
　　 　

将来の自分がどうなるのかイメージで
きない、モラトリアム真っ最中な方も多
いことでしょう。しかし、モラトリアム
はいつか終わらせなければなりません。
モラトリアムが終わったあなたも、まだ
終わっていないあなたも、「その先」の
ことを少しだけ知っておきましょう。

スーツの代金や大学院の願書の代
金などは必要経費ですが、工夫が必
要なのは交通費・宿泊費です。特に
就活で東京に行く機会が多い場合は、
夜行バスなどの割引を利用しても数
十万円かかってしまうことも珍しく
はありません。事前によく資金計画
を練っておきましょう。

興味がある企業の職業体験、いわゆるイ
ンターンシップに参加することが可能です。
企業の雰囲気を肌で感じられることや、前
もって企業に顔を覚えてもらうことは大き
なメリットですが、それだけに倍率は高い
です。下調べを怠らないようにしましょう。

院試にTOEICやTOEFLのスコアを利用す
る大学院が増えているので、あらかじめ受
験しておくことをおすすめします。また、
多くの大学院は過去の試験問題を公開して
いるので、それらを見て雰囲気をつかんで
おくのもよいでしょう。

いよいよ就活は本格的になります。企業
による業界説明会、そして先輩訪問。この
頃にはどのような種類の職業に就きたいか、
どんな企業に勤めたいかはイメージできる
ようにしておきましょう。１月にはついに
履歴書を企業に提出します。

院試のための勉強期間になりますが、も
ちろん学部４回生としての活動も並行して
行います。所属している研究室によっては
いわゆる「院試休み」をとってくれるとこ
ろもありますが、あらかじめ教授に確認し
計画を立てておきましょう。

採用試験に向けて準備を進めていきます。
リクルートスーツの購入、筆記試験や面接
試験の練習……年の瀬に近づくにつれて就
活は本格化していきます。ただし、企業に
よっては11月に採用試験を始めているよ
うな企業もあるので注意。

５月には研究室訪問や教授との相談など、
進学先決定のための準備を行います。多く
の大学院の願書は６月に公開されるので、
忘れずに入手しておきましょう。入手方法
は、直接取りに行く・取り寄せる・webで
ダウンロードするなどさまざまです。

主に２月中に行われる各企業個別の説明
会を受けて、３～４月にはついに採用試験
本番です。多くの企業は遅くとも５月には
結果を発表し、とりあえずはそこで就活は
一段落。それぞれの二次審査や秋季募集へ
の準備が始まります。

夏休みの終わりごろに院試の本番を迎
え、遅くとも10月には結果が出そろいま
す。それから二次募集が始まりますが、募
集期間などは大学院によって大きく異なり
ます。一次募集の前から二次募集について
の情報を集めておきましょう。

院試自体の時期はほぼずれません
が、大学院ごとに時期が大きく異な
ることに注意です。就活の時期はず
れる予定です。具体的には学部３回
生でしっかり講義に出られるよう、
来年度から企業説明会の開始が大幅
に遅くなるとのことです。２回生以
下の方は注意しておきましょう。

院試は大学院によって難易度が異
なるというよりは、求められる知識
の種類が異なると考えたほうが良い
でしょう。倍率は基本的に1.0倍程
度です。就活の難易度や倍率は企業
によりますが、単純な試験の難しさ
だけでなくスケジュール管理などの
難しさも忘れてはなりません。

もちろんこれだけの情報で就活や
院試を乗り切れるわけがありません。
就活支援イベントや、院試の説明会
などはさまざまなニーズに沿って開
催されています。生協主催のものや
大学が行うもの、学生が企画したも
のなど積極的に参加してみましょう。
情報を共有できるのも強みです。

●『京大生のための合同会社説明会』
日時：7/9(火)16:00~19:00
会場：吉田食堂２Ｆ
URL：http://syuukatsu.jp/kyoto-u/
� 【京大生協】

●キャリアサポートセンター
時間：平日9:00~17:00
場所：総合研究８号館１Ｆ
URL：http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/
　　���education/job� 【京都大学】
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８月号・９月号も楽しみにしています。� （理・２　千粉）
⇒８、９月号は発行しておりません。ですが、らいふすてーじは組合員と作る機関誌です。� （みなさんの署名があれば……？；編）

４回目の春が終わろうとしている……。� （法・４　はる）
⇒モラトリアムは……終わってますよね？� （ね？；編）



し始めるようになって、やっぱり研究
したいって思ったのがデカいかなぁ。
就活もしたんだけど、そっちは肌に合
わなかったし……。

ブ：わかる。正直、就活の方がしんどい
と思うんだけど。大学院に進んだのは
理系は就活が楽になるとかいううわさ
を聞いてからっていうのもある。

イ：そういう意味では大学院生はまだモ
ラトリアムなのかもしれんなぁ。

レ：僕は就活するって決めてたけど、実
際に就活を始めてからどこに就職する
かはすごく悩みましたね。

ピ：私も。「この企業に勤めたら自分は
どうなるんだろう」って考えてそこか
ら「自分ってどうなりたいんだろう」
とか考えて。思えばそのときが一番モ
ラトリアムだったかもしれない。

グ：学部が進学前提か就職前提かでモラ
トリアムの意味合いが分かれそうだね。

イ：もちろん高校とかでもちゃうしな。
ブ：当たり前だけど、いろいろだよね。
もちろんどれもいいんだけど。

ピ：んー、正直もうちょっと先のことも
考えておけばよかったなぁと思います。
公務員の勉強と大学の勉強、一般企業
の就活を全部こなしながらスケジュー
ル組むのが一番大変でした。

グ：あたしもちょっと後悔してる。２回
生まではサークルばっかりがんばって
たから、もう少しでも勉強しておけば
よかったなぁって。たまに語学の単位
も落としたりしちゃったり……（笑）。

ブ：みんなそんなもんじゃないの？ 俺
もゲームにのめり込んだりしたけど、
楽しかったし後悔はしてないよ。

イ：でもそこで思い切り遊んだからこそ、
今研究漬けだけど「あー、モラトリア
ムに戻りたいなー」なんてなることは
ないねんな。

ブ：俺はまだゲームしてるけどな（笑）。
一同：（笑）
レ：でも、何をもって良しとするかは人
それぞれですから。僕は学部で勉強や
自分を見つめ直すのは終わらせると決
めてて、それを達成できたので良いモ
ラトリアムを過ごせたと思ってますよ。

イ：自由にすればええねん。
グ：まぁ親からお金もらってたりするん
だし自由すぎてもだめだけどね……。

ピ：う……確かに、いつかは終わるんだっ
て意識は必要ですね。

レッド（以下、レ）：モラトリアムの本
の意味は「猶予期間」でしたっけ。支
払いとかの期限を遅延させる、みたい
な意味合いですよね。

ピンク（以下、ピ）：大学生は社会人に
なるまでの猶予期限だから、まさにっ
て感じですよね……。

イエロー（以下、イ）：そうなん？ そ
んな堅い意味じゃなくて、怠惰にダラ
ダラ遊んでる期間のことちゃうの？

ブルー（以下、ブ）：俺もそんな意味だ
と思ってたわ。そういう意味のモラト
リアムだったらたっぷり過ごしてきた
自信あるよ（笑）。

イ：なぁ？ 僕もそういう意味やったら
学部の３年間しっかり遊ばさせてもら
いましたわ。麻雀やったり麻雀やった
り、あと麻雀やったり。

レ：麻雀ばっかりじゃないですか（笑）。
グリーン（以下、グ）：あたしはどっち
の意味でもモラトリアム過ごしてきた
なぁ。学部２回生までは勉強はあんま
りしてこなかったし、３回生では進路
も悩んできたし。

ピ：グリーンさん、前は公務員志望だっ
たんですよね。どうして進学に変えた
のか気になります。

グ：４回生になって少し本格的に研究を

レ：どうなんだろう？ 採用する側じゃ
ないからわからないけど、エントリー
シートとかの段階で落とされることは
少なかったと思うな。

ブ：やっぱり少しは有利なんだ？ まぁ
なんだかんだ言っても京大だしな。

レ：企業の性質とかにもよりますけどね。
でも、面接となると全然関係ないです
ね。ちゃんとアウトプットやコミュニ
ケーションができるかですから。

イ：院試は明確に有利やと思うわ。いや、
教授が京大生の採点甘くするとかじゃ
なくて、基本的に京大の院で求められ
ていることは京大の学部で教えられて
るねん。やから、学部の勉強をしっか
りしておけばそんなにキツくない。

ブ：先輩とかから院試の解答をもらえた
りっていうのも有利だよね。文系の大
学院の場合どうなの？

グ：学派とか考えて他大の大学院受ける
人も少なくないよ。あとは京大の文学
研究科に関しては卒論が面接の代わり
だから、卒論はみんな力入れてるなぁ。

ピ：就活や院試そのものじゃなくて、環
境的な面で有利なのもあると思います。
私が所属している研究室は行政と協力
していて、それで公務員の方と頻繁に
お話しできる機会があるんですね。そ
れがあったからこそ公務員になろうと
思えたわけですし。

ブ：いろんな機会や刺激が多いと思うよ。
俺も学部時代に受けた刺激があって研
究したいって思ったし、まだ京大にい
たいって思ったしね。うん、やっぱり
いいところです京大。

ピ：公務員を目指そうかなって考えてい
る人には、公務員の中の何を目指すの
かを早く決めるのをおすすめします。
種類によって試験科目の種類も量も違
うので。専門学校に通ってる人もライ
バルになりますしね。

グ：アドバイスったってあたしもまだモ
ラトリアムなんだけど……。とりあえ
ずは目先のことに流されないことが大
事だと思います。勉強が嫌だからって、
逃げで就活をするのはよくない。

ブ：それはホントにそう思うわ。もちろ
んその逆、就活が嫌だから院進んでお
くかっていう決め方は絶対よくない。

イ：僕は遊べばいいと思いますよ。どう
せ後でしこたま勉強やら仕事やらする
ことになるんでね。勉強だけしてても
どこか面白みのない研究しかできない
と思うし、それやったら思いっきり遊
び切った方がいい。

レ：後悔しないような行動をするのが本
当に大事。就活でも胸を張って語れる
モラトリアムを過ごしていれば、何も
悲観することは無いし、むしろ誇らし
い強みだと思いますよ。

―ズバリ、あなたにとってのモラトリ
アムとは？

―就活、院試を終えて、ズバリ「京大」
は有利でしたか？

―モラトリアム、どうでしたか？ ―モラトリアムな学部生たちにアドバ
イスをお願いします。

―ありがとうございました

経済学部４回生� 銀行就職予定 農学部４回生� 公務員志望 工学研究科１回生� 就職予定 文学研究科１回生� 進路未定 理学研究科１回生� 進学志望
入学当時から大学院に進むつもり

は無く、学部でしっかり勉強して就
職する気でした。現在は単位もそろ
い暇になったので、海外旅行など今
しかできないことをしたいです。

研究室に訪れる公務員の方とお話
ししているうちに公務員として働く
ことに惹かれました。学部４回生と
しての活動をしながら公務員試験の
準備を進めています。

工学部に入るんだから、大学院に
進む予定でいました。学部の勉強で
は少し物足りなかったので満足して
います。毎日が講義と実験の繰り返
しで少し大変ですが……。

公務員になろうかとかいろいろ悩
みもしましたが、やっぱり研究をし
たいなと思って進学しました。でも
院を出た後のことはまだしっかりは
決めきれていません。

高校の時に医者になろうか研究者
になろうかを深く考えて、研究者に
なろうと決めていました。研究三昧
な日々ですが辛くはないし、むしろ
楽しんでやっています。

モラトリアムとどう向き
合っているのか、またどう克
服してきたのかを京大の学生
５名に集まってお話ししてい
ただきました。モラトリアム
が終わる一助となることを！
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先日らいふすてーじを配布なさっている所に遭遇しましたが、照れて素通りしてしまいました。
� 読者であることを示す合言葉はありますか？ （教・４　なた）
⇒よせやい、君と俺の関係に言葉なんて要らないのさ……。� （笑顔で受け取って頂ければそれで；編）

らいふすてーじの第１号って何年に出たんですか？ 覚え方を教えてください。� （情報・院　風霊守）
⇒あのジョージ・オーウェルが『らいふすてーじ』の創刊を予見していたそうです。� （1984年です；編）


