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１．はじめに 

2021 年度 帝京平成大学 千葉キャンパス 健康医

療スポーツ学部 医療スポーツ学科 キャリア形成

科目「キャリアプラン」（表1）内において、千葉県

商工会議所連合会との連携によるキャリア教育「企

業の魅力発表会」（以下「本講座」とする）を実践し

た。この取組みは、千葉県商工会議所連合会の主催

するリクルーター養成ゼミを受講した千葉県内の

優良企業がプレゼンを行い自社の魅力を発信する

というものである。そして受講生はそれを一方向的

に聴講するだけでなく「受講生が企業を審査する」

という従来とは異なるかたちで教育・学習を展開す

ることで有効なキャリア形成支援につながること

を期待し実施に至った。さらには企業との交流会の

開催など主体的・対話的な学習内容が多数含まれた。 

本稿では、上記実践内容を報告するとともに成果

を整理し若干の課題を考察する。なお本稿は、拙稿

「千葉県商工会議所連合会との連携によるキャリ

ア教育（企業の魅力発表会）の実践と課題」（関西ベ

ンチャー学会 第 30 回九州研究部会 Zoom による

遠隔開催 2021年8月20日）の発表資料を基に、当

日の参加者の意見を踏まえ、図表や写真の追加など

も含め内容を大幅に加筆・修正したものである。 

 

２．本講座の趣旨 

本学では以前より千葉県商工会議所連合会との

連携授業に取組んできた。 

2020年度の「キャリアプラン」は図1のとおり新

型コロナウイルス感染拡大の中、フルオンライン環

境で、「企業の魅力発表会」をLMSやPRビデオを利

用し実施した。 

この際は、オンデマンド配信を採用し、期限内に

企業PRビデオを視聴し、WEBアンケートからの審査

を実施した。しかしオンデマンド配信に不慣れであ

った受講生と、教員の説明不足等の理由もあり、視

聴数・審査数ともに大きな課題が残った。 

表1 帝京平成大学 健康医療スポーツ学部(千葉キャンパス) 

医療スポーツ学科のキャリア形成科目(すべて選択科目)の一部 1 



図1 2020年度の「企業の魅力発表会」の取組み 

（オンデマンド配信によるフルオンライン開講） 

 

「キャリアプラン」では、表2にあるとおり毎年

地域企業や就職支援企業、業界団体、就職支援室な

どさまざまな機関の協力を得て、キャリア支援講座

や業界研究セミナーなどを開講している。しかし講

座内容の質は高いものの受動的な学習環境が中心

でそれ自体はもちろん学習効果の高いものである

が、より多くの場面で主体的で対話的な教育・学習

を導入したいと考えていた。 

本講座では、企業が自社の魅力をプレゼンし、そ

れを学生が一方向的に見聞きして学ぶだけでなく、

聴講した内容を基に「学生が企業を審査する」とい

う通常の授業や就職活動とは逆の取組みとなる。そ

のため主体的な学習環境の下で企業研究・業界研究

を進めることになり、キャリア形成支援にも大変有

効なものと考えた。 

また後述するように、事前セミナーも実施してい

ただくことで、本講座の理解を一層深め教育効果が

高まるものと期待できた。 

さらに、本講座（企業プレゼン）後、企業との交

流会の機会を設けていただいたことで、以前より授

業のねらいとしていた外部との接点（交流の機会）

を創出することにもなると考えた。 

特にこれは筆者のキャリア教育の考えとしては

重要で、普段授業において教室内で完結してしまい

がちな大学教育を、外部との接点や目上の方との交

流、さらには助言や評価をいただくことで、学生の

気づきや就労意識を促そうと考えた。 

そして本講座は、1日に（90分で）複数の企業や

社会人と交流を持てることも大きな魅力であった。 

表2 2021年度「キャリアプラン」授業実績(企業名・講座名等 一部修正済み)2 



３．2021年度 前期の取組み 

本講座の前に、2021年度前期の2021年7月20日

に、「キャリアプラン」内において、同じく千葉県商

工会議所連合会の提供する「HATARAKU de ちば（自

社 PR動画配信サイト）」より企業 PRビデオを選定

していただき、図 2 のとおり大学の教室で視聴し、

その後学生による審査を行った。 

2021年度、本学の授業は対面で開講されていたた

め、教室スクリーンに企業の PR ビデオを投影し視

聴した。そして学生は PR ビデオ視聴後スマートフ

ォンから審査アンケートに回答した。当日の運営は

担当教員のみで対応したが、全9社の視聴・審査を

通して早い段階で企業研究と業界研究を進めるこ

とができた。 

図2  教室スクリーンで企業PRビデオを視聴し 

スマートフォンで審査・回答をする様子 
 

４．2021年度 後期の取組み 

（1） 事前セミナー 

本講座（2021年12月16日）の1週間前（2021年

12月9日）に、図3のとおり事前セミナーとして千

葉県商工会議所連合会によって「企業の魅力発表会 

企業プレゼン発表会 審査員事前セミナー『安定し

た仕事に就く方法』」を開講していただいた。 

このセミナーは本講座の理解を一層深めるため

の準備学習であり、「3C 分析」や「モチベーション

リソース」などを専門家より教授していただいた。

上述のとおり対象学生が医療・スポーツ系の学生と

いうこともあり、本学のカリキュラムでは通常学ぶ

ことできない内容を指導していただき、わかりやす

い表現や解説資料・ワークシート等により、学生の

事前理解が大きく深まった。 

図3  事前セミナーで講師が解説する様子 

 

一度の講座ではなかなか理解が進まない学生も

いるなか、事前にこのように丁寧な指導・解説を行

っていただいたことで、前提知識が高まっただけで

なく、学習意欲も向上し本セミナーが大きな意味を

持つことになった。 

そしてこれも筆者がキャリア教育を行う際に意

識していることであるが、重要なことは繰り返し丁

寧に指導することで学生の理解を一層高め、次の学

習に効果的に接続できるように授業全体をデザイ

ンしている点とも合致する。 

このセミナーに関しても、（大学教員ではなく）外

部講師による授業であったため、学生にとっては緊

張感や新鮮さがあり、集中して学習に望めたものと

考えられる。さらに図4のとおり事前セミナーに対

して学生からも高評価であった。 

特に、事前セミナーとして学んだこと（「3C分析」

や「モチベーションリソース」等）が今後の就職活

動で役に立ちそうという好意的・前向きな回答が目

立った。さらには同アンケートの自由記述において

も好意的・肯定的な意見が目立った。 



図4 帝京平成大学 就活に役立つセミナー アンケート結果（千葉県商工会議所連合会作成）3 

 

（2） 本講座 

本講座は、以下の内容で開講された。 

①授業開始・教員説明（授業としての取組み、趣

旨等の説明）、②千葉県商工会議所連合会事務局よ

り本講座の説明、③企業プレゼン（1社あたり 5分 

全6社）＋学生による審査、④グループに分かれて

企業との交流会（1ターム 3～4分×6社分）、⑤ク

ローズおよびアンケートの説明（学生アンケート入

力）。 

 

① 授業開始・教員説明 

まず担当教員（筆者）より、授業内で本講座を導

入した趣旨や背景、ねらい等を説明した。 

② 千葉県商工会議所連合会事務局より説明 

次に本講座の運営事務局である、千葉県商工会議

所連合会事務局より講座概要や趣旨等を説明して

いただいた。 

特にポイントとして、「（1）参加企業は千葉県内の

企業だけであること」、「（2）審査をするのはあなた」、

の2点を説明した上で参加企業の紹介に入った。同

時に参加企業が、千葉県商工会議所連合会主催の

「リクルーター養成ゼミ」を受講していて、人材採

用や自社の魅力発信方法について学んでいること

を説明していただいた。さらには「採用力向上サポ

ートプロジェクト」についても説明していただいた。 

また、本講座実施に当たって教育機関とどのよう

に連携し、その連携が千葉県内の中小企業や金融機

関・千葉労働局・ハローワーク・千葉県などとどの

ような関係があるのかをわかりやすく説明してい

ただき、学生にとってどのような意味があるのかも

解説していただいた。 

そして、企業が自社の魅力を発表するだけでなく、

その内容をよく聞いて「学生が企業を（本音で）審

査する」という普段と立場が逆という学習方法の説

明をしていただいた。併せてその後に交流会を実施

する旨説明があった。最後に参加者アンケートの協

力依頼があった。 

 

③-1 企業プレゼン（1社あたり5分×全6社）  

そしてメイン事業である、参加企業6社による企



業プレゼンを実施した。上述の前期授業と異なる点

は、前期が PR 動画配信サイトを利用した「ビデオ

によるプレゼン」であるのに対し、今回は「対面に

よるプレゼン」を行った点である。なお当日プレゼ

ンを行った6社は表3のとおりである。 

発表順 企業名 

1 一般財団法人 市川市福祉公社 

2 エヌテーアクアツインズ 株式会社 

3 株式会社 すいぱと 

4 株式会社 さくら印刷 

5 新雪運輸 株式会社 

6 社会福祉法人 泉寿会 

表3 企業の魅力発表会でプレゼンを行った6社 

 

参加企業6社から表3の順で大教室で図5のよう

なかたちで 5 分間のプレゼンを行っていただいた。

なお上記6社は、千葉県商工会議所連合会主催のリ

クルーター養成ゼミを受講しているのでプレゼン

内容に期待が持てた。 

図5 企業プレゼンの様子 

（写真は 株式会社 すいぱと） 

 

そして今回のプレゼンは「企業が、どういうメッ

セージを送れば、自分の会社の魅力を伝えることが

出来るのかを半年間の取り組みの中で、考えに考え

て作られた内容」となっていた。さらにプレゼン以

外に図6のように指定様式で統一された「企業の魅

力情報シート」も配布され、視覚的にも企業（社員）

の理解が進むように工夫されていた。 

図6 企業の魅力情報シート 

（写真は 株式会社 さくら印刷） 

 

筆者からみた企業プレゼンの特徴であるが、以下

のとおりである。 

まず「解説する・話す」のではなく「聞かせる」

内容となっている点である。すなわち学生（受講生）

主体の内容になっていて、一つひとつの説明を十分

に理解できるよう工夫されていた。 

そして説明時に難しい表現や用語がなく、スライ

ドの作りもシンプルで写真やデータなども使用し

ていて大変わかりやすいということである。今回は

介護・福祉業界、IT業界、印刷・メディア業界、運

輸・輸送業界と多様な企業・業界からのプレゼンで

あり、スポーツ科学を学ぶ学生にとってあまりなじ

みのない企業も含まれた。しかし各企業の前提知識

が不足していたり初学者であっても理解できるよ

うに、話し方、語句、内容等に留意していだいてい

る様子が多くの場面で見られた。 

筆者自身、以前に別の機会で企業説明や業界説明

に参加した際に、専門用語や難解な表現、わかりに

くい言い回し等で理解が不足したケースがある。本

開発です

会社のリソースを使っていろん
なことが試せる︕
自分の意見が反映されるのが早くやりがい
を感じる。
前職では会社の広報に携わることが多くあり、会社の
広報やブランディングに興味があり、近場で探している
とさくら印刷を見つけました。第一印象は「変な会社だ
な」と思いました。髪が長く髭を生やした専務がフロント
にデカデカと載っていてインパクトがあり、一緒に働いて
みたと思い入社しました。これまでそれなりの規模の会
社で働いていたこともあり、仕事が分業化されていなく
かなり幅広い仕事をするということに入社して驚きまし
た。ただ、いろいろな仕事を任せてもらえますし小さな
会社なので自分の意見がすぐに反映されるのでやりが
いを感じます。最近はデジタルツールの導入を検討し
ていて様々なものを試させてもらっているのそれが私の
楽しみです。（笑）

前職は漫画家のアシスタントを20年ほどしていました。
毎日ほとんど会話もなくひたすら描き続け、気づけば
一日が終わっているという状態でした。このまま、人
生終わらせたくないと思い、転職活動を始めたところ
やはり私の年齢では雇っていただけるところも少なく
あってもルーティンの工場勤務といったところで結局
先が見えてしまいました。そんなときに何気なく応募
していた（株）さくら印刷から連絡がきました。色々
なことにチャレンジしていていい意味で先が見えなくて
楽しそうだと思い入社を決めました。これまで、人との
かかわりが少なかったので最初は人間関係で苦労し
ました。そんな自分を見捨てることなく、どこだったら自
分が活躍できるかを役員の方が一生懸命考えてく
れました。

役員が国産車に乗っている
のが親しみやすくていい（笑）
役員のみなさんが親身になってメンバーのこ
とを考えてくれます。

千葉県の外房地域にゆかりがありまして、こちらで就
職を考えていました。実はこちらで働くとなると一次産
業かフリーランスの二択だと思ってました。（笑）
そんな中（株）さくら印刷を見つけて応募してみまし
た。コロナが騒がれ始めたばかりで大手企業などは説
明会が中止になったり面接の日程が保留にされたりと
いう中でさくら印刷はリモート面接をしてくれてすごい
早い対応で柔軟に変化をしている会社だなと感じ入
社を決めました。入社当初からいろいろな教材や研
修など学びの機会を与えてくれていい環境であると感
じました。ただ、やはり業務の範囲が多くいろんなこと
をやっているので不安になったこともあります。でも今は
自分のスキルアップにつながると感じていて前向きに仕
事に取り組めています。

上司がマウントをとってくる様子
が一向にない
どの役職の人もフラットな目線で話を聞いて
くれます。

また、自分はビジネスライクに
やってきたところあがありましたが、
この会社には人間味あふれる
人が多くぶつかることも多いです。
でも、新たなことを生み出すには
こういったことも必要だなと感じ
ています。自分の意見をしっかり
と発言しつつも協調性がある人
がうちの会社に合うかもしれない
ですね︕

長畑 宏

色々ありましたが今ではとても
楽しく、のびのびと仕事ができ
ています。人とのかかわりはし
んどいですが、喜びも人とのか
かわりの中から感じられると今
では思います。当社は過渡
期なので、今後は主体的に
考え行動し会社を変革して
いきたいと思っています︕

道端 秀典

特にいいなと思ったているのは、
新入社員の私の意見もフラッ
トに聞いてくれるところです。
友達に聞くと自分の意見を
中々聞いてくれない会社の
方が多いみたいなので感謝し
ています。残業も少ないです
し、いろんなことを任せてもら
えるのはとてもありがたく感謝
しています。

植田 楓佳

会社PR動画 Webサイト

社員が思うさくら印刷

株式会社さくら印刷の特徴

コロナ禍の前から、印刷業は斜陽産業で、紙媒体の出荷額の減少が続いています。コロナ禍で、4、
5年先と思われていたデジタル化が急加速し、紙媒体が主力の印刷業は大きな転換期を迎えてい
ます。ただ印刷会社は大きなポテンシャルを持っています。印刷は地場産業で、業種問わず地域の
様々の方々と密接に関わってきたからこそ、今を迎えられています。「地域に根づいている」だからこそ
新たな挑戦ができる基盤があるのです︕弊社は紙媒体に関わらず自由な発想で地域活性化に繋
がる新しい事業展開をしています。変革期だからこそ主体性をもって自ら新しいものを作っていきた
いというクリエイティブな人がいれば是非一緒に地域を彩りましょう︕

印刷業界ってどうなってんの︖

協調性がない方は当社には向いていないかもしれません
社員の人たちに「どんな人が当社で活躍できるか」と聞いたところ、「主体性がある人」「協調性のある
人」だという答えが多かった。弊社には様々な経歴を持ったメンバーが働いています。入社して40年にな
る人や中途採用でも全く別の業界から来た人も多いですし、20代の若い子も増えました。考え方も価
値観も全く違いますから、ぶつかることもあります。しかし、だからこそ新たな価値が生まれると考えていま
す。さくら印刷はオールマイティに何でもできる人はいません。それぞれ得意分野があって苦手なことは補
い合いながら大きな仕事を成し遂げています。結構変な人も多いので自分のこと変わってると思う方はも
しかしたらうちに合うかも︕

印刷物やWebサイトというのは、全てがオーダーメイド商品です。ですから、毎日同じものをルーティンで製造する
場とはわけが違います。常に考えアイデアを出し、お客様のイメージを具現化できたときは嬉しいですし、お客様に
も感動していただけます。さらに、さくら印刷はクリエイティブな仕事ながら、制作会社の平均残業時間よりも少なく
時に帰る人が殆どです(遅くとも19時までには退社)。また、印刷からWebまで一貫して行っている会社だからこそ、
紙からデジタルまで広く学ぶ機会があります。本人のやる気次第で独立にも役立つようなスキルが身に付けられま
弊社ほど若手の意見を積極的に取り入れる企業は少ないと思います。挑戦を支えるメンバーや環境が整っている
で、挑戦したいという方にはいい環境なのではなかろうか。

毎日がクリエイティブ



講座ではそのようなことがないようプレゼン内容

がよく考えられたものになっていた。そしてプレゼ

ンを聞いている学生の多くがいつも以上に真剣に

聞いていたのも印象的であった。 

「企業の魅力情報シート」も「読ませる」ではな

く、「見せる」デザインになっていた。文字情報もあ

るがそれ以外の画像やイラスト、写真、色使いなど

目を引くようにデザインされていて、まず見て、そ

のあとじっくりと読み込む作りに工夫されていた。 

言いたいことも明確で、ストーリー性もあるので

理解が進みやすかった。そして簡潔な内容（時間も

5分）なので、1社1社集中して聞くことができた。 

なお、普段の大学教員ではない外部講師（企業の

担当者）がプレゼンしているので新鮮であり緊張感

があるという点も重要であった。 

 

③-2 学生による審査  

企業によるプレゼン後、図7のように1社ごとに

学生によるプレゼン内容の審査を実施した（審査ア

ンケートは表4のとおり）。 

今回企業研究、業界研究を進めるにあたり、通常

の就職活動とは逆の形になるこの取組みは大変有

意義であり、しっかりと聞いていないと企業を評価

できないという特徴もあった。 

その間、担当教員と千葉県商工会議所連合会事務

局スタッフによって教室内を巡回し回答のサポー

トを行った（アンケート入力促進も兼ねた）。そして

適宜質問等も受付けた。 

図7 スマートフォンで審査（回答）する様子 

④ グループに分かれて企業との交流会 

すべての企業プレゼン終了後、参加企業との交流

会を実施した。交流会も含めて 90 分の授業内で完

結の予定であった。そのため交流会で全学生が6社

すべての企業と時間内で意見交換や質疑応答でき

るように、グループに分かれて図8の座席表のとお

り1ターム3～4分を6回繰り返した。 

その際にスムーズな運営や入れ替えを考え、図 9

のとおり企業側（担当者）が教室内を回って学生は

そのまま座席で参加するスタイルを採用した。 

図8 本講座の座席表（千葉県商工会議所 

連合会作成 ※矢印は筆者追記） 
 

⑤ クローズおよびアンケートの説明 

交流会終了後、全体のまとめとして総括を行っ

たあと参加者アンケートの説明をした。 

時間の関係で全体の簡単なおさらいと学習内容

と提出物の確認にとどまったが、参加企業に対す

る感謝の気持ちを表し終了となった。 

 

企業 
担当者 

企業 
担当者 

企業 
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企業 
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企業 
担当者 

企業 
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『企業の魅力発表会』アンケート(審査) 
フォーム☆帝京平成大学 12/16 

 
このたびは「県内企業の魅力発表会」にご参加いただき、ありがとうございます。 
実際の企業のプレゼンを聞いて、その感想を、下記にご入力ください。 
※まずは帝京平成大学 総合情報技術センターの庄司が責任を持って個人情報をお預かりします。 
その後、回答内容は企業へは匿名で報告いたしますので、ホンネを正直にご入力いただいて結構です。 
 

回答する企業を選択 
１．一般社団法人 市川市福祉公社         ２．エヌテーアクアツインズ 株式会社 
３．株式会社 すいぱと                ４．株式会社 さくら印刷 
５．新雪運輸 株式会社                ６．社会福祉法人 泉寿会 
学籍番号を入力 
 
◆企業プレゼンについて 

Ｑ１．プレゼンを聞いて、もっと詳しい話を聞いてみたいと思いましたか? 
●非常に思った  ●少し思った  ●どちらでもない  ●あまり思わなかった  ●全く思わなかった 
その理由もご入力ください。 
 
Ｑ２．プレゼンを聞いて、印象に残った言葉を、できるだけ多く箇条書きで入力してください 
 
Ｑ３．ご自身が応募したいかどうかは別として、「会社に応募してほしい」という熱意は伝わりましたか?  
●大変伝わった   ●少し伝わった   ●普通   ●あまり伝わらなかった   ●全く伝わらなかった 
 

その理由もご入力ください。 
 
Ｑ４．ご自身の希望する会社（仕事）かどうかは別として、「発表した担当者のような人と一緒に働きたい」と思

いましたか? 
●非常に思った  ●少し思った  ●どちらでもない  ●あまり思わなかった  ●全く思わなかった 
 
その理由もご入力ください。 
 
Ｑ５．ご自身の希望する会社（仕事）がどうかは別として、その会社での「仕事のやりがい・おもしろさ」を具体

的に感じることができましたか? 
●とても感じた    ●まあまあ感じた    ●あまり感じなかった    ●全く感じなかった 
 



その理由もご入力ください。 
 
◆会社の魅力情報シートについて 

Q6.シートの上段、カンパニーＢＯＸのＣ１～Ｃ３で良かったものをお選びください?（複数回答可） 
カンパニーBOX については、配布の企業の魅力情報シートをご覧ください。また企業によっては、若干レイ

アウトが異なります。その場合は、次のその理由の欄に、どの記事が良かったかメモを入れてください。 
■C1    ■C2    ■C3 
 

その理由もご入力ください。 
 
Q7.シートの下段、ピープルＢＯＸのＰ１～Ｐ６で良かったものをお選びください?（複数回答可） 
■P1   ■P2   ■P3   ■P4   ■P5   ■P6 
 
その理由もご入力ください。 
 
◆全体を通して 
 
Ｑ8．実際に就職活動が開始された時に、応募してみたいと思いましたか? 
●是非応募したい   ●前向きに検討したい   ●応募するかどうかわからない   ●応募したくない 
 

その理由もご入力ください。 
 
Ｑ9．この企業が、企業実習（ジョブシャドウウィング・インターンシップ等）を実施すると告知した場合、興味は

ありますか？ 
●はい     ●いいえ 
 
Ｑ10．（企業実習の告知がなかった場合であっても）今後のためにあなたの連絡先をお伝えしていいです

か？ 
●はい → 後日企業の担当者からメールでインターンシップや就活時の会社説明会等の案内が届きます。 
●いいえ 
 

お疲れ様でした！ 
 

表4 『企業の魅力発表会』アンケート設問文（千葉県商工会議所連合会作成）  



図9 参加企業との交流会の様子 

 

５．考察 

（1） 本講座がキャリア教育上有効であった点 

まず事前セミナーで十分に学んだ後の本講座で

あったため、学生の理解促進に寄与した。通常、セ

ミナーやガイダンスも1回完結のものが多い。学生

の理解度の問題だけでなく、事前学習を行う効果が

高いのは実証済みである。とりわけ普段スポーツ科

学分野を学んでいる学生にとってあまりなじみの

ない企業・業界も含まれたため今回の取組みは有益

であった。それらが図4のアンケート結果のように

現れたものと考えられる。後述するとおり 2022 年

度も企業の魅力発表会を実施予定であるため、こう

した事前学習の充実と本講座への有効な接続とい

うものを十分に検討していきたい。 

そして、本講座においては企業プレゼンを（コロ

ナ禍でも）対面で直に聞くことができたことのほか、

1社あたりのプレゼンが 5分と、簡潔な内容を聞く

ことができたことも有益であった。学生にとって今

まで慣れた学習形態である対面（教室）での授業で

プレゼンをしていただくことで企業担当者の雰囲

気や熱意も伝わり、より一層理解も深まった。 

2020 年度はフルオンラインの中オンデマンド環

境でプレゼン PR ビデオを配信したが多くの課題が

残った。そこで 2021 年度は何としても多くの優良

企業のプレゼンを聴講し、その後のインターンシッ

プや本選考につなげたいというねらいがあった。 

もちろんコロナ禍における就職活動ではオンラ

インセミナーやリモートによるガイダンス、オンラ

イン面接などの慣れやスキルも必要になる。これは

前述したとおり 2021 年前期に教室で部分的・限定

的な形ではあったが体験できた。今後自宅等にいな

がら1人でも適切な環境でオンライン説明会等に参

加できるようにスキルアップの講座も検討してい

きたい。 

また1日で複数の企業プレゼンを聞くことができ

たことも大変有益であった。2020年の新型コロナウ

イルス感染拡大により対面でのガイダンス・セミナ

ー等が制限されるなか、2021年にこのように対面で

1 度に複数の優良企業の参加による発表会を開催で

きたことは大変貴重なことである。もちろん本講座

開催にあたり、千葉県商工会議所連合会からの感染

対策の注意喚起のほか参加企業様の十分な理解と

協力の下で安全に実施できたわけである。 

そして一方通行での聴講だけでなく、審査を通し

て能動的な学習環境になったことも企業研究・業界

研究を進める上で有効であった。とりわけ筆者が感

じる点は、大学で多く見られるグループワークやデ

ィスカッションなどで教員による指示や環境によ

りアクティブ・ラーニング型授業が「表面的な学習」

になってしまうことがあるということである。今回

理想的なかたちでアクティブ・ラーニングを進めら

れたことは大きな成果であった。すなわちプレゼン

後にどのように審査するかを踏まえて集中してか

つ主体的にプレゼンを聞く必要もあった。その後、

学生側からの評価・フィードバックとして審査をす

るわけである。選択回答（評価）だけでなくその理

由（自由記述）も入力するため、まさに主体的な学

びとなった。そして「キャリア教育におけるアクテ

ィブ・ラーニング型授業の実践」という意味では見

本となるような有効な事例となった。 

本講座がキャリア教育上有効であった点として

最後に、企業との交流会により普段大学では接点の

ない社会人や目上の方との交流の機会となったこ

とである。大学授業内での交流・接点は、担当教員、

あるいは職員、部活動、サークル関係者、日常生活

では家族や友人、アルバイト先の関係者くらいであ

 
 



る。普段話すことのあまりない目上の方や社会人の

方にプレゼンを聞くだけでなく、プレゼンへの質問

や意見、その他思ったことを気軽に話せる機会とな

った。もちろん最初から学生のほうから話しかける

ことが難しいケースもあったがそこは企業側から

声をかけていただくなど各配慮をしていただいた

ことで大学内にいながらも（授業内でありながらも）

外部と接点を持つ大変有効な機会となった。 

 

（2） 参加者アンケートからみる本講座 

すべての内容終了後に、図 10 のとおり参加者ア

ンケートを実施した。筆者も授業をとおして意識し

ていることであるが、「その瞬間」の教育・学習が重

要であることはいうまでもない。しかしそれが次へ

（例えば後日のインターンシップや本選考）つなが

ることが重要と考えている。もちろん本授業の大き

な目的の1つは就職活動をしっかりと進めていくた

めの知識・態度等の向上である。 

アンケート「Ｑ１．各社の企業プレゼンを聞いて、

今後の就職活動に参考になりましたか？」を確認す

ると、『大変参考になった』『少し参考になった』の

2 つの好意的な回答を合わせて 83.8%と多くの学生

に良好な結果となった。 

また学生はキャリアプラン内で就職活動に関す

る各種ポータルサイトに登録し使用するが、その際

の情報収集は大手企業に偏りがちである。授業内で

も大手のみならず中小企業でも優れた商品やサー

ビスを提供し魅力ある企業も多数あると指導して

いるが、なかなかそこまでにたどりつけていない。

しかし今回の有効な一連の取組みによって中小企

業のイメージに対しても変化や成長が見られた。 

すなわち、「Ｑ２．各社の企業プレゼンを聞いて、

中小企業のイメージが変わりましたか？」を確認す

ると、『大変変わった』『少し変わった』の2つの好

意的な回答を合わせて 81.3%とこちらも多くの学生

に前向きな結果となった。 

そして社会人との接点や交流という貴重な機会

となった「企業との交流会」の反応である。「Ｑ３.

企業との交流会は、今後の就職活動の参考になりま

したか」によると、『大変参考になった』『少し参考

になった』の 2つの好意的な回答を合わせて 83.8%

と多くの学生にポジティブな結果となった。 

 

（3） 成果と課題 

最後に本講座の成果を再整理し課題を考察する。 

成果であるが、1 つ目に、前述のとおり本講座に

よってコロナ禍でも学内で質の高い企業研究・業界

研究の機会を得たということである。 

2 つ目に、受講（聴講）だけでなく、今回は「学

生が企業を審査する」という主体的な学習行動を通

して企業・業界の理解を深め、同時にキャリア形成

に大きく寄与したということである。 

3 つ目に、外部との接点や交流という貴重な機会

により、学生の気づきや就業意識を促すことができ

たということである。 

4 つ目に、本講座のみで終了ではなく、その後プ

レゼンを行った企業のインターンシップに参加し

たり、2022年度のキャリアプラン内でも講座で登壇

していただくなど、さまざまな形で次につながるも

のとなった点である（同時に参加企業との関係も強

化された）。 

次に課題であるが、今回大変有意義なキャリア教

育を実践できた一方、以下の課題も表出した（以下

すべて担当教員の課題である）。 

 事前アナウンス不足のため学生の理解が不十

分な箇所があった点。 

 当日スムーズに運営できなかった箇所があっ

た点。そのため時間のロスが生まれた。 

 アンケート回答方法の説明不足と操作サポー

トが不十分であった点。 

 事後につながるアナウンスが不足していた点。 

 事後の取組みの追跡調査が質量ともに不足し

ていた点。 

 本講座取組み後、参加企業との連携が不足して

いた点。 

細かい課題も含めるとこれ以外にも多数の課題

が明らかになった。 



図10 参加者アンケート（Ｑ１.～Ｑ３.）の結果（筆者作成） 

Ｑ１．各社の企業プレゼンを聞いて、今後の就職活動に参考になりましたか？　

大変参考になった 34 42.5%

少し参考になった 33 41.3%

どちらでもない 10 12.5%

あまりならなかった 2 2.5%

全くならなかった 1 1.3%

80

Ｑ２．各社の企業プレゼンを聞いて、中小企業のイメージが変わりましたか？　

大変変わった 26 32.5%

少し変わった 39 48.8%

どちらとも言えない 11 13.8%

あまり変わらなかった 2 2.5%

全く変わらなかった 2 2.5%

80

Ｑ３．企業との交流会は、今後の就職活動の参考になりましたか。

大変参考になった 28 35.0%

少し参考になった 39 48.8%

どちらでもない 7 8.8%

あまりならなかった 4 5.0%

全くならなかった 2 2.5%

80
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６．おわりに 

以上のとおり千葉県商工会議所連合会と連携し

た 2021 年度の企業の魅力発表会では多くの成果が

あった一方、主に教員の教育指導面での課題が残っ

た。 

2022 年度も 10 月と 12 月に千葉県商工会議所連

合会との連携授業を予定している。 

今回の課題等を活かしより有効なキャリア教育

となるよう努めていきたい。 
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