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保健福祉学部の学生へのキャリアセンターにおける

就職支援について

―社会人としての基礎力向上を促す取り組み―

吉岡　まどか

県立広島大学三原キャンパス事務部キャリアアドバイザー

抄　録

　対人援助業務に就く保健福祉学部の学生の就職活動を，単に就業先を決める活動として捉えるのではなく，社

会人への準備期間と考える。そこで，コミュニケーション能力を含む社会人としての基礎力の向上を意識した就

職支援に取り組んでいる。特にキャリア相談では，具体的に自身の思いを言語化することを求め表現力を身につ

ける取り組みを重視している。

　加えて，支援に関する希望が多様化する中，学生のニーズを把握し，個別性を大切にしたきめ細かい支援を行っ

ている。例えば，公務員志望者に対しては公務員採用試験で実施されるグループディスカッションなどの対策を

実施し，コミュニケーション能力の向上を促す。また，就職に対する漠然とした不安が強い学生には傾聴に徹し，

本人のモチベーションにつながる言葉をフィードバックすることによりやる気を醸成するようにしている。その

ようなキャリアセンターの就職支援の現状について報告する。
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1.　はじめに

　従来，医療・保健・福祉分野における就職活動は，

専門職としての就職であり，志望領域や条件が合えば，

特段の支援は不要と考えられていた。しかし実際には，

大学卒業後 3 年以内の離職率は 3 割と言われている様

に，医療や福祉の専門職の早期離職も問題になってい

る現状がある。

　先行研究で，吾郷らが「看護職の離職は大きな社会

問題になっており，実際の退職の決断には個別の事情

が背景にあると思われるが，自分に適した病院や施設

を選択できていないことも関係していると考えられ

る。」1）と述べている。更に，大塚らは，「離職の要因

には，リアリティショック，病院や施設の人間関係，

看護職者としての適性への不安」2）をあげている。ま

た，日本経済団体連合会の「2015 年度　新卒採用に

関するアンケート調査結果」3）によると，「選考にあ

たって特に重視した点（5 つ選択）」の 1 位はコミュ

ニケーション能力 85.6％，2 位主体性 60.1％，3 位チャ

レンジ精神 54.0％，4 位協調性 46.3％，5 位誠実性

44.4％となっている。これらは，学生時代に，コミュ

ニケーション能力を含む社会人として必要な基礎力

が，現在どのぐらい自分に備わっているかを自覚して，

社会が要求するレベルに向上させる必要性を示唆して

いる。

　佐藤は，大学生の基本的生活習慣と社会的マナーの

欠如について実例を挙げ，「一番の問題はこれらのこ

とに対して罪悪感がない，と言うことである。」と述べ，

コミュニケーション能力の育成がすべてのキーワード

となることを示唆している。更に，それぞれの教員が

授業の中でできること，大学職員がかかわること，地

域や様々な環境の中に彼らにガイダンスできる場面が

ある。「人は人の中で人として育つ」と言い，採用側

が求める社会人としての最も重要視される項目である

コミュニケーション能力はそういった中で育まれてい

くのであると述べている 4）。

　医療や福祉の専門職では，コミュニケーションの対

象となるのは，チームサポートを行う上司や同僚だけ

でなく，支援対象者やその家族に及ぶ。実際に学科別

進路ガイダンスで，専門職として働いている卒業生が，

「社会人として一番痛切に感じることは，報告・連絡・

相談の大切さと，専門職である前に，常識やマナーな

どの社会人としての基礎力の必要性です。」と，学生

にアドバイスをすることがある。就職して直後は新し

い環境に適応するための時期であり，コミュニケー

ション能力など，社会人としての基礎力が十分ついて

いない状況では，苦労することが予見される。

　本稿における社会人としての基礎力とは，経済産業

省が 2006 年から提唱している「社会人基礎力」5）の

中で，特に保健福祉学部の学生が，就職後に社会で求

められるコミュニケーション能力と，自律と考える。

したがって，具体的には，「前に踏み出す力（アクショ

ン）」の中の主体性と実行力，「考え抜く力（シンキン

グ）」の中の課題発見力と計画力，「チームで働く力

（チームワーク）」の中の発信力，傾聴力，規律性が必

要となると考える。経済産業省が，企業や若者を取り

巻く環境変化により，「基礎学力」「専門知識」に加え，

それらをうまく活用していくための「社会人基礎力」

を意識的に育成していくことが今まで以上に重要とな

ると言っている。

　これらのことから，キャリアセンターでは，対人援

助業務に就く保健福祉学部の学生の就職活動を，単に

就業先を決める活動ではなく，社会人への準備期間と

して捉え，社会人としての基礎力の向上を意識した就

職支援に取り組む必要性があると考える。

　更に，学生の支援に関するニーズが多様化する中，

ひとりひとりに合ったきめ細かい支援が必要とされて

いる。なぜならキャリア相談において，学生の就職活

動に関する悩みは千差万別だからである。実際に，就

職活動に対する漠然とした不安から行動できない，保

護者と就職先に関する意見の不一致など，相談内容は

多岐にわたる。したがって，学生の多様化するニーズ

を把握し，就職活動に対してのモチベーションや，や

る気を醸成し，主体的な行動が起こせるような支援が

求められる。

　そこで，キャリアセンターでは，学生の多様なニー

ズに対応し，彼らのコミュニケーション能力など社会

人としての基礎力の向上を促すための支援を行うこと

とした。以下にその取り組みについて報告する。

2.　キャリアコンサルティングのプロセス
に沿った就職支援の取り組み

　保健福祉学部の学生に対する就職支援においても，

単にマッチングを目的とするのではなく，コミュニ

ケーション能力など社会人としての基礎力の向上を促

す取り組みが必要である。具体的には，学生が，自分

の適性や能力，関心などに気づき，自己理解を深め，

主体的に就職先を選択する支援を行うことが求められ

る。

　このような支援をするに際しては，キャリアコンサ

ルティングの流れに沿った支援が適していると考え

る。キャリアコンサルティングとは，労働者の職業の

選択，職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関

する相談に応じ，助言及び指導を行うことを言う（職

業能力開発促進法第 2 条第 5 項）6）。厚生労働省が職

業能力開発のキャリア形成支援において，キャリアコ

ンサルティングの活用をあげている。　

　表 1 は，保健福祉学部における学生の動きと，キャ

リアセンターでの支援を，キャリアコンサルティング
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の流れに沿って示している。以下にそのプロセスごと

の支援の取り組みの詳細を述べる。

2.1　自己理解

　①自己理解は，学生が自らの，興味・適正・能力な

どの明確化を行い，自分を知り，「職業観」や「人生観」

を形成するプロセスである。学生は，就職試験におい

て，履歴書や面接で「自分の長所・短所」や「自己の

強み」などを自らの言葉でわかりやすく表現すること

を求められる。自己理解が不十分であると，自分がど

のような人間であるかのアピールを言語化し，相手に

伝えられないという状態に陥ってしまう。したがって

自己理解は，後のプロセスでつまずくと，立ち返り，

再度行う必要がある基本のプロセスである。

　2015 年より全学で導入したキャリア・ポートフォ

リオ・ブックは，学生が自身の体験を記録しておき，

振り返りを行うためのツールである。学生は，アルバ

イトなどの職業経験の棚卸も行い，記入する。キャリ

ア相談で用いることにより，効果的に自己理解を進め

ることが可能となる。

　キャリアセンターでは，主に予約制のキャリア相談

で，学生の自己理解の支援に取り組んでいる。特に初

回相談では，ラポール（信頼関係）の形成と，来談目

的の把握を目標に支援を行う。まず学生に 1 分程度の

自己紹介を求め，学生が，自分自身の自己理解度，表

現力の現状に気づくきっかけを与える。

　「より多くのストーリーを語れば語るほど，そのス

トーリーはさらに現実的なものとなる。『自分』を眺

めれば眺めるほどクライエントは自身の自己概念をさ

らに発達させていく。ストーリーを語ることによって

クライエントは，自分自身をどう思っているかを結晶

化させる。」とサビカス 7）は，述べている。したがって，

キャリア相談では，学生に何を話しても受け入れられ

るという安心感を与えるために，受容しながら傾聴し，

学生が自らの思いについて，多く表現するように促す。

　そして，学生の思いの理由や背景などを，深く掘り

下げる質問をすることにより，学生が，自分の内面に

目を向け，自分の中の軸となる価値観に気づき，自分

の「人生観」を明確にし，自己理解を深めていく。学

生が，今まで漠然としか認識していなかった自分自身

のことを適切に理解し，具体的に表現するための支援

が求められる。

　「短所は言えるが長所が言えない」「自分に自信が無

い」など，自己肯定感が低い学生に対しては，自己肯

定感を高めるために，過去の頑張った経験，挫折を乗

り越えた経験に対して，前向きなフィードバックが必

要である。そうすることにより，学生の就職活動に対

するモチベーションを上げ，やる気を醸成する効果が

期待できる。

　2 回目以降も相談の冒頭では，これまでの進捗状況

を聞き取り，「本日の目標」について確認する。これは，

学生に自分自身で課題を設定し解決する意識を持たせ

るためである。そして，終了時に「本日の気づき，お

よび，次回相談に向けて具体的に準備すること」を問

いかける。これは，相談による気づき，および，次回

のための準備を明確にし，学生の課題発見力，計画力，

実行力を向上させるための取り組みである。

（支援例 1）

　キャリア・ポートフォリオ・ブックの「これまで

の自分　高等学校まで，得意な教科」の欄に，「公民」

と記入していた学生がいた。現在もニュースに関心を

示し，毎日新聞をしっかり読み，家族や友人と話をす

ると言う。「専門職は，専門知識習得に力を注ぐから，

世間に疎くなる傾向があると言われるので，それは立

派なあなたの強みだね。」と告げ，新たな自己理解に

つながった。実際に，彼女は就職試験面接で，最近の

ニュースについて深く聞かれ，答えることができ，4
倍の倍率の就職試験を突破したとの報告があった。

表１　保健福祉学部におけるキャリアコンサルティングのプロセス
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　これは，学生が，日常的に社会に関心を持ち，意識

をせず行っていることが，相談の中で，自己理解が進

むことにより，強みと認識した例である。また，キャ

リア・ポートフォリオ・ブックへの記入が，強みの発

見に役立ち，就職活動に効果をもたらした例でもある。

2.2　仕事理解と啓発的経験

　②仕事理解とは，学生が，職業興味に基づき，自分

が就く仕事の内容や現状を調べ，理解し，就職先を探

索するプロセスである。また，③啓発的経験とは，学

生が，興味のある仕事や就職先に対しての理解を深め

るために，病院や施設見学，インターンシップなどの

体験を行うプロセスである。学生は，自分の希望に沿っ

た情報を複数集め，その内容について理解を深め，そ

れが自分の職業観に合致しているか吟味を行うことが

求められる。

　広義に解釈すると，学科別進路ガイダンスの卒業生

からの就職活動アドバイスや座談会は，仕事理解に，

臨床実習は啓発的経験に位置付けることができる。仕

事理解と啓発的経験への支援の取り組みは，直接的な

情報提供だけでなく，学生へ，学外の合同就職説明会

参加の勧奨など間接的な支援もあり，明確に区別し難

いので一体のものとして示す。

2.2.1　情報提供

　保健福祉学部には，医療機関や施設などから年間に

約 3500 件の求人が寄せられる。送付されてきた求人

票はキャリアセンターにおいてファイリングし，かつ，

職種別求人一覧として掲示することとしている。広島

県内求人は法人ごとに，県外は県別にファイリングし，

学生が検索しやすい工夫をしている。加えて，随時，

求人情報システムに掲載することにより，学生が，タ

イムリーにアクセスできるよう迅速な情報提供の取り

組みを行っている。

　求人票は，応募前に労働条件を知る数少ない方法で

ある。求人票の閲覧ポイントが理解できていない学生

が少なからずいるため，キャリア相談では，学生が求

人票を見る際に，確認が必要な項目を，明確にする支

援が求められる。

　また，卒業生の書いた「就職・進学試験報告書」を，

年度別，学科ごとにファイリングする情報提供も行っ

ている。学生は「就職・進学試験報告書」から，病院

や施設の試験内容や準備についての情報を得ることが

できる。したがって就職活動の決まり事に従い，後輩

の為にも，学生に「受験届け」「受験結果届け」「就職・

進学試験報告書」の提出を求めている。これは社会人

として要求される，報告の重要性を意識させるための

支援である。

　これらの迅速かつ学生の利便性を意識した情報提供

は，学生のキャリアセンター利用増加につながり，定

期的にキャリアセンターで情報収集をする行動に結び

ついていると考えられる。

2.2.2　合同就職説明会・インターンシップ・病院や施

設見学・臨床実習

　学生が就職先を検討する際には，自らが情報収集す

る必要がある。しかし，中には，応募締め切りが迫っ

て，病院や施設見学に行かずに応募しようとする学生

も見受けられる。その場合，あいまいな志望理由とな

り不合格になる可能性が高くなる。もし就職できたと

しても，現実とのギャップが生じて早期離職にもなり

かねない。

　したがって，支援に際しては，学生が，早期に複数

の病院や施設の見学，インターンシップへの参加を促

す取り組みが必要である。学生が，興味を持った病院

や施設について，主体的に必要な情報を獲得するため

の支援を行う。近年は，看護，リハビリテーション，

福祉などの専門職を対象とした合同就職説明会が開催

されるようになってきた。気になる病院や施設はあっ

ても，悩んで一歩が踏み出せない学生には，学外で開

催される合同就職説明会に参加を勧奨し，また，病院

や施設への，複数の学生での見学も勧める。

　「就職・進学試験報告書」に「採用担当者から，見

学の態度が採用の決め手だったと言われた」との記載

もある。したがって，学生は，社会人としてのマナー

や常識を意識して，見学やインターンシップを行うこ

とが求められる。

　キャリア相談では，学生のコミュニケーションや課

題発見力，計画力の向上を意識し，学生自らが主体的

に，必要な情報を獲得するよう，入念な事前準備を行

う支援が求められる。また，参加予約の仕方，メール

の書き方，電話の掛け方，見学の注意点，質問する内

容，お礼状の書き方など，学生の支援ニーズは多様化

しており，個別のきめ細かい対応が必要になっている。

　さらに，保健福祉学部の学生は，国家資格取得のた

め，全学科とも臨床実習が必修である。毎年，実習先

が就職先になる学生も一定数存在するため，どのよう

な準備，態度やマナーで臨床実習に臨むと就職に結び

つくかを，事前に考える支援も求められる。

2.3　意思決定

　④意思決定は，就職応募先を決定するプロセスであ

る。学生が，専願で選考を受ける場合には，応募先を

1 つに決めるという意思決定が重要となる。学生は，

それぞれの候補に就職した場合のメリット・デメリッ

トも考え，家族や教員に相談し，総合的に決定するこ

とが求められる。

　学生の意思決定の際には，短期的な視野だけでなく

中・長期的な視野も必要となる。なぜなら就職後，専

門性を高めていくにはキャリアアップが求められるの
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で，学生は，目の前の就職という目標だけでなく，将

来のことも考えながら意思決定する必要がある。

　したがって，意思決定にはまず情報整理が重要とな

る。学生は，自分の「人生観」に照らし合わせ，自分

が大事にしたい条件から「職業観」を明確にし，選択

基準や優先順位を決めていくことが求められる。複数

の応募先候補があれば，表を作成するなど，項目を可

視化して比較する。また，学生の将来の生活設計には，

経済的な視点も必要となる。したがって，奨学金の返

済が大きく影響すると予見されるので，返済金額を把

握して考える必要もある。

　キャリア相談では，学生が大事にしたい思いを明確

にし，求人票と必要条件が合っているかの確認が求め

られる。さらに，その決定が，学生の興味，価値観，

能力，目標に一致しているか，検証する支援の取り組

みが必要となる。

　中には，就職先を選択する際，専門職としてのやり

がいを追及する思いが強く，処遇にはこだわらないと

いう学生もいる。選択肢の視野が狭くなっているため

である。そこで転職を希望する卒業生が，給料や休日

の取りにくさを転職理由にあげる現状を話し，広い視

野で意思決定を行う支援が求められる。

　また，意思決定の際，本人と家族の意見が一致せず，

板挟みになって悩む学生もいる。まず本人の意思を確

認し，学科の教員への相談も促しながら，家族の反対

理由を客観的に考えてみる。その上で，自分の人生の

決定権は自分にあることを伝える。時には，家族にど

のように伝えると理解を得られるかを，検討する必要

もある。

（支援例 2）

　学生が，奨学金を借りている場合，自宅から通うこ

とのできる病院や施設を，最優先し意思決定すること

も多い。奨学金の返済を考えられていない学生には，

返済金額の現状を具体的に示す。家賃は生活を維持し

ていくランニングコストの中で，最も多くを占める支

出なので，学生は，自宅から通えない場合，寮や住宅

手当があるという必要条件にも気づく。そして病院や

施設見学の際に，自らの就職時に入寮可能かどうかの

確認を促す。

　このケースでは，学生に，就職した後の生活費に関

する情報を提供するとともに，奨学金の返済に無理が

ないか本人に具体的検討を促した結果，自宅から通う

という意思決定に結びついたものである。本人の希望

も重要だが，現実的な生活費という『お金』の視点も

支援にとっては欠かせない例である。

2.4　方策の実行

　⑤方策の実行は，学生が，実際に就職志望先に応募

し，就職試験を受験するプロセスである。近年，一般

就職ではインターネット上でエントリーシートを送付

する方式を導入しているが，保健福祉学部の学生が，

就職試験を受験する際には，多くの場合，事前に履歴

書などの応募書類の送付が求められる。面接の際には

履歴書などを参照しながら質問されることになるた

め，学生は，選考する側にとって有望な候補者と見え

る履歴書を準備する必要がある。また，面接による人

物重視の選考が行われるため，模擬面接など面接対策

も必要不可欠である。

　したがって，キャリアセンターでは，学生の就職試

験の準備をサポートする段階であり，履歴書などの応

募書類の準備や面接の対策などが含まれる。学生自身

が，応募の締め切り，試験日程，試験内容について把

握するなど，スケジュールを立て主体的な準備を促す

取り組みが必要である。

2.4.1　就職ガイダンスの実施，および，『就職活動ガ

イドブック』8）の活用

　4 年生を対象として，学科別にも就職ガイダンスを

実施し，履歴書の作成方法，面接対策の基本について

解説を行っている。保健福祉学部では，学科により臨

床実習の時期が異なり，また就職に関する学科特有の

注意事項があるために，学科別にも実施している。ま

た，キャリアセンターでは，就職活動に必要な，自己

理解，履歴書作成，面接など，基本的事項についてま

とめた『就職活動ガイドブック』を作成しており，就

職ガイダンスでは，その活用方法についても説明を

行っている。

2.4.2　履歴書ミニガイダンス

　学科別就職ガイダンスにおいて履歴書の作成方法に

ついて解説しても，実際に書く段階になると，内容や

表現について悩みを持つ学生は少なくない。そこで，

学科別就職ガイダンスに加えて，学科ごとに数名単位

のグループで演習形式のミニガイダンスを実施するこ

ととした。

　学生は『就職活動ガイドブック』を参考に，学校指

定の履歴書に実際に記入する。その場でキャリアアド

バイザーに質問することが可能なため，このミニガイ

ダンスに参加すると，履歴書の書き方を理解し，自分

でほぼ完成に近づけることができる。完成度の高い履

歴書を作成することができれば，面接で話す内容につ

いてもある程度の準備ができたことになるため，学生

の就職活動に対する不安を軽減する効果もある。

　学校指定の A4 サイズ両面の履歴書には，研究課題・

卒業論文等，得意科目，趣味・特技，クラブ活動・ス

ポーツ・文化活動，志望動機，自己のセールスポイント，

免許・資格を書くことが求められる。それぞれ 3 行程

度で，学生自らの魅力が伝わるよう，簡潔な文章で表
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現する支援を行う。

　加えて，学生の主体性や積極性の向上も意識してミ

ニガイダンスを行うため，学生に質問し，挙手制で回

答を求める。学生は，説明を一方的に聞くだけではな

く，自分が履歴書を書く際に，何を注意し，意識する

かを考えながら，自らが積極的に取り組む姿勢も養う。

　さらに，学生が，書類応募をする際には，求人票の

指示通りに，社会常識やマナーに沿って応募すること

が求められる。書類の提出期限厳守のために，必着か

消印有効かを事前確認し，早めの準備を促す。また，

専門職として就職後は，事務処理能力を習得する機会

は少ない。したがって，学生の書類応募の際は，送付

状を添えるなど，社会人としての常識などの基礎力を

養うことも意識した支援の取り組みを行う。

　2016 年度の履歴書ミニガイダンスは，24 回開催し，

参加学生は 175 人であった。このミニガイダンスを実

施した結果，その時点でキャリア相談をしていない学

生の状況把握にもつながった。またガイダンス終了後，

履歴書完成を希望するために，学生のキャリア相談予

約が増えたことから，就職活動への喚起を促す一定の

効果があったと推察される。

（支援例 3）

　サッカーを 15 年続け，ディフェンダーで守備に徹

していた学生は，「履歴書に書くセールスポイントが

ない」と悩んでいた。サッカーの話をさらに掘り下げ

て聞いていくと，「攻撃に参加したかった」との発言

があった。しかし，「自分の気持ちより，チーム全体

の事を優先して守備に徹していたのでは？」という問

いかけに，初めて自分がそのように考え，チームに貢

献することを大切にしてきた価値観に気づいた。これ

を，チーム医療に結びつけると強みにつながる解釈を

示すと，セールスポイントの記述に至った。

　このケースは，自己理解が不十分で，強みに気づい

ていない学生に対して，本人が発した何気ない言葉に

対して，価値観を確認するフィードバックを行った。

その結果，学生が無意識に大切にしてきた価値観に気

づき，セールスポイントの記述につながった例である。

2.4.3　面接対策

　就職試験の面接には，個人面接，集団面接，グルー

プディスカッションがあり，学生は自分が受験する就

職試験の面接形式に合わせて事前準備をする必要があ

る。就職面接では，自分の考えをわかりやすく簡潔に

伝えることが求められる。頭の中でわかっていても就

職面接となると，自分の考えを口に出して表現できな

い学生が少なくない。学生は，面接試験を通して，応

募先に，一緒に働きたいと人と思われることが重要な

ので，表現力を身に付けるため，実際の就職面接を想

定した面接練習が必要である。

　保健福祉学部の学生の就職試験では，学生 1 人当た

り 15 分前後の個人面接を課す病院や施設が多い。中

には集団面接を行う場合もあり，学生複数に対して，

面接官複数が応対し，一般的にすべての学生に同じ質

問を投げかけ，その回答を同席の学生と比較しながら

評価される。したがって，学生は，より端的に自らの

考えを表現する能力が求められる。

　グループディスカッションは学生 5 人以上に面接官

複数が応対する面接方式で，公務員試験や一般就職試

験で行われることが多い。4 年生の 4 月に人間福祉学

科，看護学科の保健師志望者に対して「公務員志望調

査」を行い，志望者と志望状況を把握する。また一般

就職希望者や，就職希望先の就職試験にグループディ

スカッションがある事を把握している学生も対象とす

る。

　面接トレーニングの希望者に対しては，公務員採用

試験で実施される形式で，グループディスカッション

や，グループでの面接練習などの対策や取り組みを行

う。隔週で 5 回程度実施し，2 次・3 次試験に備えて，

表現力，コミュニケーション能力の向上を促す。

　また，面接試験は第一印象が重要となる。第一印象

は 3 秒～ 5 秒で形成されると言われるため，ドアを開

け入室した時点で，第一印象が決まる。限られた面接

時間内で，印象を好転することは難しい。したがって

第一印象の向上や，姿勢や表情，目線やうなずきなど

のノンバーバル（非言語）コミュニケーションも意識

した面接練習の支援を行う。さらに学生には，面接試

験に向けて，日常生活の意識を高めることも求める。

　キャリア相談では，学生に，模擬面接の前の準備と

して，卒業生の「就職・進学試験報告書」などを参考

に，質問項目ごとに，自分の考えをキーワードでまと

めることを求める。学生は，自分の軸となる考えに沿っ

て，自分の言葉で，分かりやすく表現することが重要

である。セリフを覚えて言うのではなく，相手との会

話のキャッチボールを意識することが必要である。

　模擬面接後には，学生に自己評価を促し，意識的に

プラスのフィードバックを行うことにより，改善点を

次回に生かせる支援を行う。また学生が，自主的に学

科の教員や友人などと，実際に声に出して繰り返し練

習を積むことで，表現力を醸成する効果が期待できる。

（支援例 4）

　キャリア相談の際に，実習で「表情が硬く患者様と

のコミュニケーションに支障が出る」と指導された悩

みを打ち明けた学生がいた。発声練習によく使われる，

北原白秋の詩「五十音」を手交し，鏡を見ながら表情

筋のトレーニングを行うことを勧めた。彼は，毎日継

続してトレーニングを行った結果，次の実習では「明

るく表情がいい」と評価され，周りの友人からも明る
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くなったと言われ自信がついた。就職面接でこのエピ

ソードを話し，内定を得ることができた。

　これは，コミュニケーション能力に不安を抱える学

生に対して，表情を豊かにする対処方法を具体的に示

した支援例である。それを学生が実行したことによっ

て，コミュニケーション能力の向上と自信につながり，

内定に至った。

3.　就職支援事業

　保健福祉学部では，4 年生での就職活動に対する直

接的な支援のみでなく，その前後においても就職支援

事業を実施している。実施時期に沿って，その概要を

示す。

　 
3.1　1 年～ 3 年生までの取り組み　

　自己発見レポートの実施などを通じて，入学直後か

ら学生のキャリア形成を支援する。

　「公務員筆記試験対策講座」では，近年，公務員や

公的病院を希望する学生が増加傾向にあるため，毎年

予算を取って，受講希望学生を募り実施する。11 月

から 5 回，1 年生から毎年受講も可能である。参加費

用はテキスト代のみで，学生の負担を抑え，参加しや

すい工夫も行っている。この講座に参加した学生は，

4 年生になる前に，公務員筆記試験の概要を知り，就

職試験に対す意識も高まり早期準備につながってい

る。

　「一般常識・就職筆記試験対策　全国一斉ＷＥＢ模

擬テスト」を 3 年生全員が，一般常識・就職筆記試験

対策として受験する。このテスト受験は，就職試験に

一般常識試験を課す所もあるので，試験の内容を知り，

現時点の実力を把握し，就職試験対策につなげる機会

となっている。

　「実習で役立つマナーアップ講座」では，実習に求

められるコミュニケーションの基礎を学習する。必修

の実習前に学科ごとに行い，社会人に必要とされるマ

ナーや常識を理解し，コミュニケーション能力向上の

意識を醸成する。この講座の受講が，学生の実習に対

する不安の軽減にもつながっている。

3.2　就職ガイダンス（3 年生　12 月）

　『就職活動ガイドブック』を配布し，就職活動の方

法や全体の流れを説明する。就職検索システムの検索

方法やキャリアセンターの利用方法の説明を行う。後

半は，学生が小論文を実際に書いてみる。後日添削し

コメントの付いた小論文の返却を受ける。レポートと

の違いを知り，限られた文字数の中で自分の意見を論

理的に書く難しさを実感する。

　このガイダンスで，学生は就職活動の概要を知り，

これを機会にキャリアセンターに来所しキャリア相談

予約をする学生も一定数おり，就職活動を始めるきっ

かけとなっている。

3.3　3 年生 12 月～ 3 月の取り組み　

　「学科別進路ガイダンス（卒業生からの就職活動ア

ドバイス）」は，各学科の主催で，卒業生や 4 年生を

招いて，学科別進路ガイダンス（OB ガイダンス）を

行う。学科特有の就職活動や卒業論文，国家試験対策

について話を聞き，学生が，4 年生の 1 年間の過ごし

方のイメージを具体的に描けるようにする。

　「4 年次生との座談会」は，看護学科と人間福祉学

科が，4 年生と 3 年生の座談会を企画し，実施する。

学生は，就職活動を終わったばかりの先輩の生の声を

聞き，就職先を選ぶ基準，就職活動開始時期，スケ

ジュールなどを把握する。

　このガイダンスと座談会の，先輩学生の体験談が，

学生の就職決定に影響していると，学生が発言するこ

とが多いので，就職を考えるための重要な機会となっ

ている。

3.4　新社会人講座－「知らなきゃ損するお金と保険

の話＋心構え」－（4 年生 11 月～ 12 月）

　これは学生が，新社会人への準備として，社会人と

しての基礎知識を主体的に身に付ける大切さを伝える

講座である。保健福祉学部（三原キャリアセンター）

独自の取り組みである。具体的には，給与明細の見方，

給与と税金の話，社会保険の話，退職や転職，金銭管

理，ハラスメント，心構え，その他学科ごとに特有な

話を行う。学生が，専門職として就職後は，このよう

な知識を得る機会は少ないと予見されるため企画して

いる。

　『就職活動ガイドブック』の給与明細例の，税金や

社会保険の控除の実状を説明する。特に複雑な年金の

概要や，制度を知らないで損をしてしまう実例を示し

ながら，学生に「分からないからほっておくのではな

く，知って手続きを行う」必要性を強調し伝えている。

　社会に出ると，組織のルールを守り期限を厳守する

ことが必要不可欠であるため，この講座では社会の

ルールや期限を守る大切さも伝えることとしている。

なぜなら，アンケートによって，「社会に出る際に気

をつけることや心構えを知りたい」という学生の要望

が明らかになったためである。そこで，挨拶や報告・

連絡・相談の大切さ，職場に馴染むためのちょっとし

た工夫などについて，具体的な実践方法を，実例を交

えながら説明する。

　講座の工夫として，クイズ形式を取り入れた参加型

にした。学生に興味を持たせ，自分であれば具体的に

どうするかを，主体的に考える機会となるようにして

いる。
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　2015 年度は，4 年生 191 人のうち 158 人が参加し，

82.7% の参加率であった。講座後の「新社会人講座ア

ンケート」では，「よかった」137 人（87%），「どち

らかと言えばよかった」21 人，（13％）という結果で

あった。就職活動を終え，新社会人になることを実感

する時期のこの講座に対しては，100% の学生が高評

価している。

　図 1 には，講座の良かった点を項目別に示した。学

生は，社会人になって直接自分に関わる，給与や税金，

社会保険の話に高い関心があった。また，就職時から

退職や転職にも関心を持っていることが，アンケート

結果から明らかになった。

　表 2 は，学生に「この講座の感想やキャリアセンター

を利用しての感想を自由に記述してください」と求め

た自由記述の中で，この講座に対する感想分を抜粋し

て掲載している。「新社会人になる前に，社会の仕組

みや心構えを知るのに有益だった」など，この講座

に対する肯定的な意見や，「自分で必要な情報を得て，

手続きをするなどの行動する重要性に気づいた」など

の記述が多数見られた。したがって，この講座は，学

生に，社会人としての基礎力である，主体性を喚起す

る効果もあったと考えられる。さらに，「キャリアセ

ンターやキャリア相談が，就職活動に役立った」等の

記述も多く見られた事から，この講座は，キャリアセ

ンターでの就職支援に対しての高い満足度につながっ

ていると考える。

　反面，改善点では，「社会保険の話は複雑でわかり

にくい」とあったので，短時間でわかりやすく伝える

工夫が必要である。

図 1　2015 年度「新社会人講座アンケート」結果（講座で良かった点）

表 2　2015 年度「新社会人講座アンケート」結果（自由記述抜粋）
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4.　「平成 27 年度卒業予定者アンケート結
果」からの考察

 
　表 3，表 4，図 2 に「平成 27 年度卒業予定者アン

ケート結果」を示す。実施時期は，2016 年 1 月 19 日

～ 2016 年 2 月 29 日，保健福祉学部（三原キャンパス）

分の配布は 191 人で 135 人が回答し 70.7% の回答率

であった。

　広島キャンパスのアンケート回答率は，55.6％（回答

者 140 人，配布数 252 人），庄原キャンパスのアンケー

ト回答率は 38.0％（回答者 73人，配布数162人）であった。

　表 3 の進路選択，就職関連分のアンケート結果から，

保健福祉学部の学生は，進路決定に概ね満足しており，

就職活動に対しては，スムーズに進められたと感じて

いる。また，回答者のほぼ全員がキャリアセンターを

利用しており，キャリア相談員の利用も，他キャンパ

スと比較しても多く，それぞれの満足度も高い結果と

なっている。

　また図 2 は，学生の能力の習得について，社会人と

しての基礎力に関する部分を示している。学生の能力

習得については，コミュニケーション能力は約 7 割が

「十分」「まあ十分」との回答に対して，ビジネスマナー

表 3　「平成 27 年度卒業予定者アンケート結果」　( 進路選択，就職活動関連分）

図 2　「平成 27 年度卒業予定者アンケート結果」（能力の習得について）
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は約 6 割が「やや不十分」「不十分」，主体性や課題発

見能力も，半数近くが「やや不十分」「不十分」と回

答している。したがって，社会人としての基礎力を意

識したキャリアセンターの支援は，コミュニケーショ

ン能力の向上には役立っていると推察されるが，ビジ

ネスマナー，主体性や課題発見能力の点では課題が

残っている。

　表 4 では，学生の自由記述を抜粋して，好意的意見

と改善点を掲載している。キャリアセンターが就職学

生にとって利用しやすい場所と，評価する声も多く

あった。しかし学科によって，就職活動時期が集中す

ると，キャリア相談予約が取れない点が改善点として

挙げられている。

　このアンケート結果からも，社会人としての基礎力

向上の取り組みや，学生の立場に立ってきめ細かい支

援を行っていることが，学生のキャリアセンターの利

用，相談数の増加や満足度につながっていると推察さ

れる。2015 年度のキャリアセンターでの相談件数は

1547 件であった。2013 年度は 1279 件，2014 年度は

1406 件だったので，相談利用数は，毎年増加している。

5.　今後の課題

5.1　学生の自律促進

　学生が，キャリアセンターは相談しやすい所と頼り

にしている半面，依存的な態度が気になる場合がある。

本来学科の教員に相談すべき専門性の高い相談や，内

定後の書類提出や就職先との細かいやりとりについて

の相談が，増加傾向にある。学生自らが判断し，分か

らないことは直接，就職先や学科教員に問い合わすな

ど，自律を促す支援がより必要になっている。

5.2　繁忙時の対応整備

　看護学科の学生の就職試験が集中する 7 月に，「実

習と重なってキャリアセンターを利用できない」「予

約が取れない」と言う学生の声が多くある。したがっ

て，元看護学科教員で，キャリアコンサルタント有資

格者に依頼し，実習の学内日を利用して時間外で，面

接練習できる体制を整えた。初めての試みの 2016 年

度は，6 日間で 27 人の利用があった。

　また学内日には，学生が昼休みにキャリア相談に来

所できるような対応も行い，利便性の向上に努めてい

る。

　しかし最近では，4 年生以外で，キャリアセンター

を利用する学生が増える傾向にある。看護学科の 2 年

生が保健師のコース選択の際の相談や，3 年生の夏休

みを利用してインターンシップに参加する際の事前注

意点の確認，また公務員を目指す人間福祉学科の 2 ･ 3
年生の相談など，相談内容も多岐に渡ってきている。

「相談したい時に，キャリア相談予約がいっぱいで利

用できない」と言う声には，なるべく短時間でも対応

するようにしている。応募書類や小論文を預かって見

てから，空き時間にアドバイスをする，メール対応を

行うなどの支援を行っているが，すべてのニーズには

答えられていない現状がある。

5.3　継続的支援

　キャリアセンターでは，卒業生の支援も行っている。

卒業後も大学院進学や転職でキャリアセンターを訪れ

る卒業生がいる。2015 年度の支援実績は延べ件数で，

62 件（来所 30 件，電話 3 件，メール 20 件，閲覧 9 件）

あった。今後も卒業生の支援ニーズはあると予見され

るので，支援体制の整備も必要である。

6.　まとめ

　対人援助業務に就く保健福祉学部の学生の就職活動

を，社会人への準備期間と考え，社会人としての基礎

力の向上を意識したキャリアセンターの支援は，相談

件数やアンケート結果から，一定の効果があったと推

察される。また，学生のニーズを把握し，個別性を大

切にしたきめ細かい支援を行っていることが，高い満

足度につながっていると推察される。

表 4　「平成 27 年度卒業予定者アンケート結果」（自由記述抜粋）
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Supporting career development of students in the Faculty of 
Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima

― An attempt to develop readiness to enter work-force ― 
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Career Advisor, Prefectural University of Hiroshima, Mihara Campus

Abstract

Students in the Faculty of Health and Welfare generally seek their career in assisting individuals in need, career that 
requires substantive interpersonal skills.  We, the Career Center in Mihara campus, regard their job hunting process as 
a process to develop their readiness to enter the work-force and provide support that emphasizes developing basic skills 
necessary for a professional, including communication skills.  A particular focus in our career advising is on the skill to 
express one’s feelings in ways that can be understood and accepted by others.

We also try to meet diverse needs of students and offer individualized support.  For instance, opportunities for practicing 
group discussions, which is required in civil-service examinations, were provided for those preparing for the exams.  The 
service offered for those whose major issue is general anxiety for job search consists of supportive listening and verbal 
feedback to increase motivation and confi dence.  This report further details activities of the Career Center to support job 
search processes of our students.

Key words: career in assisting people in need, health and welfare, job search, social skill, diverse needs


