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大阪大谷大学キャリアセンター          2020年 7月 22日 

 

卒業生・企業調査報告書 2020 

 

 大阪大谷大学キャリアセンターでは、2020年 5月 1日～7月 10日に 2017年 3月卒

業生（卒業後 3年経過）、および 2015年 3月卒業生（卒業後 5年経過）を対象に郵送

によるアンケート調査を行った。また、同一期間に本学生をこれまでに採用いただい

た企業の採用担当者に対して、聞き取り調査を行った。 

 この卒業生および企業の採用担当者を対象とした調査は、社会人経験に基づく回答

による本学キャリア教育の課題を、また企業が新卒学生の採用に際し何を重視してい

るかを抽出し、本学のキャリア支援、キャリア教育に反映することを目的とするもの

である。 

 

 

 

課題 1 低学年からの継続したキャリア教育 

 本アンケートに協力いただいた回答者であっても、卒業後 3年の間に 2割近くが転

職を経験していた。回収率が低いことを考慮すると、回答のなかった者も含めると転

職者はかなりいると予想される。 

 卒業時に本意な就職を果たせるために、低学年での自身のキャリアへの関心を促

し、キャリア教育科目への 1回生から 3回生へと途切れることない履修を促す必要が

ある。 

 

課題 2 社会生活系授業の必要性 

 在学中にあったらと振り返る教育として、年金・保険に関する教育が挙げられてい

た。就職してもその先でしっかり制度を理解しないまま、手続きをさせられることも

少なくない。また、就職先によっても制度の整備が異なったり、なかったりと、それ

が将来どのような影響を自分に及ぼすかを認識しないまま年齢を重ねるリスクがあ

る。 

 在学中の少なくとも自分に関係する範囲の社会保険制度の学習の機会を設けること

は、進路に真剣に向き合う機会になると考える。現在整備されているキャリアセンタ

ー所管の科目の中の 1コマに組み入れることを検討する。 

 

課題 3 インターンシップ参加の奨励 

 授業以外で仕事に役立った活動・経験として、キャリアセンターが担当するインタ

要約 

~調査結果に基づくキャリア支援・キャリア教育の課題~ 
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ーンシップが回答者の約 3割で指摘されている。このインターンシップは業界、企

業、仕事を知る機会となり、就職の選択肢を広げることができる。また、最近では採

用選考の一つとして組み入れられ、内定直結インターンシップも年々増えている。 

 インターンシップは低学年から受け入れる企業も少なくない。今後は 3回生のみな

らず 2回生向けのインターンシップ説明会などを開催したい。 

 

課題 4 就活対策に語学力（TOEIC）養成を組み込んだプログラムの構築 

 卒業生の約 3割が在学中に語学力を身につけておけばよかったと回答している。ま

た、学生の人気企業のエントリーシートには TOEICスコアの記入欄も見られる。イン

バウンド、中小企業の海外取引の拡大などにより、語学力は大手企業への就職に限っ

たものではなくなってきている。在学中の語学力の習得の有無が、就職、そしてその

後の職務遂行に影響を及ぼすのである。 

 キャリアセンターと英語教育センターとが連携し、従来の各種就職対策に加え、

TOEICスコア獲得も組み込んだ新たな就職対策プログラムを検討したい。 

 

課題 5 言語力の養成のためのクラス増 

 企業は社会人になってからも必要な言語力を、面接でのやりとりを通して確認しよ

うとしている。また、卒業生が在学中に身につけたかったと振り返るものに、「プレゼ

ンテーション力」、「コミュニケーション力」がある。これも言語力にあたる。 

本学ではこの言語力の養成のための科目として、現在全学科で 1回生配当の「ロジ

カルシンキング」、「ロジカルコミュニケーション」がある。教育効果をしっかりした

ものにするために、定員制にしている。スポーツ健康学科 1クラス、人間社会学科 2

クラス、薬学科 1クラスでは、毎年定員オーバーで履修できない学生がいる。一方、

文学部と教育学部では定員を大きく下回っている。ロジカルコミュニケーションも全

学科 1回生配当となっている。これもロジカルシンキングと同様に定員制としている

が、定員オーバーで履修できない学生がいる。 

 このようにニーズの高い授業であり、また就職活動でも、社会人となってからも必

要なことから、学科によってはクラスを増やすことを検討したい。  
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調査概要 

 

【卒業生調査】 

調査目的：社会人の視点での大学に必要なキャリア支援、キャリア教育を把握する。 

調査方法：郵送調査 

調査対象：大阪大谷大学文学部、教育学部、人間社会学部、薬学部の 2017年 3月卒業 

生（600名）、2015年 3月卒業生（645名） 

調査期間：2020年 5月 1日～2020年 7月 1日 

回答者数：2017年 3月卒業生 56名（回収率 9.3%） 

      日本語日本文学科 5名、文化財学科 2名、教育学科 28名、人間社会学科 

      5名、スポーツ健康学科 8名、薬学科 7名、不明 1名 

     2015年 3月卒業生 48名（回収率 7.4%） 

      日本語日本文学科 2名、文化財学科 3名、教育福祉学科 28名、人間社会 

学科 7名、薬学科 8名 

＊スポーツ健康学科発足前 

卒業時の進路：2017年 3月卒業生 

        教職・保育職 26名、企業 29名、不明 1名 

       2015年 3月卒業生 

        教職・保育職 28名、企業 17名、その他（進学、未就職など）3名 

 

【企業調査】 

調査目的：企業の新卒採用に際して重視する点を把握する。 

調査方法：聞き取り調査 

調査対象：本学学生の採用実績があり、大阪府内に本社を置く企業の採用担当者 

     6社 

調査期間：2020年 6月 11日～2020年 6月 25日 
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 回答のあった 2017年 3月卒業生と 2015年 3月卒業生のそれぞれ 3年後、5年後で

の就業状況は、大半で就業状態であった。2017年 3月卒業生の無就業 1名は退職によ

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 回答のあった 2017年 3月卒業生と 2015年 3月卒業生には、卒業後から現在までの

期間で転職を経験している者が、それぞれ 17.8%、14.6%いた。厚生労働省の調査では

卒業 3年以内に 30%以上が離職していることを示しているが、本調査では回収率の低さか

ら、一概に本学出身者では 3年以内の離職率が低いとは結論できない。 

 転職経験には卒業時に企業に就職した者もいたが、学校に講師として就職しその後教諭

になった者、講師を辞め企業に就職した者もいる。 

 2017年 3月卒業生、2015年 3月卒業生の現在の就業状況は高いことから、転職経験者

の転職は自発的離職によるもので、卒業時に就いた職種、業界とのマッチング調整を自発

的に行っていることが推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 在学中にあったらよいと思うキャリア教育を自由記述で尋ねた。まず ITリテラシー

に関する教育の要望が挙げられる。それに該当するのは、2017年 3月卒業生での「Ⅰ

T活用教育」の 2名、2015年 3月卒業生での「プログラミング」2名である。 

 キャリアセンターにおけるキャリア支援およびキャリア教育に直接該当する項目

は、「インターンシップ参加のための教育」、「業種・業界・職種を知る機会」である。

この 2点については、既にキャリア支援、キャリア教育で対応しているが、それらイ

ベント、科目の認知を高めることが必要となろう。 

現在の就業状態（卒業生） 

就業中 無就業

55名 1名

2017年 3 月卒業生の就業状態 

就業中 無就業

45名 3名

2015年 3 月卒業生の就業状態 

転職経験（卒業生） 

在学中にあったらよいと思うキャリア教育（卒業生） 

2015年 3 月卒業生の転職経験 

有 無 退職

7名 40名 1名

2017年 3 月卒業生の転職経験 

有 無 退職

10名 45名 1名
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 現行の専門科目やキャリア教育科目の範囲外にあるが、社会人生活を過ごす上で必

要と考えられるものとして、「年金・保険に関する教育」、「ビジネスメールの書き方・

手紙の書き方」である。これらは社会に出た卒業生だからこそ実感するものであろ

う。学科によってはこれに関する科目もあるが（例えば、人間社会学科の「ファイナ

ンシャルプランナー」、「FP実務演習Ⅰ」、「FP実務演習Ⅱ」）、これらは専門科目であ

り、資格取得のための科目である。高い専門性というより、社会人として自らの生活

力を獲得するための社会保険制度を学ぶ機会は、確かに必要かもしれない。また、「ビ

ジネスメール・手紙の書き方」などは、就職活動で必要なことであるため、キャリア

センターでの学習機会を設けることは可能と考える。 

 

 

 社会に出てからこういうスキルを身につけておけば良かったと、思うことがあると

想像できる。そこで、「語学力」、「IT活用力」、「プレゼンテーション力」、「コミュニ

ケーション力」、「その他」の 5項目を用意した。 

 2017年 3月卒業生と 2015年 3月卒業生の両方で、「IT活用力」が圧倒的に多くなっ

ている。また、「プレゼンテーション力」、「コミュニケーション力」も挙げられてお

り、いずれの業界、職種でも必要であることを実感していることがうかがえる。 

 注目したいのが「語学力」である。2017年 3月卒業生で 33.9%、2015年 3月卒業生

で 33.3%が「語学力」を大学時代に身につけておけばよかったと思っている。実に回

答者の 3人に 1人がそう思っているのである。2017年 3月卒業生で 2名がその他を挙

げている。その内容は社会人として教養、マナーとなっている。 

2017年 3 月卒業生の回答 

IT活用教育 2名

年金・保険に関する教育 1名

インターンシップ参加のための教育 1名

業種・業界・職種を知る機会 2名

ビジネスメール・手紙の書き方 1名

取れる資格を増やしてほしかった 1名

現役教員が参加する研修 1名

プログラミング 2名

実戦形式の授業 1名

2015年 3 月卒業生の回答 

在学中に身につけておきたかった能力（卒業生） 

2017年 3 月卒業生の回答 2015年 3 月卒業生の回答 
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 大学時代の経験で社会に出て働く上で役立ったことは、2017年 3月卒業生と 2015

年 3月卒業生のいずれもで、「部活動・サークル活動」、「アルバイト」、「ボランティ

ア」、「友人関係・交流」が上位であった。これらに共通することは人間関係であり、

仕事をしていく中で、同僚、上司、後輩、取引先などといった様々な世代、多様な価

値観をもった人たちと関わる上で、役立っていると思われる。 

 また、「インターンシップ」も回答者の 3人に 1人が役立っていると回答している。

2017年 3月卒業生で「留学」、「海外研修」を 1名挙げているが、そもそも回答者でこ

のような経験者が少ないためであろう。しかし、少ないが海外での経験は確実に仕事

に役立っていると思われる。 

 両年の卒業生で「その他」を回答している者がいる。具体的には「ゼミ活動」、「教

員との関わり」、「オープンキャンパススタッフ」、「大学祭実行委員」を挙げている。 

 

 

 

 採用で重視する点は、画一的ではなく、各企業の業界、企業文化、事業構造などを

踏まえたものとなっている。特にＦ社については、事業構造を反映した個性的な重視

点であると言えよう。職種にこだわりを持っていない、いろいろな仕事に挑戦しそれ

を楽しめることを重視している。Ｆ社は事業の多角化で様々な分野に進出しており、

社員に事業をまたがる積極的な異動を求めるが故の重視点なのであろう。 

一方、職種や企業へのこだわりを重視する企業として、Ｂ社とＤ社が挙げられる。

スポーツ用品卸売業であるＢ社はスポーツへの思いを、Ｄ社では志望動機を重点的に

問うという。これらのことから、業界、職種から重視する点を分類することはできな

いということが言えよう。また、各企業が採用で重視する点は一般的な企業研究では

見出すことはできない。それゆえ、選考を受けた学生からのヒアリング、職員による

企業訪問によるヒアリングの積み重ねによるデータの蓄積が必要となろう。 

授業以外で現在の仕事で役立った活動・経験（卒業生） 

2017年 3 月卒業生の回答 2015年 3 月卒業生の回答 

企業個別の採用視点（企業） 
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 採用選考の過程には必ず面接がある。面接では質問に対して口頭で応えるのだが、

その作業は誰でもできる。しかし、そこで合否が分かれる。その分かれる背景を示唆

するのが、下の表の赤字の箇所ではないだろうか。自分の言葉で話せるか（Ａ社、Ｂ

社）、会話のキャッチボールができるか（Ｃ社）、社交性（Ｄ社）などである。つま

り、自分の考えを瞬時に整理し、それを相手が理解しやすい構造の言葉として伝えら

れるかが、合否を左右するのである。すなわち、言語力の獲得が重要であり、それは

就職して働く上でも重要な能力なのである。 

自分の頭で考え、それを伝える力(企業) 

過去に大阪大谷大学生を採用いただいた大阪に本社を置く企業の採用で重視する点① 

企業名 業界・総合 採用時に重視する点 その他

Ａ社
建築資材メーカー
創業約50年

身だしなみ、気配り、自信を持った行動、
自分の言葉で話す

自分の言葉ではなく、就活対策
本にあるありきたりの回答が多
い。

Ｂ社
創業約70年
スポーツ用品卸売業

履歴書を重視、スポーツ好き、ファッション
好き、挑戦する姿勢

自分の言葉で、自分の考えを伝
えられるか。

Ｃ社
創業約70年
専門商社

元気、挨拶、会話のキャッチボール、ストレ
ス耐性

グループワークでは主体性、アイ
デア、協調性、まとめる力、気配り
をチェックしている。

Ｄ社
創業約70年
大手電機メーカ代理店

履歴書にある自己PR、学生時代に頑張っ
たこと
グループ活動を重視し、そこでのリーダー
シップの有無
社交性、企業風土の適合性

志望動機を重点的に問う。

Ｅ社
創業約70年
設備工事

真面目、努力家
一次試験として第2種電気工事士
レベルの試験を課す。

Ｆ社
多角化事業グループ
創業約50年

職種にこだわらずいろいろな仕事に挑戦し
たいか、
どんなことでも楽しめる、自分が役に立て
るなら何でも良い、どんなことが起きても周
囲の理由にしない

こだわりのない人を求める。

過去に大阪大谷大学生を採用いただいた大阪に本社を置く企業の採用で重視する点② 

企業名 業界・総合 採用時に重視する点 その他

Ａ社
建築資材メーカー
創業約50年

身だしなみ、気配り、自信を持った行動、
自分の言葉で話す

自分の言葉ではなく、就活対策
本にあるありきたりの回答が多
い。

Ｂ社
創業約70年
スポーツ用品卸売業

履歴書を重視、スポーツ好き、ファッション
好き、挑戦する姿勢

自分の言葉で、自分の考えを伝
えられるか。

Ｃ社
創業約70年
専門商社

元気、挨拶、会話のキャッチボール、ストレ
ス耐性

グループワークでは主体性、アイ
デア、協調性、まとめる力、気配り
をチェックしている。

Ｄ社
創業約70年
大手電機メーカ代理店

履歴書にある自己PR、学生時代に頑張っ
たこと
グループ活動を重視し、そこでのリーダー
シップの有無
社交性、企業風土の適合性

志望動機を重点的に問う。

Ｅ社
創業約70年
設備工事

真面目、努力家
一次試験として第2種電気工事士
レベルの試験を課す。

Ｆ社
多角化事業グループ
創業約50年

職種にこだわらずいろいろな仕事に挑戦し
たいか、
どんなことでも楽しめる、自分が役に立て
るなら何でも良い、どんなことが起きても周
囲の理由にしない

こだわりのない人を求める。


