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■ケースタイトル 

「職場の停滞感を打ち破れるか」 

  ※中堅スタッフのあなたが、どのようにリーダーシップを発揮して所属 

   部署内のチームづくりに関わっていくのかを考えます。 

 

■設 定 

 ・あ な た：Ａ大学 就職課の中堅スタッフ（事務職員） 

 

 ・登場人物：青木課長、岩田係長、内田さん（先輩）、あなた、 

江川さん（後輩）、岡田さん（後輩）、葛西さん（アルバイト） 

 

 ・要  旨： 

 Ａ大学の就職課は、実就職率（就職者数÷［卒業者数－大学院進学者数］  

×１００）の低下に対して、丁寧な学生対応を増やす対策で乗り切ろうと 

している。 

中堅スタッフのあなたは、これ以上仕事量を増やすことが難しいと感 

じているだけでなく、就職課がチームとしてあまり機能していないこと 

も危惧している。 

停滞感が漂う職場に対して、どのように関わっていくかで悩んでいる。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

あなたが勤務するＡ大学は、地方にある公立大学で、中規模の総合大学であ

る。あなたは、新卒でここに就職して８年目になる。財務課、総務課を経てか

ら就職課に異動し、法学部の就職担当者として２年目を迎えた。 

Ａ大学は、文系の経済学部、文学部、法学部、国際学部のほか、理系の理工

学部がある。係長とスタッフは、ひとりで一つの学部の就職支援を担当する。

就職課の主な定型業務は、学生の個別相談対応、就職行事、求人紹介、エント

リーシートの指導等がある。キャリア教育やインターンシップ、その他の庶務

的な業務は、係長が取りまとめをして全員で分担している。 

就職課では、実就職率（就職者数÷［卒業者数－大学院進学者数］×１００）

の低下が問題になっている。実就職率はこれまで９０％代を維持してきたが、

ここ数年は公務員や教員を志望する学生の合格率が毎年少しずつ下がり、実就

職率はどの学部でも８５％程度にまで落ちてきた。 
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 ５月１日の朝、就職課の青木課長からメンバー全員に、今月の留意事項につ

いて指示があった。 

 

青木課長 

 

 

 

就職部門には、青木課長の上に就職部長がいるが、就職部長は教務部長・学

生部長・図書館長との兼務であるため、就職支援サービスやキャリア教育を管

理する実質的な責任者は青木課長となっている。しかし、青木課長は、求人に

来られた企業の応対のほか、学外出張、学長や学内委員会の対応にいつも追わ

れていて、就職課にいることが少ない。このため、就職課の中ではいつも業務

の方針を示すだけで、具体的な作業は係長と相談するようにと指示することが

多い。あなたは、青木課長が現場をあまり見ずに指示を出しているのではない

かと思い、少し不安になってきた。 

 

 

 学生時代のあなたは、国立大学を卒業したあと首都圏のメーカーに就職しよ

うと考えていた。インターンシップや企業説明会に参加して、企業の強みがど

のように発展していくのか、また、自分の仕事と将来がどのように展開してい

くのかを何度も思い描いてみた。その結果、首都圏のメーカーへの就職は魅力

的であったが、長い職業人生を費やすことを考えると、人口減少が進む地元に

貢献したいという思いが強くなってきた。そして、悩んだ末に公立大学法人の

職員になることを決意して就職先を決めた。 

青木課長からの指示を受けたときに少し不安を感じたが、自分が学生だった

ときの気持ちを思い出し、ひとり一人の学生さんが納得して進路を決めること

ができるようにしてあげたいと意を新たにした。そして、自分にできることを

改めて考えるために、まずは就職課のメンバーに、どのような思いと考えを持

って仕事を組み立てているのかを聞いてみた。ちょうど、係長に仕事の相談を

したり他のメンバーと打合せをする機会があったので、それぞれの用件が済ん

学生さんひとり一人の進路希望と持ち味に寄り添って、 

今まで以上に、丁寧な個別支援をしていこう。 

みんな忙しいと思うがこれからが正念場だ。 

ひとり一人丁寧に、時間をかけて対応するんだぞ。 

学部によって、適切な支援方法は違うと思う。 

また、それぞれの担当者で得意なやり方が違うと思う。 

だから、各自で今必要なことを考えて、それぞれ計画的に

取り組んでほしい。 
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だ後に雑談を交えて聞くことができた。 

 

 

 岩田係長は、３年前に経営企画室から就職課へ異動し、経済学部を担当して

いる。３０歳代後半のエネルギッシュで仕事ができる係長と評判だが、部下や

学生に対して断定的な言い方で接することが多い。 

実就職率が下がっていることと就職課の方針について、係長として感じてい

ることを教えてくださった。 

 

岩田係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あなたは、岩田係長の自信に満ちた態度に圧倒され、納得してしまった。 

 

 

本学の受験者数が毎年少しずつ減って、入学時の学力も下

がっている。その分だけ出口で苦戦するのは当たり前だ。 

いつまでも公務員や教員を夢見ていても仕方がない。いい

結果が出ずに後悔した人を、今までに何人も見てきたよ。 

だから、プレテストでＣ判定以下の学生には、この先頑張

っても無理だということをはっきりと申し渡すつもりだ。 

そして、いい就職先が選択できるうちに民間企業を受ける

よう強く勧めていく。 

これが、学生に対する最も誠実な対応だ。君の学部でもそ

うすべきだと思う。 

ところで、青木課長は担当者ごとに考えるよう指示されて

いるけど、本当は就職課で同じやり方に統一したいんだ。 

仕事の計画はみんな曖昧だし、担当者によって学生支援の

品質がばらつくのは問題だと思う。 

でも、いくらいいやり方を指示しても、できる人とできな

い人がいるからね、あきらめたよ。 

できない人の担当学部は、今年も苦戦するだろうね。 

僕の担当学部が一段落したら、苦戦している学部から一気

にてこ入れしていこうと思う。 

何度かそうしてやれば、できない担当者もやり方を体で覚

えるだろう。 

いつもみんな２０時頃まで残って仕事をしているし、忙し

い中ではこれがベストだ。 
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 次に、就職課で最年長の内田さんに聞いてみた。内田さんは５０歳代半ばの

ベテラン職員で、あなたが就職する前から就職課にいて文学部を担当している。

一緒に住む母親の介護で毎日定時に退勤しなければならず、自分の仕事をこな

すだけで精一杯のようだ。 

 

 

   内田さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内田さんは、少し怒っていた。 

 あなたは、内田さん宛の電話取り次ぎが増えることを想像して腹が立ったが、

あなたの心配事を言っても考慮してくれないだろうとあきらめて、「そうですよ

ね」と頷いてしまった。 

 

 

 後輩の江川さんは、新卒採用から６年目の、熟考型で慎重派の職員である。

理工学部を担当している。学生さんに対して丁寧な応対を心掛けていて、担当

業務もしっかりとした計画を立ててから取り組んでいるが、仕事の処理は少し

遅い方かもしれない。 

昨日も相談に来た学生に対応するだけで仕事時間が終わっ

てしまった。最近、本当に忙しいね。 

青木課長から指示があったけど、本来、進路は学生が自分

で考えて決めるものだし、これ以上手厚く対応する必要があ

るのかな。過保護が一番よくないと思う。 

しかも、私は母の介護があるから、これ以上を求められて

も無理！ 

岩田係長もいちいち細かいことを言ってくるけど、青木課

長と違って、私の担当学部が苦戦したら助けてくれると思え

る点だけは感謝している。 

最悪の場合でも岩田係長がフォローしてくれるから、青木

課長がおっしゃるとおり、今はできる範囲で相談対応業務に

専念していればいいと思う。 

明日からしばらくの間、予定外の仕事や電話が入らないよ

うに、別室で相談対応の仕事に専念しようかな。隣の会議室

はほとんど使っていないようだし。 

ところで、課長は各自で考えろと言うけど、そもそも考え

るのって課長の仕事だよね。仕事中に時間をとって考えるの

が難しいからスタッフのままでいた方がいいと思っていたの

に、そのことを全く考慮してくれていない。ひどい話だ。 
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江川さん 

 

 

 

 

 

 あなたは、「全部いい視点だと思う。まずは職場の話題にして意見交換を進め

てみたらどうだろう。ひとつでも実現したら素敵だね。」と感想を伝えた。 

 

 

 もう一人の後輩である岡田さんは、国際学部を担当している。新卒採用から

３年目のスポーツマンで、体力とフットワークの軽さが取り柄だと周りから言

われている。人当たりもよい。暑がりのようで、ネクタイを少しゆるめて首に

スポーツタオルを巻いているのは気になるが、似合っているので、就職課で身

だしなみについて注意されたことはないようだ。担当者が決まっていない仕事

を頼まれることが多く、そのせいか、自分の仕事に着手できるのがいつも夕方

になっている。 

 

岡田さん 

 

近況を聞くと、毎日２２時頃まで職場に残っているそうだ。そういえば先週、

隣の給湯室で岡田さんが江川さんに愚痴っていたことを思い出した。単発の小

さな仕事が３つあり、全て岡田さんが処理するよう岩田係長が指示したようで、

岡田さんはそのことを理不尽に思っていたようだ。 

青木課長のお話を伺って、改めて考えさせられました。 

いろいろなデータを集めて、学生さんがどこでつまづいて

いるのかを分析してから、対策を考えてみたいんです。 

また、職員だけで対応しても大きな成果は期待できないの

で、学部の先生にも協力を求めてみたいと思っています。 

さらに、初年次からの進路支援をするために、先生だけで

なく教務課や学生課も関わってくれたらベターです。 

学外の団体と協力していく方法もありそうです。 

そんなことを一年前からずっと考えているんですけど、ど

こから手をつければよいのかが分からなくて、何もできずに

います。 

何とかしなければいけないと思っているのですが。 

仕事は自分の勉強だと思っているし、みんなの仕事を引き

受けるのは、きっと僕に合った役目なんだと思います。 

あっ、そうだ。この前、青木課長から自分で考えるように

言われました。 

でも、何をどうやって考えたらいいのかが分かなくて。 

先輩、どうしたらいいですか。 
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岡田さんからの相談に対してあなたの考えを伝えると「そのとおりにやって

みます。勉強になりました。ありがとうございました！」といい返事が返って

きたが、時間がなくて、きっと実行できずに終わるだろう。 

 

 

 アルバイトの葛西さんは、５０歳代前半のベテランで、就職課で働いて１６

年目になる。この４月に一番下のお子さんが社会人になったが、首都圏の事業

所に配属されたため、遠方で一人暮らしを始めたことが親として少し気になっ

ているようだ。 

葛西さんは、求人票の仕分けを担当している。企業から大学に届いた求人票

は、所定事項が書いてある箇所にマーカーをしたあと、就職支援システムにデ

ータを入力する。さらに、求人対象の学部ごとに求人票をコピーし、各学部の

担当者へ渡す作業を一人で処理してくれている。 

あなたは、葛西さんの手が空いた時に声をかけてみたが、「ここではちょっと

…」と話しにくそうにしていたので、缶ジュースを２本買ってから別室で話を

聞いてみた。 

 

葛西さん 

 

 

声に元気がなく、辛い思いを抱えているようであった。 

求人票の処理の遅れについては、少し前に職場で話題になった。しかし、今

は求人票が増える時期なので、少しくらい処理が滞ってもやむを得ない。葛西

さんは「残業をすることは差し支えない」と言ってくれていたし、みんな（内

田さん以外）が遅くまで残って仕事をしていることも理解してくれているよう

だから何の問題もない、といった結論でその話題は終わった。 

 

 

 職場では、忙しい中でも元気のいい挨拶や小さな雑談があり、悪い雰囲気で

はないように見える。しかしあなたは、仕事になると各自が孤軍奮闘している

だけのように感じる。表面上の人間関係が悪くないだけに、就職課のメンバー

最近は求人票が増えてきているのに、私だけで全部処理を

しなければならないものなのでしょうか。 

昔は、みんなで作業を分担してくれていたのに…。 

内田さんから手伝ってほしいと頼まれた仕事もいくつかあ

って、求人票の処理がどんどん後回しになっているんです。 

ところで、皆さんあまり気にされていないようですが、そ

もそも求人票ってタイムリーに使われているんですかね。 

来年まで頑張れる自信がなくなってきました…。 
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に対して一歩踏み込んだ関わり方をしていいのか分からずにいる。 

 

あなたも、最近は毎日２０時過ぎまで仕事をしていて、自分の担当学部のこ

とを考えるだけで精一杯である。時には、学生さんのため、大学のため、地元

のためを思って、視座をあげて仕事に取り組んでみようと思うこともある。し

かし職場にいると、就職課の全員で考える機会を提案したり、新しいことを始

めるのに躊躇する自分がいる。そもそも、新しいことを考えて何かを始めるの

は、上司の役目ではないかと思う時もある。 

青木課長の「各自で今必要なことを考えて、それぞれ計画的に取り組んでほ

しい。」という指示は、部下である私たちを信じて期待してくれた上でのメッセ

ージなのだろうか。それとも、単に今のやり方を徹底することを求めているだ

けであろうか。 

 

あなたは、しばらく自分の担当学部のことだけに専念して仕事をするべきか、

それとも、忙しくても就職課として何かを始められるような働きかけをしてい

くべきかで迷っている。また、どこまでを視野に入れて、どのような道筋をつ

けていけばよいのかも分からなくて悩んでいる。見通しを持って就職課で貢献

していくために、まずは自分なりの考え方を固めておきたいと思った。 

 

明日は、面接対策を希望する学生さんや、志望する業種を変えて応募先を開

拓し直す学生さんからの相談を予定している。空いた時間があれば、就職活動

を中断していると思われる学生さんに状況確認をするつもりだ。 

しばらくの間、担当学部の学生さんからの相談対応が増えて、夜遅くまで残

業する日々が続きそうだ。 

以 上 
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■ワーク後の参考資料 

 

 翌日１９時の職場にて ～職場の問題は弱いところに兆候が出る～  

 岡田さんが、珍しく厳しい表情をしていた。 

岡田さんは、目が合ったあなたに「先ほど葛西さんが涙を浮かべながら帰る

のを見ました。びっくりして声をかけることができないまま見送ってしまいま

したが、課長と係長へすぐにお伝えした方がいいですよね。」と言ってきた。 

 あなたと岡田さんはすぐに、青木課長と岩田係長に葛西さんのことを報告し

た。また、あなたは、昨日の葛西さんとのやりとりについても併せて報告し、

あなたから上司への報告が遅れたことを謝った。 

 葛西さんに対しては、青木課長と岩田係長が対応することになった。また、

青木課長から他のスタッフに対して、葛西さんには今までどおり接しつつも、

困っていることがないか気にかけておくよう指示があった。既に退勤した内田

さんには、明日、青木課長から同じ指示をされるそうだ。 

 

 １週間後 ～当面の問題に対処する～  

 その後、葛西さんは仕事の調整がうまくできたようで、ほぼ定時に退勤する

ようになった。 

 しかし、他のメンバーは逆に、今週に入ってから岩田係長との打合せが増え、

忙しさがさらに増してきた。打合せ内容は業務改善がメインであったが、新し

い仕事の指示もあった。あなたは、今後さらに新しい仕事が増えた場合、今の

やり方を維持していくのは難しいと感じた。 

 それでも、内田さんだけは、岩田係長からの指示を上手くかわしながら定時

退勤を維持しているようであった。 

  

 さらに１カ月後 ～部署の問題が話題になる～  

 毎週２回の課内ミーティングが新たに始まった。このミーティングは、就職

課でこれからの課題を考えていくために、お互いの考え方を知り、対話できる

状態になることを目的とした。ミーティングは各回４０分で、全員に共通する

テーマをひとつ選び、このテーマに関して思いついた人が思いついたことをコ

メントする方法で進んだ。コメントを聞く人は、他の人のコメントに判断や批

判的な意見を加えてはならず、様々な視点から仕事のイメージを作っていくこ

とを心掛けた。 

 初めの５～６回は、岩田係長の独演会になったり、個人の意見や仮説が飛び

交うだけに終始した。時にはすぐに試してみたいアイデアも出てきたが、青木
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課長は、アイデアをすぐに仕事へ取り入れることをせず、あえて、コメントを

そのまま受け止める雰囲気作りに徹していたようだ。その結果、仕事の知識や

経験則だけでなく、素直に感じたことを含めて考え直してみようとする雰囲気

が徐々にできてきた。 

 しかし、１０回目が近づいた頃から、テーマやコメントがマンネリ化してき

た。誰がどのようなコメントをするのかが予測でき、各自の役割や出番も固定

化し、このミーティングを続ける意味があるのかといった感想も出てきた。 

１３回目のミーティングでは、話し合いたい共通テーマがなくなってきたこ

とが話題になった。ミーティングの後半に入り、江川さんが「そもそも、私た

ちの仕事って何なのでしょうね。」と問題提起した。学生さんのため、大学のた

め、事務分掌のひとつなどの意見が出てきたが、その後は次第にコメントが出

るまでの時間が長くなってきた。当たり前を問い直すことが多くなり、全員で

考え込むことが増えてきた。今まで一番先に意見を言いがちであった岩田係長

も、みんなの意見を聞いてから考えようとするスタイルに変わってきた。 

しかし内田さんだけは、コメントをすることがほとんどなく、初回からずっ

と様子見を続けていた。 

 

 さらに１カ月後 ～課題を探し始める～  

 あなたは、自分自身の思い込みやこだわりが解けて、仕事の関心事や優先順

位が少しずつ変わっていくことを感じていた。 

ある日、職場の雑談の中で、内田さんから「仕事をどんな風に考えたらいい

のか少しだけ分かるような気がしてきた。久しぶりに私も勉強してみようかな。」

との感想が出てきた。あなたは、内田さんの呑気な発言に少し腹が立ったが、

しばらく経った後は、内田さんの話をもう少し聞いてみたいと素直に思えた。 

 

 今のところ、普段の仕事やメンバーの態度は、３カ月前と比べて大きく変わ

った訳ではない。 

しかし、このメンバーで就職課の課題を考えて、実際に取り組んでいけそう

に思えてきた。就職に関するデータや情報、仕事の目的と仕組み、他大学の参

考事例を、ミーティングの機会も活用して新しい視点で議論してみたいと思っ

た。これからの展開が楽しみに思えると同時に、組織の一員としての責任感と

緊張感が増すように感じた。 

大学全体では、次年度に向けて大幅な組織変更を検討しているようだ。組織

変更の機会も視野に入れて、新たな役割と仕組み、そして協力関係を、みんな

で作っていきたいと思った。 

以 上 


