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自 分に自 信を持 ？ ﹂
と
最初 から白旗 を振 るな
比嘉 ¨一
麗大生 に求 める こと はな ん です か ？
清水教授 一現在︑私が一
麗大生 から最 も強く感 じる こ
とは ﹁
自信 の無さ﹂だ︒最初 から白旗を振 って負 け
を認め てしま つて いるような学生が非常 に多 いと感
じる︒特 に就職活動 にお いては︑ よく ﹁
麗澤大学 が
無名だ からど こも採 ってくれな いんだ﹂と いう こと
を聞くが︑ それはただ の言 い訳 でしかな い︒ 私が働
いて いたリク ルート では面接や採用 のとき に大学 名
など は見な か つた︒ 取締役 面接 の前 で初 め て明かさ
れ る程度 であ り︑ 可能な限リバイ ア スを かけな いよ
う にして いた︒事実︑今 ではそ のような企業が増え
てき て いる︒大学 名など は全 く関係な い︒大学 が負
け て いるわけ ではな い︑自分たち自身 が負 け て いる
のだと いう ことを真摯 に受け止めな ければ いけな い︒
そして︑何より麗澤大学 で受け る教育 に自信を持 っ
てほし い︒ ここま で少人数 で 一人 一人 の学 生 に目が
行き届く大学 はそう そうな い︒ 私も多 く の大学 で教
どれだけ効率 よく大
え て いるが︑大きな大学 では ﹁
麗澤
人数 に教え るか﹂ に焦点を置 いて いるだけだ︒ 一
ほど︑真剣 に学生をどう成長さ せ て いくかを考え て
いる大学 はな い︒

一
麗大 生は大 人になる
必 要があ る

言葉使 いも︑ ふ るま いも︑大 人にな りきれ て いな い
人が多 い︒社会 と いう のは大 人 の集 まりだ︒ 頭 の良
し悪 しは関係な く︑ それ以前 の問題と して︑大 人と
して のふ るま いを身 に付け て いるかどう かが重要だ︒
そして︑自分を し つかりと見 つめ直 してほし い︒
自分と いうも のをわ か つて いな い学生が本当 に多 い︒
一体自分 は何を した いのか︑自分と は い った い何者
か︑社会 の中 で の役割 は何 か︑ エントリー シートに

し︑自分と は何 かを明確 にしてから︑ 面接 に臨 む こ
︑社会 におけ
自分と は何 か﹂
とを強 くお勧 めす る︒ ﹁

書 くような︑表面的な分析 ではなく︑ し つかりと自

る自 分 の役割を明確 に理解 して いる のなら︑ それは

比嘉 ¨現在 就職氷河期を言われ ていますが︑ これを

清水教授 ¨私 はリク ルート で働 いて いたとき に採用

強 みとな り︑ 一日置 かれ る存在 とな る こと は間違 い

分を深く見 つめ直す こと は重要だ︒自分を深く理解

麗大生 は︑ 面接を挑 む前 に心
担当を して いた︒今 の一

乗 り越え るために学生 はど のような ことをす れば よ

に留 め ておかなければ いけな いことがあ る︒ それ は

な い︒

いでし よう か ？

﹁
麗大生 は考 え方 も︑
大 人にな る﹂と いう ことだ︒今 の一

人間性︑ 倫 理観が

最重要

本当 に必要な ことを教え て いる︒ それ に早く気付く
ことが︑何 よりも大 切だ︒

の倫 理や常識を重 んじ て いるかどう かは︑ 仕事 にお
いて最も大 切な ことだ︒一
麗澤 では︑社会 に出 てから

悪 しではな く︑ し つかりと信頼 でき るか︑ 人と して

約束を守らな い︑倫 理観 のな い人な のだ︒ 頭 の良 し

困 る のは︑ど んな に優秀な 人 でも︑気まぐれだ ったり︑

それを し つかりと こな してくれ るかどう かだ︒ 一番

を想像 でき るか︒﹄と いう ことを念頭 にお いて いた︒
例えば︑ ア﹂の仕事を明 日ま でにお願 いね﹂と頼 み︑

考え て いる︒ 私が働 いて いた企業 では採用す る際 に
﹃目 の前 に いる子が︑自分 の部 下と して働くイメージ

くあ った︒ それは倫 理を重 んじ て いるからだと私 は

昔 は︑麗澤大学生だ から採用す ると いう ことも良
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