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報　告

キャリアサポートルーム就職相談室の概要と相談内容

松尾 寛子*，三輪 成雄**

［要約］
キャリアサポートルームではほぼ毎日，専任の相談員による個人面談に対応している。

相談内容の多くはエントリーシート等の提出書類の添削と面接練習であるが，本報告では
それ以外の特徴的な 6 つの内容について，相談員の対応も含めて紹介する。

［キーワード］
キャリア，就職支援，相談，オンライン

1 　就職相談室の概要

1.1　就職相談室の体制変更
京都大学学生総合支援センターキャリアサポートルーム（以下，ルームと記す）では「就職相談

室（以下，相談室）」という名称で，在学生および既卒者の就職に関する個別相談に対応している。

相談室は2006年の開設以降，体制や手続きをほとんど変えずに運営してきたが，2017年 7 月にこれ

らを全面的に刷新した。

刷新前の相談室は，毎日 1 名の相談員を配置し，相談枠は 1 枠20分で，平日の14時から17時の間

で 6 枠設けていた（就職活動繁忙期は10時から17時で12枠）。相談員の配置には複数の就職情報会

社からの全面的な協力を受けており，ルームが一ヶ月単位で各就職情報会社に担当日を割り振り，

就職情報会社が割り振られた日程に自社の社員や外部委託の有資格者を派遣するという形をとって

いた。派遣は無償であったため，相談室の運営費用の悩みはなかったが，費用以外にいくつかの問

題があった。最も大きかったのが，相談の連続性の欠如である。派遣される相談員は会社の都合や

契約によって頻繁に変わるため，相談者は 2 回目以降であっても自己紹介や前回相談した内容を繰

り返し説明する必要があり，相談時間が大幅に削られていた。実質15分程度では相談というよりワ

ンポイントアドバイスになってしまうため，相談を終えてすぐ次の相談を予約しようとする学生と

職員が相談室利用を巡ってトラブルになることもあった1）。他にも十分に相談ができないと感じて

利用しなくなる者や学内の他の窓口を訪ねる者もいたようである。また，相談員の価値観やバック

グラウンドによって助言内容が微妙に異なるため，相談者が混乱することもあった。本来であれば

ルームが相談室の方針を決め，相談員の質を一定に保つ努力をすべきであるが，無償派遣という手
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前，相談員に対するマネジメントがほとんどできていなかった。行き届いていなかった。相談員が

京都大学の文化や特徴，手続き等を理解する機会も時間もないため，相談に適切に対応できないこ

ともあった。特に，相談内容と関連するルームの活動（ガイダンス・セミナー，説明会等）との連

携が取れないことや，京都大学の就職活動生の半数を占める理系大学院生の悩みや質問に十分に応

えられないことは大きな問題であった。

このような状況の中で，ルームが直接雇用・契約する相談員を配置し，質の高い相談室運営をす

ることが強く望まれていた。最大の難問であった相談員の人件費の確保については学内合同企業説

明会（京都大学キャリアフォーラム）を大学が主催（ルームが企画・運営）することで解決したた

め，2017年 7 月に 1 名，同年10月にもう 1 名，ルームと直接雇用・契約関係にある相談員を配置す

ることができた。相談時間を 1 枠45分に延長しつつ，相談室を終日開設することで，それまでと同

じ 1 日 6 枠を確保することができた。ルームの方針や相談員の目線・基準合わせも整いつつあり，

質の高い相談対応に向けて日々努力を重ねているところである。

1.2　電子相談カルテの導入
2017年 7 月の直接契約の相談員の配置にあわせて，相談内容をルームの教員と相談員が共有でき

る電子相談カルテを導入した。導入前は「相談者が相談室予約時に専用の用紙に相談内容を記入す

る」→「相談当日，ルームの職員から相談員に用紙を渡す」→「相談員が用紙を見ながら相談を受

ける」→「相談後，相談員が助言内容を記録してルームの職員に渡す」という手順で相談記録を管

理していた。20分間の相談後の10分間を休憩と記録の時間にあてていたが，相談が長引くことも多

く，記録のための時間を十分に確保することはできなかった。その結果，記録は「自己分析につい

てアドバイスした」，「エピソードに具体性がないことを指摘した」等の表面的な記述にとどまり，

実際にどのような助言や指摘がなされているのかをルームの職員が知ることはできなかった。また，

保管された用紙は時間とともに膨大な量になり，集計や過去の相談記録の振り返りの際に不便で

あった。これらの問題を解決するため，相談記録を電子化することを決め，セキュリティ対策，複

数の切り口での集計のしやすさ，相談員からのアクセスと入力のしやすさ，同じ相談者の複数回の

図 1　就職相談室
290cm×220cmの個室が 2 室ある。

図 2　オープンスペース
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相談内容を閲覧・記録できる仕組みの確保等を必須条件として独自のシステムを構築した。システ

ム導入後は相談記録のための時間として，各相談枠の後に15分間，さらに全 6 枠の相談後に 1 時間

程度を確保している。また，相談記録をもとに相談員同士で情報共有し，相談対応を振り返るミー

ティングや教員のスーパーバイズも随時実施しており，相談カルテは相談室運営に不可欠のツール

となっている。

相談記録は「京都大学における個人情報保護に関する規程」に従って管理し，相談員と教員に限

定してアクセスできる設定にしている。なお，ルームでは相談者からの相談員の指名は原則として

認めておらず，相談者の状況に応じて最も適切だと思われる相談員を教員と相談員が相談して決定

している。このことは相談者にも相談予約時，または相談の際に説明がなされている。

1.3　オンライン相談
京都大学には吉田地区，宇治地区，桂地区に 3 つのキャンパスがあり，それ以外にも国内外に多

くの研究拠点を持っている。相談員は 2 名とも吉田地区にあるキャリアサポートルームに常駐して

いるが，研究拠点が吉田地区以外の学生にはオンライン（Skype もしくは FaceTime）での相談も

受け付けている。学内および研究拠点の Wi-Fi に接続しての通信が多いが，会話のタイムラグや画

像の乱れ等もなく，対面での相談と変わらない環境で相談が可能になっている。企業等でも初期の

選考はオンライン面接が増える傾向にあるため，それらの状況も勘案しながら遠隔地を研究拠点と

する学生の支援の充実をはかっていきたい。

2 　相談内容の概要

相談室で対応する内容は「在学生および既卒者（新卒扱いの範囲）の就職に関するもの」という

一応の線引きをしている。相談の大半はインターンシップもしくは採用選考の提出書類の添削や面

接の練習であるが，ここではそれ以外の特徴的な相談をいくつか取り上げる。対象とした期間は

2017年10月から2018年11月の14 ヶ月である。

2.1　焦りと無気力
「やりたいことが見つからない」，「何が向いているのか分からない」，「やらなければと思ってい

ても何からやればいいかわからない」という漠然とした相談が窓口でも相談室でも一定数ある。就

職活動の情報が不足している場合は，相談に入る前にルームが発行する『就職のしおり』やキック

オフガイダンスの配布資料を一読することを勧めている。その上で，過去の経験や意思決定等を振

り返りながら本人の特性や興味・関心の所在，希望する業界や職種，働き方について相談員と一緒

に整理していく。これと並行して業界や職種・企業の情報収集をルームの開催するセミナーや合同

企業説明会，企業説明会，OB訪問，インターネット，書籍等で行うように勧めるが，インターネッ

トの情報は玉石混合のため，できる限り自分の目と耳で情報取集することが望ましいと伝えている。

時折，「自分にはどんな仕事が向いているのか教えてほしい」，「この企業がオススメと教えてほしい」
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と相談員に行動の指針や解を求めようとする学生もいる。限られた時間でできるだけ効率的に就職

活動をしたいという思いが背景にあるようだが，相談室では相談者の意思と自主性を尊重すること

を基本姿勢としており，指示的に方向性を示すことはしないことについて理解を求めている。

一方でメンタルヘルス不調や対人関係のトラブルを抱え，進路の選択や就職活動に無気力になっ

ている場合もある。こういったケースでは無理に就職活動を進めようとせず，不調やトラブルの解

消のために学内外の医療機関，カウンセリング機関の利用を勧めている。

2.2　大学院に入学・進学した学生のつまずき
大学院に入学または進学した学生の相談も一定の割合を占めている。京都大学の大学院には学内

のいずれかの学部を卒業して進学した者と他大学から入学してくる者が混在している。正確な統計

は手元にないが，学部を持たない研究科の中には半数以上が他大学からの進学者であると聞いてい

る。大学院入学後，比較的早い時期に相談に来る場合は大学院での研究活動に悩みや不安を抱き，

それが就職や就職活動への不安につながっていることが多い。他大学からの進学者の相談でよく聞

かれるのが「自由の学風」と表現される京都大学独特の空気への違和感である。「出身大学では研

究室がわきあいあいとしていたが，ここではみんなが競争している」，「周りを見て自分はやっぱり

研究に向いていないと思った」，「同級生の成果を見てとてもついていけないと思った」，「みんな忙

しそうで分からないところを聞けない」という訴えから「大学院を中退して就職を考えたい」，「研

究とは関係のない職に就きたい」という相談になっていく。同様の相談は京都大学の学部を卒業し

た者からも聞かれるが，彼らに多いのは明確な目的や意思を持たずに「みんな進学するから」と進

学し，進学後に研究に没頭するほどの情熱や関心がないことに気づいた，という訴えである。それ

でも修士課程修了後の就職を目指すのであれば，修士 1 回生の夏頃からインターンシップへの参加

やその選考が始まる。研究の悩みを抱え，新しい環境に馴染めないまま就職にむけた活動を進めて

も，悩みや不安が解消するとは限らず，悩みは深くなっていく。

こういった相談では最初に本人の気持ちや考えを丁寧に聴くことに注力し，その後，状況を整理

する作業を一緒に行う。その上で，研究の継続について指導教員とよく話し合うことを勧めている。

研究活動と就職活動の折り合いについて指導教員や家族とも話し合った上で「就職活動をする」と

決断するのであれば，就職に向けた支援を行なっていく。一方で，研究や大学院生活でのつまずき

を誰にも相談できないまま休学や留年，メンタルヘルス不調を招いているケースもあるのではない

かと思われる。

2.3　内定受諾及び内定辞退についての相談
内定に関する相談件数は全体の約1.1％と多くはないが，限られた時間で何らかの決断を要する

ため，通常の相談とは異なる緊張感がある。相談は大きく分けると 2 パターンあり，複数内定から

就職先を決定することに関するものと 1 社の内定を得た後の就職活動の継続に関するものである。

前者の場合，複数内定から就職先を決められない相談者は条件比較に終始する傾向がある。平均年

収や福利厚生，休日数を会社ごとに調べ，マトリックス分析を行っても，本人に選ぶ基準がなけれ
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ば決断はできない。相談室では動機付け・衛生理論2）や複数内定を得た学生の決断の軸等を紹介し

ながら本人が大切にしている価値観を確認する作業は一緒に行うが，最終的な決断は本人がするよ

うに促している。内定辞退については，法律上は入社の 2 週間前までに辞退すれば責任を問われる

ことはないが3），信義則からできるだけ早く（もしくは自分自身で期限を決めて）決断し，理由も

含めて誠実かつ丁寧に辞退先に説明することを指導している。

後者は「ある企業から内定を得たが，他の企業の選考を受けてもよいのか」，「他にも志望する企

業がある。内定承諾の提出を待ってほしいと言うと内定を取り消されるのではないか」，「他社を受

けていることを隠して内定を承諾し，後で取り消すことは可能か」等の相談である。他社から内定

が出た後であっても，本人が選考を受けたいのであれば受けるべきだが，その際，自分の状況や思

いをありのまま内定企業に伝えることを勧めている。その場限りの嘘や言い逃れをしても，後で必

ずそのことについての説明が必要になり，本人の信用を損なうことになりかねない。また，大学か

ら社会へ移行するという人生の重要な場面で，誠実さを軽視するような態度をとって欲しくないと

いう思いもある。「第一志望でないなら内定は出さない」「就職活動をやめると約束するなら内定を

出す」といった駆け引きや一方的な要求を強いる企業（採用担当者）もあると聞くが，承諾できな

ければ，その場で自身の状況や思いを伝え，なんらかの解決策を話し合うことを勧めている。ルー

ムでは日頃から「面接や話し合い，交渉の場はあなたがその企業を判断するよい機会である」，「本

人の希望を無視して内定受諾を強要することの意味をよく考えてほしい」と伝えている。相談室で

は内定取り消しのトラブルに関する相談はなかったが，トラブルが発生した場合は都道府県労働局

（労働相談窓口）と連携して対応していく。

2.4　博士課程学生の進路選択
博士課程学生（以下，博士学生）の相談件数は全体の約 1 割である。博士学生の進路の最初の分

岐点はアカデミアとアカデミア以外（民間企業・団体，公務等）になるが，どちらを志望している

かで相談対応は異なる。件数は少ないが「アカデミックポストに就くための相談にのって欲しい」，

「アカデミックポストを第一希望で考えているが，ダメだった場合に民間就職も考えたいので情報

が欲しい」という相談がある。アカデミックポストについてはそれぞれの分野や専攻でポストに必

要とされる資格や要件，空き状況等が全く異なり，相談員がそれらの情報を把握するのは困難なた

め，指導教員または同分野の大学教員に相談することを勧めている。時折，「指導教員に聞けない

から相談に来た」という相談者もいるが，詳しく聞くと研究室内や教員との人間関係のトラブルを

抱えていることもある。この場合は所属部局の相談窓口や学内のカウンセリングルーム等を紹介し

ている。

民間企業を志望する博士学生の多くが懸念するのが学位取得の見通しの悪さである。「もし学位

が取れなかった場合も就職できるのか」，「学位取得の時期が変わったらどうしたらいいのか」と問

う博士学生も多い。これらの質問には「企業ごとに事情が異なるので，直接尋ねるしかない」と答

えているが，学位取得の可能性があるのであれば取得に向けて最優先で取り組むことを勧めている。

近年，博士学位の取得を採用条件とする企業も出てきているという背景もあるが，博士課程進学の
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目的は博士号取得であったはずであるので，ぜひ初志貫徹して欲しいと考えている。

民間企業志望者の相談で次に多いのが「博士課程での研究内容の専門性が民間企業で活かせる

か」，「自分のこれまでの研究が仕事にマッチするか」という不安や疑問である。これについては「専

門性がぴったり一致するようなことは極めてまれである」という事実を伝えることから始める。京

大博士の採用経験がある企業の採用担当が共通して言及する博士採用の理由は「研究テーマを見つ

け，課題に対して主体的にPDCA4）を回す力を持っているから」であった。修士に求めるものが「（多

くの場合，「与えられた」）仮説立て－実験－検証」という研究サイクルを回す能力」とするならば，

博士に求められるのは「『仮説立て－実験－検証』すべき課題を新たに見つけ，その課題を解決す

る能力」といえるだろう。博士学生がアピールするのは専門性そのものではなく，修士以上の研究

力であることを丁寧に説明し，書類作成や面接練習ではこの力を客観的かつ論理的に説明できるよ

うになることを目指す。

就職活動のスケジュールについても博士学生は注意が必要である。博士学生の採用選考日程は採

用する企業・団体が独自に決定しており5），人材要件も事業内容や職種によってさまざまである。会

社説明会や企業ホームページの採用ページが最も確実な情報源であるため，積極的に情報を収集す

ることを勧めている。

ルームでは博士相談以外に修了生を含む博士人材と企業をマッチングする独自サイトの運営や合

同企業説明会（博士・PD 対象京都大学キャリアフォーラム）の開催等により博士人材の就職を支

援している。

2.5　メンタルヘルス不調の学生への対応
メンタルヘルス不調に言及のある相談は年間で約3.4％である。相談者は多くが過去にうつ病を

はじめとするこころの病気を経験したか，現在治療中で，「うつ病を抱えて就職活動をどう進めて

いけばよいか」，「肉体的・精神的に負担の少ない職に就きたい」，「選考の際に病歴を開示すべきか

（しないといけないのか）」という相談が多い。初回の相談時に既往症や治療の状況を確認し，心身

ともに就職活動を行える状態にあるのかを話し合うことになる。その際，本人の意見だけでなく，

医師の意見や注意点等をしっかり聞いてくることをお願いしている。相談室では，治療中の場合は

治療を最優先し，日常の大学生活に戻ってから就職活動に取り組むことが望ましいと伝えている。

治療中にもかかわらず「とにかく就職活動をしなければ」と焦る気持ちを訴える相談者もいるが，

就職活動や内定を得ることが大切なのではなく，心身ともに健やかに働き続けることのできる場所

を見つけることが就職活動の目的であることへの理解を促し，治療を優先することを勧めている。

医師から就職活動に取り組むことへの前向きな指導・助言があり，本人の意思も明確で健康状態に

も問題がない場合は，普段の相談室と同様の支援を行う。ただし，不調を感じたら速やかに医療機

関にかかるよう伝えている。

長期の留年や休学がメンタルヘルス不調と関連する場合もあるため，長期の留年や休学の事実を

把握した際には，相談の中で自然な流れを心がけながら生活リズムや睡眠の状況を確認している。

不調の兆しが見られる場合は学内外の医療機関等の受診やカウンセリングの利用を勧めている。
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キャリアサポートルーム就職相談室の概要と相談内容（松尾，三輪）

2.6　障害学生への対応
障害のある学生の就職相談にも対応しており，相談件数は年間で約2.5％である。障害学生の相

談は過去に学内で修学支援を受けてきたかどうかで様相が異なる。以前から修学支援を受けている

学生が就職活動期になり，本人の希望で来談する場合は，就労の際に必要な配慮を言語化できてい

ることが多く，障害を開示して働く意思も明確であるため，就職活動は比較的順調に進む。一方で，

障害がありながら特段の配慮や支援を受けずに学生生活をのりきってきた学生が就職活動期になっ

て来談した場合，さまざまな要素を短期間で検討する必要があり，相談者にとっても相談員にとっ

ても負担が大きくなる。この場合，障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の有無，これらの手帳を

申請する意思の有無，障害を開示して（配慮のある中で）就職することを希望しているのか，開示

はしたくないのか，希望の職業に就く上で支障になるような要素は何か等，個人の状況と意思をヒ

アリングしながら障害と就労について状況を整理し，その上で就職活動の進め方を話し合う。結果

的に障害を開示して就職活動をすることを決めた場合は，障害学生支援ルームや学外の機関を紹介

し，連携を取りながら支援を続けていく。相談室では本人の意思と自主性の尊重を第一にしている

が，採用選考時または就労時に，何らかの配慮が必要であろうと教員と相談員が判断する場合には，

障害の内容や程度，必要な配慮等についてできるだけ早く，具体的に採用担当者に伝えることを勧

めている。

発達障害もしくはその傾向の強い学生の相談も増えている。開示がない場合でも相談中に極端に

目線が合わない，多動，会話が成立しづらいケースもある。発達障害の場合，就職活動を始める前

に相談があることはまれで，実際の選考を経験する中でつまずきや挫折を感じて相談に訪れること

が多い。「就職活動がうまくいかない」，「面接選考で落選が続く」，「会話（コミュニケーション）

が苦手」という訴えに対して企業選びや志望動機の整理，面接練習等の支援を行なっていくが，相

談者の意欲が維持できないことも多く，継続した支援になりにくい。面接に関しても，数回の練習

で改善・習得できることは限られており，内定にまで至るケースは少ない。新卒採用選考では面接

が重視され，高度なコミュニケーション能力が求められるが，発達障害のある学生には非常に高い

ハードルとなっている。

3 　最後に

特徴的な相談を 6 項目に分けて紹介したが，相談室で受ける相談の 8 割以上がインターンシップ

または採用選考の提出書類（エントリーシートや研究概要等）の添削と面練習接である。これらの

相談の対応については次回の報告としたい。

京都大学では毎年約3000人の卒業・修了者が就職し，そのうち2400人程度が国内企業に就職して

いるが，相談室の利用者は年間900人前後である。これは就職活動中の学生の1/3に満たない数であ

り，中にはキャリアサポートルームの存在すら知らない者もいるように思われる。積極的に周知し，

必要な学生にはぜひ利用してほしいと思う一方，繁忙期には相談員がフル稼働しても予約待ちが出

るような状況の中で，適正な運用については課題が多い。利用者が増えると，相談員を含めたスタッ
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［注］

1）	 2017年 6 月までは相談室の予約希望者が多かったことともあり，相談室の利用を 2 週間に 1 回に制

限していた。ただし，当日空きがあれば利用が可能だったため，極端に相談回数の多い学生もいた。

2）	F. ハーズバーグが発表したモチベーションに関する複数の論文に見られる理論（初出は1959年）。モ

チベーションに影響する要因を「動機付け」と「衛生」に分けて解説しているため，「動機付け・衛

生理論」，「MH 理論」「二要因理論」などと呼ばれている。

3）	採用に関する裁判例は厚生労働省のホームページでも公開されている（https://www.check-roudou.

mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/torikeshi.html：2019年 2 月10日取得）。

4）	W.	E. デミングが提唱した生産管理の理論から生まれた概念で主に日本の生産管理部門等で取り入

れられ広まった。Plan-Do-Check-Action の略とされるが，これは日本流にアレンジされた単語と概

念である。

5）	博士学生は日本経済団体連合会が定める「『採用選考に関する指針』の手引き」にも「指針の規定は，

日本国内の大学，大学院修士課程，短期大学，高等専門学校の卒業・修了予定者が対象となる。大

学院博士課程（後期）に在籍している院生は対象とならない。」（http://www.keidanren.or.jp/

policy/2017/030_tebiki.html	2019年 2 月10日取得）と明記されている。
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