えられる。イベ

ントへの参加申し込みもSNS上のリンクから手

軽に行えることから、より利用しやすくなるこ

とを期待する。 

 

２．実施状況 

（1）ポータルサイト 
（http://aikyo-career.webnode.jp/） 
平成29年6月29日に公開し、就職活動のス

ケジュール、情報収集の方法等を紹介。また、
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就職活動を経験した愛知教育大学の 4 年生 11
名に就職活動に関するインタビューを行い、「愛

教大生の就活日記」として公開した。「愛教大生

の就活日記」は定期的に更新し、記事を更新し

た際にはTwitter アカウントにて告知を行った。

 
 
（2）座談会 
本大学で就職活動を行う学生同士が就職活動

に対する悩みや不安を共有し、経験者である 4
年生がアドバイスする場として、座談会を企

画・実行した。 
まず、座談会に就活経験者として参加するス

タッフとして、4・5年生合わせて10名を集め

た。スタッフ募集は、先述した就職活動のイン

タビュー時に依頼をした。 
ホームページの宣伝及びイベント告知の広告

を作成し、11月7日の3年生就活生向け学内ガ

イダンスにおいて、宣伝を行った。 
座談会は、第1回を12月5日（参加者7名）、

第2回を12月14日（参加者2名）、第3回を

12 月 21 日（参加者 5 名）の計 3 回実施した。

1月9日に第4回を予定していたが、申込み・

飛び込み参加がなく、実施されなかった。 

 
第１回 座談会の様子(平成29年12月5日教育未来館にて) 
就職活動に関する悩みや疑問を共有し、就活

経験者の4年生が自身の経験等を踏まえて疑問

に答えるという形式で実施した。 

 
（3）キャリア教育啓発の勉強会  
以下の2点の事由により、キャリア教育啓発

の勉強会は中止とした。 
・日程を設定する際に複数の4年生の学生に都

合を尋ねたところ、卒業論文等で忙しいとの回

答が多く、参加する学生数が見込めなかったた

め。 
・適任である外部講師が見つからなかったため。 
代替案としてグループディスカッション練習会

を実施することにした。 
 
（4）グループディスカッション練習会 

第 3 回 グループディスカッション練習会の様子(平成 30
年2月6日教育交流館ラーニングコモンズⅡにて) 
多くの企業の一次選考等で採用されているグ

ループディスカッションを学内で練習できる練

習会を実施した。このイベントは座談会に参加

した学生の要望から開催を検討した。エントリ

ーシートや面接対策とは異なり、人数がある程

度集まらないと対策ができないことや、本大学

では就活生向けのグループディスカッション対

策はほとんど開催されていないことからも、ニ

ーズは高かったと考えられる。 
練習会は、第1回を1月23日（参加者8名）、

第2回を2月1日（参加者14名）、第3回を2
月6 日（参加者20 名）の計3 回実施した。内

容は主にグループディスカッションの概要説明

と実践、参加者同士や運営スタッフによるフィ

ードバックであった。 
できる限り多くの就職希望学生に周知するた

め、第2回実施前に広告を作成し、教育科学選

修の高綱先生に授業内で告知を依頼した。また、

第1回・第2回に、事前申し込みがあったにも
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かかわらず当日無断欠席する参加者が 4～5 人

程度みられたため、第3回の実施時には、前日

にリマインドメールを送信するようにした結果、

第3回の無断欠席者は出なかった。 
 
３．成果 

プログラムの成果を検討するために、イベン

トに参加した学生を対象にアンケート調査を実

施した。アンケート調査は第3回グループディ

スカッション練習会実施後にプリントで配布し

てその場で回収した。また、平成 30 年 2 月 6

日にウェブページのアンケートフォームを作成

し、そこでも同様の内容で回答を募集した。い

ずれも無記名とし、率直な意見を求めた。有効

回答数は29であった。 

まず、イベントに参加した回数は、「1回」が

17名、「2回」が6名、「3回」が5名、「4回以

上」が1名であった。また、メールやLINEなど

を用いた個別相談を「利用した」は7名、「利用

しなかった」は22名であった。 

「AUE 就活ナビのイベントが、自身にとって

役立つものだったか」という質問（1：全く役立

たなかった～5：非常に役立った、の5件法）に

対しては、「5：非常に役立った」を選択した学

生が21名、「4：役立った」を選択した学生が6

名で、全体の約 93%がイベントは役に立ったと

回答した。（図1参照） 

 
図 1：「AUE 就活ナビのイベントが、自身にとって役立つも

のであったか」AUE就活ナビ，アンケート調査より 

 

具体的な理由としては、「最近まで就職活動を

してきた先輩から、学生視点でのアドバイスを

受けることができて勉強になったから」「フィー

ドバックで、自分では気付かなかったことに気

付けたから」「就活に関する情報が少ない中、実

際に就活をした先輩のリアルな声が聴けたから」

などが挙げられていた。「学生視点でのアドバイ

ス」は、キャリア支援課による就職活動の支援

との大きな違いの1つであるため、このプログ

ラムの独自性が活かされたといえる。 

 
４．今後の展望 

先述したアンケート調査の結果では、約 93%

の学生がイベントは役に立ったと回答していた。

しかし一方で、「もっと細かいフィードバックが

欲しかった」「グループディスカッションの時間

が短かった」という意見も一部みられた。余裕

のないタイムスケジュールにより、フィードバ

ックの時間が予定より短くなってしまったこと

が原因であると考えられる。今後は、1 回のイ

ベントの参加人数に制限を加えて1人1人によ

り細かいフィードバックができるようにするな

どの工夫をしていく必要がある。 

また、「イベントを通して就職活動への自信が

ついたか」という質問 1：全くつかなかった～

5：非常についた、の5件法）に対しては、「2：

あまりつかなかった」が1名、「3：どちらとも

いえない」が10名、「4：多少ついた」が13名、

「5：非常についた」が5名という結果であり、

イベントを通して就職活動への自信がついたと

いう学生は全体の約62%であった。（図2 参照）

 

図 2：「AUE 就活ナビのイベントを通して、就職活動への自

信がついたか」AUE就活ナビ，アンケート調査より 

 

しかし、イベントへの参加回数と自信の度合

いの相関係数はr=.536で、やや強い正の相関が

みられた。このことから、イベントへの参加回

数の多さは、就職活動への自信の高まりと関連

があるといえる。そのため、今後もイベントの

回数を増やし、より自信をつけられるよう支援

をしていく必要がある。 

イベントに対する要望としては、「今後も開催

してほしい」「自己PRの対策もしてほしい」「業
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後など、もっと時間を取れる時に開催してほし

い」などが挙げられていた。今後も、スケジュ

ールを調整し、学生のニーズに応えられるよう

にしていきたい。特に開催時間は、学生が「気

軽に参加できる」「空き時間を活用できる」こと

を重視し、すべて平日の昼の時間帯（12 時 30
分～13時15分）に開催していた。時間帯に関

しても検討が求められる。 
今後の愛教大の一般就職希望学生への支援と

して求められるものは、①ニーズに沿った就活

支援、②実践とフィードバック、③内定を得た

学生とキャリア支援課の連携だと感じている。 
就職活動を予定する学生の相談に乗る際、特

によく聞かれたのが「今なにをすべきか分から

ない」という言葉である。大学主催のガイダン

スに参加していてもこのような意見が多数ある

ということは、本学における就職活動に関する

情報の不足に加えて、学生のニーズにあった支

援が足りていないということが予測できる。 
また、本大学では教員採用試験の集団討議等

の対策はとても充実しているが、就職活動に関

する面接やグループディスカッションの対策は

充実しているとは言えない。上記の成果でもあ

げたように、素人目線でも他人の評価やアドバ

イスは参考になるものである。ぜひ今後こうい

った対策を期待する。 
そして、最後にこの企画を行うにあたり内定

を得た学生を探し出し、声をかけるうちに「情

報がなくてとても苦労したからぜひ参加したい」

「自分の就職活動には後悔が多いから後輩に還

元したい」という声が多くの学生から聞こえて

きた。本学において就職活動をするということ

は基本的に想定されていないため、決して恵ま

れた環境とは言えない。しかしそのような環境

において就職活動を成し遂げ、その環境を良く

したいと思う学生も一定数いる。だが、本学に

おける就活生は3年生の主免実習以降、10月か

ら行動し始めるという動き出しが遅い傾向があ

り、もっと多くの学生が動き出す頃になるとち

ょうど4年生の卒業論文や卒業旅行とスケジュ

ールが被っている。また、現状大学と内定者が

連携する企画もあるが、どれも単発で終わって

いる。今回「AUE 就活ナビ」はあまりキャリ

ア支援課などとうまく連携することができなか

ったが、来年度以降ぜひ4年生を中心とする内

定者を上手く活用してほしいと考える。 
このチャレンジプログラム終了後の3月およ

び企画運営者である4年生の卒業後の活動予定

は未定だが、「AUE就活ナビ」専用メールアド

レス等を用いたエントリーシート添削・個別相

談など、対面でなくても行える支援をより充実

させ、継続して行っていきたいと考えている。

また、現在就職活動に望む学生が内定を得たの

ちに希望者がいれば引き継ぐことができるよう、

準備をしておきたい。 
 
５．決算（予算： 43,300円） 

予算の執行は以下の通りである。 

使用内訳 支出額（円） 小計（円） 

予算  43,300 

マジックペン 3,674 39,626 

紙 480 39,146 

合計 4,154 39,146 

 
６．メンバー 

番号 学年 氏名 所属 

１ 4 石橋 直佳 中等教育科学 

 ２ 4 岩野 綾香 初等教育科学 

 ３ 4 船橋 祥子 初等教育科学 

 ４ 4 吉田 佳菜 初等教育科学 

 ５ 4 平田 真由 初等情報 

 ６ 4 加藤 ほなみ 初等教育科学 

 ７ 4 成瀬 由梨香 特別支援 

 ８ 4 加藤 睦 養護教諭 

 ９ 4 白井 日香里 臨床福祉心理 

１０ 4 眞木 菜奈美 宇宙物質科学 

１１ 4 鳥山 ひなの 初等家庭科 

１２ 4 河合 昭彦 初等家庭科 

 


