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４章	 社会学部新卒生の就職地域と職種の分析	 

	 

1.	 はじめに	 

	 今年、世界経済危機の影響を受け、日本における企業等の採用活動は一層の「厳選採

用」となることが予想された。そして、日本の大学新卒生達は就職難であったと見られ

る。不安を抱えながら就活始動に参加し、内定のハードルが高くなり、学生の苦戦が伝

えられている。リクルートワークス研究所が発表した 2010 年大卒の求人倍率は 1.62 倍

で、昨年からマイナス 0.52 ポイントの急落となり、就職氷河期の再来と言われている。	 

	 同志社大学においても、就職活動開始当初から厳しい活動になることを予想していた

学生が多く、説明会への参加やエントリーが増加傾向にあった、エントリーシートや一

次選考で脱落する人数も多くなり、次の選考になかなか進めない状況も存在しているよ

うである。しかし、社会学部出身の学生たちは、厳しい就職戦線の中で、多岐にわたる

職種と企業にチャレンジし、多様な分野を切り開いてきている。	 

	 

2.	 分析課題	 

	 同志社大学新卒生達の就職状況による就職先はどうなっており、どんな職種に就いて

いるのか、彼らの出身地と専攻はどのように関連しているのか、彼らは自分の進路結果

に対して満足しているのかについて、本報告書は 2009 年の第１回社会学部卒業生アン

ケート調査を用いて、402 人の回答を分析し、同志社大学新卒業生と日本社会の接点に

着目し、就職先地域の選定とその職種を中心に分析していきたい。	 

	 

3.	 分析方法とデータ	 

	 本報告では、現在の大学新卒に関する調査研究の内容を検討したうえで、記述統計を

中心に、同志社大学社会学部卒業生アンケート調査で得られたデータから、いくつかの

変数の分析を中心に進める。	 

	 2009年3月20日、同志社大学社会学部教育GP評価委員会が実施した卒業生アンケート

では、社会学部の卒業生中、社会学88名・社会福祉学90名・メディア学85名・産業関係

学65名・教育文化学74名、合計402名からの回答を得た。	 

	 	 

4.	 分析	 

4.1	 	 調査対象の属性	 
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表1	 	 	 性別でみた各学科の学生数	 

	 

	 

同志社大学社会学部における男女の差はわずかで、男女比はほぼ半々に近いようであ

る。また、女子学生が少し多いのは、日本の全国的な女子学生の増加の背景として、女

子の4年制大学への進学率が伸びてきたことの影響を受けていると考えられる。	 

	 

	 

	 図1から見ると、高校の出身は大阪・京都・兵庫・愛知・奈良などを中心としている。

関西地方だけで半分以上を占めているが、同志社は流石に全国区で、どの地方からも学

生がきている。ただ、同志社は地元の京都からの入学者よりも、田辺という立地条件の
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影響なのか大阪からの入学者のほうが多いようである。	 

	 

表2	 	 新卒生の現役浪人別	 

	 

	 	 

	 同志社大学社会学部の新卒生は現役が一番多い。ただし、一浪も28.4%を占め少なく

ない。そして、一浪、二浪以上をあわせて30.4%になっている。	 

	 

4.2	 	 就職先における職種の決定	 	 

4.2.1	 	 学科・性別と職種の関連	 

	 

表3	 専攻・性別と職種	 
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表3の職種について、以下のようにまとめた。	 

	 	 民間：民間企業の正社員・派遣・契約社員・自営業	 

	 	 公務：公務/教職の正職員・非常勤・臨時職員	 

	 	 その他：アルバイト・進学・決まっていないなど	 

社会学部卒業生は、全体的に民間へ就職した数が一番多い。公務に就職するのは試験

が厳しいので、合格できる人はわずかである。ワークス研究所の調査によると、2009

年卒の民間企業への新卒採用見通しは、前年に続き増加傾向がみられ、「増える」と回

答した企業（18.0％）が「減る」と回答した企業（6.8％）を大幅に上回った	 。	 

	 

図2	 ワークス調査による就職希望者状況	 

	 

	 

	 上の棒グラフが企業からの求人総数、下が大学生の民間就職希望者数で、ともに左軸

の単位は万人単位である。折れ線グラフはその比率として求められる求人倍率で、右軸

の単位は倍率である。ここ 2 年ほど 2 倍を超えていたのが、急に下がっているのが見て

取れる。	 

各学科の中では、社会福祉の男性新卒が民間への就職数が一番少ない。その他（アル

バイト・進学）と就職の比例は約半々になっている。（ケース数が少ないので一般化で

きないが）就職の難しさがかい間見えてくる。	 

まず民間企業に就職するが、将来的には公務員になりたいという志望を持つ人もたく

さんいる。公務員になるのは資格も必要な場合があるので、社会学部の新卒の資格を持

つ状況と職種の関係も見てみる。	 
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4.2.2	 	 成績・資格数と職種	 

	 

表 4	 資格の数と職種	 

	 

	 

	 

	 

	 就職に対して、資格を持っていることは有利な条件だとよく言われる。同志社の社会

学部の卒業生からみると、ほとんど資格を持っていない。公務に就職した場合は民間に

就職した方より資格を持つ率が少し高い。しかし、その他の学生の中でも資格数は少な

くない。有意確率は 0.028 であることから、持つ資格数と職種の関係があると言える。	 

	 資格は有効ではあっても、決定的ではないと考える。成績も職種に影響があるかどう

かと見てみる。	 

	 

表 5	 	 GPA 点数と職種	 

	 

	 

GPA 点数：1：	 1.00 未満	 2：1.00～1.49	 3：1.50～1.99	 4：2.00～2.49	 	 

5：	 2.50～2.99	 6：3.00～	 

	 

在学中の学業内容（学科や GPA）、インターンシップを含めた様々な職務経験、ボラ

ンティアや課外活動等で特筆すべき点があれば、企業はそれを職務に有効な経験と見な

し、採用することになる可能も考えられる。成績からみると、公務に就職できた新卒生
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は GPA 点数は三つグループの中でトップである。資格の結果と同じく、その他の新卒は

民間より点数が少し高くなっている。有意確率 0.015 であることから、職種の決定は

GPA 点数と関係があると言える。	 

大学卒業生の就職先の職種は、学校内に得る知識だけではなく、アルバイトの経験と

関わっているのかを分析してみる。	 

	 

4.2.3	 	 在学中のアルバイトと職種	 

	 

表 6	 二年以上アルバイトした経験と職種	 

	 

	 	 

	 二年間以上アルバイトしている者はそうでない者より、民間企業に就職している場合

は比率が明らかに高い。それは、仕事の経験となっており、就職する場合にプラスに作

用している可能性も考えられる。そして、アルバイト先では様々な知り合いもでき、就

職情報を得る可能性も高いと考えられる。	 

	 次に、在学中にインターンシップをすることが就職に影響しているかどうかをみる。	 

	 	 

表 7	 	 在学中のインターンシップ活動に参加と職種	 

	 
	 	 

	 日本では就職協定が存在し、以前は大学生が在学中に企業と接点をもつことすら難し

い状況であった。そこで 1997 年に、文部科学省、経済産業省、厚生労働省の三省が連

携し、正式にインターンシップの推進に努めることを発表した。しかしながら、多くの

日本の大学におけるインターンシップの期間は 2 週間程度で、インターンシップという
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より企業見学の範囲に留まっている。同志社の社会学部卒業生のデータを見ると、イン

ターンシップの経験がある場合よりないほうが就職できるくらいである。逆に、しなか

った場合は時間をよく利用でき、真面目に就職活動に参加して就職できたとも考えられ

るだろう。	 

	 

4.3	 	 就職先の地域	 

	 さて、同志社大学社会学部の新卒生達は、就職先の地域はどうなっているのか、その

関連する変数との関係があるかどうかに関して分析してみる。	 

	 

4.3.1	 出身地と就職先の地域	 

	 

表 8	 出身地と就職先	 

	 

	 

関西：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県	 

関東：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県	 

その他：北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・富山県・石川県・

福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・鳥取県・島根県・

岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・

長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・外国	 

	 

	 一般的に、就職先の所在地は出身地の近い場所に決定する志向があると見られる。出

身地は就職先場所を決定する重要な理由だと考えられる。日本において、出身地で就職

したいという学生が増えている。	 

地元志向である理由は｢家族がいて生活が助かる｣からだ｡地元以外で就職して自活す

るよりも､面倒を見てくれる親の近くで生活することを選んでいるのである｡このよう

に地元志向が強い場合､就職先として地元企業を選択しているため､提供する就職情報
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としては地元にある業種やその労働環境などの総合的な情報を得ることがより重要に

なる(注)。	 

	 また、まだ決まっていない者も少なくない。その中で、決まっていないことの要因は

新卒生の暮らしの状態と関係があるあるかどうかをみる。	 

	 

4.3.2	 	 自宅・下宿と就職の決定	 

	 

	 表 9	 	 自宅・下宿と就職	 

	 

	 

	 自宅の場合は決まっていない率が下宿の場合より高い。自宅に住んでいる学生は、親

を頼りしている傾向がある。反面、下宿している学生達は、経済的な問題をよく考え、

独立したい気持ちを強く持つ、早く就職を決めたい傾向があると考えられる。	 

	 

表 10	 	 男女別から見る自宅・下宿と就職の関係	 
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	 関西の出身の男子学生は女子学生より地元への就職が難しいと見られる。自宅の場合

は、男性は女性より就職先の地域が決まっていない割合が高かった。	 

	 

4.3.3	 進路に対する満足度	 

	 

表 11	 	 進路の満足度	 

	 

	 

	 同志社大学社会学部の新卒生は、進路に関する満足度はやや高いと言える。各学科の

新卒生は進路満足度（満足・どちらかといえば満足の合計）は、社会学専攻 77.3%、社

会福祉学 83.0%、メディア学 85.7%、産業関係学 81.3%、教育文化学 80.8%である。メデ

ィア学科は一番満足度が高いと見られる。	 

	 

5.	 まとめ	 

	 本報告は、同志社大学の社会学部卒業生アンケートの回答結果を分析し、職種に影響

すると考えられる諸要因（学科・性別・成績・資格数・アルバイトの経験）を考え、そ

れらが実際に関係するかどうか諸変数を実証分析した。また地域要因がいかなる関連を

有しているかについて、地域要因を就職地、出身地及び就職の地域移動から分析し、新

卒生の就職プロセスにおいて、重要な規定要因であるということがわかった。これは、

日本社会の高等教育大衆化の進行、新卒者の就職に伴う地域の移動の活発化によるもの

と判断された。記述統計を中心にした分析の主な結果は以下の通りである。	 

1. 諸変数のうち、職種に関連して、性別も関係しているが、学校内で身につける知識

（学科・成績・資格数）以外は、在学中のアルバイト経験も、職種に影響している

可能性が少なくない。	 
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2. 就職先の地域に対する、出身地、暮らしの状態（自宅・下宿）の効果は、統計的に

有意である、さらなる分析の結果、同志社の場合は、出身地が新卒生の就職地域に

有意な影響を及ぼしている。職業達成プロセスには、出身地も重要な規定要因の一

つであることが明らかになった。	 

	 

3. 進路への満足度は、全体的に比較的高いと見られる。就職活動に対する満足度は、

「満足して活動を終了」している学生が多いからだろう。進路・就職支援の

実践にあたっては、同志社の社会学部の新卒生の就職活動の早期化・長期化を見す

えながら、学生の望む就職、進路分野を開拓し、より高度なキャリアをめざす学生

に対してその力量を十分に発揮できるようなサポートをし、全学生の就職活動にお

ける牽引力とすることがのぞまれる。	 

	 

注	 

大学生の地元志向を分析した研究報告書として｢労働政策研究機構報告種No.27大学

生と就職‐職業への移行支援と人材育成の視点から‐｣(労働政策研究・研修機構・2007)	 

がある｡この報告書では､地域重視志向と就職異動パターンとの関係から､地理的条件を

重視している者ほど地元で就職していると分析している｡	 
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