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～ お 礼 ～ 

Human Cross Network は、「ありのままの中小企業と普段着の学生が出会い、ともに成長する場を提供する」こと

を目的にし、活動しております。 

 

新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、2020 年 3 月 7 日に予定しておりました開催を見送りましたが、今回は

Zoom によるオンラインという形で開催することができました。 

ワークショップにご協力いただいた皆様、また、お忙しい中ご参加いただいた皆様、お一人お一人に、心よりお礼申し上

げるとともに、以下の通りご報告申し上げます。 

NPO 法人 Human Cross Network 代表 藤田 淑郎 

 

「脱就活！学生と社長のワイガヤトーク」 報告書 

１．【概要】 

 ○主催 ：NPO 法人 Human Cross Network 

 ○協力 ：早稲田大学 社会連携研究所 

 ○日時 ：2020 年 10 月 17 日（土）14:00~17:10 

        〇参加形式  ：Zoom によるオンライン・ワークショップ 

 ○参加者 ：学生 11 名、経営者等 13 名           

 ※他に 見学 1 名、 学生スタッフ（既経験者）OB3 人、 スタッフ 6 名 

 ○参加費 ：学生無料、経営者 5,000 円 

 ○内容 ：2 つのテーマをグループで議論 

  ① 学生 ：「私は入社する企業に何を最も期待するか」 

                  経営者：「私は入社する社員に何を最も期待するか」 

② 学生 ：「これから、社会人として大切にしたいことは何か」 

  経営者：「これまで、社会人として大切にしてきたことは何か」 

２．【参加学生属性】                                                *五十音順 

 

                                                                                            

大学名 学部 学年 性別 人数

実践女子大学 生活科学部 ３年 女 1

昭和女子大学 人間社会学部 １年 女 1

昭和女子大学 人間社会学部 ３年 女 1

昭和女子大学 人間文化学部 ４年 女 1

共愛学園前橋国際大学 国際社会学部 ４年 男 1

武蔵野大学 経営学部 ３年 男 1

早稲田大学 政治経済学部 ４年 男 1

早稲田大学 文化構想学部 ２年 女 1

早稲田大学 文化構想学部 ２年 男 1

早稲田大学 教育学部 ４年 男 1

早稲田大学卒（３年目） 女 1

（学生スタッフ）

早稲田大学卒１年目 男 2

早稲田大学卒５年目 女 1

現：ベネッセコーポレーション
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３． 【参加経営者】     

                                                                             *敬称略 

  氏名 会社名 

1 小河原 隆史   株式会社システムズ 代表取締役社長 

2 髙橋正実 株式会社ティエスイー 代表取締役社長  

3 大村 憲一 日本精密金型株式会社    専務取締役  

4 中野七生 株式会社ジェー・ピー 執行役員 

5 坂東 信行 株式会社タガミ・サンビューティ代表取締役 

6 前嶋 武 シードプラス 代表 

7 山本 立樹 コンサポ（コンディション・サポートセンター）臨床心理士・公認心理師。 東

京メンタルヘルス株式会社 

8 藤川基一 藤川伝導機株式会社 常務取締役 

9 安藤竜一     株式会社安藤建設 代表取締役 

10 齋藤大天 株式会社愛鶏園 代表取締役 

11 両角耕太郎 株式会社目黒工芸社 新事業開発室長 

12 高橋亮人 髙橋ソース株式会社 代表取締役 

13 山田 剛士 医療法人社団薫風会 山田病院    常務理事 法人事務局長 

 

 

４．当日の流れ 

  ①本日の趣旨等説明、Zoom 利用の注意点 

  ②アイスブレイク 

  ➂第１部 テーマ１ 議論（１時間） 

  ④第２部 テーマ２ 議論（１時間）  

 ⑤発表 

 ⑥アンケート  
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５．【議論テーマ】 

 2 つのテーマについて学生と経営者との混同グループで議論を行った。 

テーマ① 

   ・学生 「私は入社する企業に何を最も期待するか」 / 経営者「私は入社する社員に何を最も期待するか」 

 

議論を通じて学生と経営者の視点の違いが浮き彫りになり、「会社では何をめざすのか」、「いい会社とは何か」、

「働くこと」の意味などを深めることを目的とした。 

 

    テーマ② 

   ・学生  「これから社会人として大切にしたいことは何か」  

・経営者「これまで社会人として大切にしてきたことは何か」 

 

 学生には社会に出たら、何を大切にしたいと現時点で考えているか、経営者には経営者として、あるいは社会人と 

してどういうことを大切にしてきたかについて語ってもらった。 

 「学生」「企業人」という立場でなく、同じ社会人としてどういう価値観が必要かなどを深めることを目的とし、今後ど

のように「生きるか」という視点に展開することをめざした。 

 

6．【重視したこと】 

 趣旨説明の際、あるいは各ファシリテーターから以下の点を強調した。 

  ①本音をぶつけあうこと。 

  ②結論は出さない。多様な意見や考えがあることを知り、尊重すること。 

  ➂評論的な議論でなく、自分の問題として当事者意識を持って議論すること。 

  ④本日はきっかけにすぎず、縁を大切に今後の展開を図って欲しい。 

 

7．【アンケート】 詳細な結果は別紙 

  ①コロナ禍で学生は大学にも行けず、友人とも会えない状況が続いている。そのような環境下での開催はオンラインと 

はいえ、多くの学生にとても刺激になったことがアンケートのコメントから窺われる。 

  ②経営者が社会人にとって当たり前と考える「大切にしたいこと」が学生にとっては新鮮に感じている。 

   

8．【改善点】 

  ①オンラインの性格上長時間の拘束は困難との観点より、通常開催より１時間短縮して実施したことから、やはりも

っと話したかったとの意見が多数あった。 

  ②Zoom 機能等を使用して、アイスブレイクやグループ議論に工夫を行ったことにより、ワークショップとしての成果は相

応に達成ができた。 しかし、常連の経営者からはやはり、リアルな場での開催に比較して物足りなさを指摘する声

もあった。 

  ③画面による議論であることから、一方的な話が続くことが見られ,言葉のキャッチボールができず、内容を深められな

いケースもあった。 

  ④議論を深めたいというニーズとなるべく多くの人と話したいというニーズのバランスをとるために、これまではグループ討議

以外に自由に話せる時間帯を設けたが、オンラインでは難しく、親交を深めるには限界がある。 
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●学生アンケート 
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９ 

 質問８ 本日の感想をお願いします。また心に響いた言葉や心に残った言葉を書き出してみてください。 

 

・普通に過ごしていては話すことができない方を話すことができ、とても有意義な時間だった。また、最後は聞

きたかったことをたくさんの経営者に聞くことができたため、満足度は高い。 

 

・経営者の方々の雰囲気が、想像よりも柔らかく、固定観念をもつと勿体ない思いをすることが多くなることを

実感することができました。また、藤田さんのトップは決断をしなければならないという言葉が印象に残ってお

り、将来自分は決断するためにどこまで最善を尽くせるだろうかと考えました。 

 

・社会人になり、普段ではなかなか出会えない人とお話しできて大変楽しかったです。「できなくなったことを見

るより、できるようになったことを見る」、「これからのコミュニケーションの取り方を考える」「まずは自分を大切

にする」という言葉が印象的です。 

 

・とても有意義な時間だった．特に企業の経営者の方々の熱量に驚いた．好きなことを仕事にする，自分の軸

を持つ，顧客第一主義など 
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・何事も受動的ではなく能動的に動いていくこと。 決断力。 好奇心を持つことで様々なことに繋がっていく。 

 

・「夢を持ち続ける」という言葉です。 周りの人を幸せにする、社会に貢献する前に、自分の生きる姿をしっか

りと夢見ていこうと思いました。 

 

・新しい考え方や、生き生きとした方と話せてすごくパワーをもらいました。「コロナかでできないことが増えた

一方、できることも同時に増えた。」「日本はユデカエルのようになっている」「人生の綴りを成しえるキャリアを

選択」 

 

・普段は聞くことのできない話を多く聞くことができとても楽しかったです。自分の筋を一つ通すという言葉が

最も心に残りました 

 

・心に響いた言葉は、社員に何を求めるかというところで、あいさつをするというところです。あいさつというの

は私にとってごく当たり前のことであると思っていたので、できない大人がいることに驚きました。あいさつをす

ることは、相手を認めるということであるというお話を聞いて、当たり前のことをしっかりすることが、大事なん

だなと改めて感じました。 

 

・たくさんの経営者の方々から多くの学びをいただけてとても良い機会でした。中小企業の話というのはなか

なかお伺いできなかったので、とてもためになりました。ありがとうございました。 

 

・経営者の方を間近に感じ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。 主体的に動くことで自身の成

長に繋がる。 決断力がないのはリーダーではない。 

 

・今回のプロジェクトでは、大変貴重なお話、お言葉を聞くことが出来勉強になることばかりでしたが、特に私

が心に響いた言葉は、「人間関係においてのご縁を大切にするべきだ」と言うお言葉です。と言うのも、このこ

とについて言及されていた経営者の方々も多く、私自身福岡から上京してきて約 4 ヵ月と言う短期間であり

ますが、最も体感していることだからです。 

また、全体の内容と関連させると、人との必然的な出会いこそが、自分のスキル向上や価値観の多様化を

寛容な心で認められること、目の前の人に対して誠実に向き合う心の余裕にも繋がるのかなと、考えました。      

他にも、リーダーは共通して「誠実さ」を持っているというお話も聞き、今後の生活ではその点に、特に重き

を置きながら過ごしていきたいなと思いました。そしていつかは、本日参加されていた経営者の方々のように、

企業の上の方に立ちながらも誠実に、謙虚に、人々と関わり合い、やりがいのある仕事ができたらいいなと思

います。 
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●経営者アンケート 
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質問６ 本日の感想をお願いします 

 

・オンラインで初のワイガヤでしたが、ファシリテーターのみなさんのおかげでとても違和感なく参加できました 

 

・学生さんの考え方がわかった。声としては『経験の大切さ』『誠実でありたい、身近な人を幸せにしたい』『楽し

い人になること』『学び続ける』『柔軟性が大切なんだ』があった。全体的に、人間関係、スキル、教育などが特

に気にしていた。 

 

・学生の思っていることが意外と熱く、予想外でした。また、経営者の方々もやはり「挨拶」や人への興味など、

結局はそこが大事という事を口々におっしゃっていましたので、私の考えていることも大方間違いではないと

いう事を再認識しました。 

 

・「成長したい」というキーワードについて、あらためて自分自身のことを振り返り、気付きを得ることが出来ま

した。 

 

・毎回学生との会話で気づきがあります。引き続きよろしくお願いします。 

 

・前回もそうでしたが、今回も大学生の考えていることを知ることができ、よかったです。 

 

・とても楽しませていただきました。またズームでのトークはあまり得意ではないことがわかりました。 

 

・参加者の熱量が高く、刺激的な意見交換をすることができました。学生も企業も人とのつながりやコミュニケ

ーションを大切にしていることが分かりました。また、いろんな人の考えを聞いていく中で自分の価値観が明

確になっていき、自己理解を深めることもできました。 

改めて交流することの大切さを実感しました。懇親会まで出られなかったのが残念でしたが、とても充実し

た時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 

 

・伝える難しさを学びました、学生の気持ちをもっと深堀をしていく機会があればと思います。 
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・初のWEB形式でしたが、無事に開催できてよかったと思います。 夕方会議があり、ワークショップまでしか

参加できませんでしたが、最後の取りまとめやみんなの感想（特に学生さん）も聞きたかったです。  

やはり、WEBだと議論にまで発展させることは難しいですね。どうしても一人一人の意見発表会になってし

まって、それらを聞いているだけで時間が終わってしまう印象でした。  

発表のボリュームも、学生さん１話すのに対し、社長１０くらい話していますから(笑)、どうしても社長が学生

さんの考え方に対して意見いう時間が長く、ちょっと一方的になってしまったかなと感じました。 

 学生さんたちは実際にそれをどう受け止めたのでしょう。 私個人としては、他の社長の考え方がとても参

考になるし、自分の考えも整理されるのでとても有意義でしたが... 以上です。 

 

・藤田理事長はじめ、スタッフの方には大変御世話になりました。 また引き続きよろしくお願いします。 ありが

とうございました！  

 

・経営者のお話をお聞きできてよかったです。 

 

                                                         以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


