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Career Interview VOL.1 

 

◆留学先にカナダを選んだ理由は何ですか？ 

 

 留学以前にヨーロッパとアジアには滞在経験があり、北米留学を 

視野に入れていました。特にバンクーバーは「世界一住みやすい都 

市」と聞いていたので、ぜひ留学したいと思いました。 

 

◆就活時にはどのような業界を志望していましたか？ 

 

 大学 3 年の 2 月までは、商社や外資系金融に行きたいと思ってい 

ました。しかし、外資系資産運用会社で長期インターンをしている 

時に、上司から「外資系金融では海外に行って働く機会は少なく、 

日本に本社機能を持つ日系企業の方が多様な仕事の機会があるかも 

しれない」と言われ、考え直すようになりました。今の志望業界で 

は、自分の強みである語学スキルや国際感覚を活かせないかもしれ 

ないと感じたのです。日本で外国人上司とのコミュニケーション 

にしか語学スキルを使えないような環境は避けたいと思いました。 

加えて、どの商材を扱うことになるか入社するまで分からない商社も 

志望対象から外しました。 

 このように多角的に自己分析をした結果、就活が本格化した時期には、不動産業界を志望していました。ホテ

ルでのアルバイト経験や、インターンで培った資産運用の知識を十分活かせる分野であり、そして何よりも、ビ

ルが好きだと気付いたからでした。好きなものを仕事にできるので、総合ディベロッパーであればどのような仕

事であっても、やる気を見出せる！と感じましたね。

たくさんの利害関係者をまとめ、一つの街を作り上げ

る。それが目に見える形で後世に残る。とてもチャレ

ンジングな仕事だと思いませんか！？大規模都市開

発ができることこそ、日本の総合ディベロッパーなら

ではの醍醐味だと思います。 

◆なるほど！やはり色々な視点から仕事を捉える

ことが大事なのですね！ 

りゅうがくまが聞く！ 

留学後のキャリアを考える 

インタビュー第 1 弾 

インタビュー実施日: 2013 年 7月 12日 

Career Path 1: 

日系大手不動産会社内定者 

S.N さん 

◆Profile： 

＊国際教養学部 4 年生 

＊幼少期に、シンガポール、イギ 

 リスに滞在経験 

＊本学交換留学プログラムにて、 

 University of British 

 Columbia（カナダ・バンクーバ 

 ー）に１年間留学 

カナダの Cypress Mountain にて。 



 

 

◆今回のテーマは「留学とキャリア形成」ですが、Nさんの留学はキャリア選択にどんな影響がありました

か？ 

 

 バンクーバーのような緑と高層ビル、自然と機能性が調和している都市に留学できた事は大きかったな、と思

います。留学中に様々な都市を旅行しましたが、統一感がない都市では、「妙な違和感」 を覚えました。例えば、

歴史的建造物が多い中に、近代的な高層ビルがぽつんと一つだけある街では、なんだか「統一感がない」「発展

していけるのだろうか」と不安を感じたのです。 

 一方で、日本の都市では丸の内や日本橋のように、歴史的建造物と最新の建造物が見事に融合していると感じ

ました。日本は新旧の建物を調和させる技術を持っている。これは、世界的に見ても誇れるものだと思います。

しかし、バンクーバーと比較すると「自然を基調とした景観」が少ないです。自然と機能性が調和したバンクー

バーをはじめ、世界各国の様々な都市を体感したことにより、日本の都市の長所と短所を客観的に理解できまし

た。「日本の良いところを海外輸出し、外国から良い文化は取り入れたい」という思いに至ったのは、留学を経

験したからこそであり、私だけができる仕事だと考えています。 

 

◆留学の経験は Nさんのキャリア形成に大きく活かされたのですね。 

 今後、キャリアを選択する後輩にアドバイスをお願いします！ 

 

 しっかり業界•企業研究をしてください！私も就活中は「大手が良い」「有名なところが良い」 と思って数社

しか受けませんでした。しかし、今思えばまだまだ他にも良い企業があったかもしれません。私の場合、運良く

「行きたい」と思った企業に出会えました。でも自分に一番合う企業を見つけるには、もっと広い視野を持って

就職活動に臨んだ方がいいと思います。加えて、企業の内定を目標にするのではなくて、内定はあくまでスター

トラインであって「その企業で何がやりたいか」という入社後のキャリアをしっかり考えることが重要です。そ

う考えることで、モチベーションを保つことが出来ます！ちなみに私は【5年以内にアメリカで不動産開発学の

修士号を取って、世界中で魅力的な街づくりをしたい】と思っています。 

 

◆ 将来を見据えたキャリア形成と、自分の興味のあることの両方を踏まえた企業選びが大きな鍵だったと

いうことですね。ありがとうございました！  

りゅうがくまが

ピックアップし

たポイント！ 



 

Career Interview VOL.2 

  

◆Tさんは、なぜ留学を決めたのですか？ 

  

 海外に行きたかったからです。法学部で留学は必須ではなかったの 

で、社会人になってから海外に行くのもいいなという思いもありまし 

た。しかし、留学経験のある大学の先生に、「同じ経験でも感受性が豊 

かな若い時にしたらいいよ。少しでも海外に行きたい気持ちがあるな 

ら、今のうちに留学に行くべきだと思う」という言葉をいただき、留 

学を決めました。 

 

◆ 留学後、就職活動以外の進路もある中で、なぜ就活しよう 

と考えたのですか？ 

  

 留学前は公務員試験やロースクールへの進学を考えていました。 

しかし、どちらも義務感から出ていた選択肢でした。東日本大震 

災以降、「日本のために働きたい」と思うようになり、公務員試験を 

受験しようと思いました。また、ロースクール進学も有力な選択肢であり、社会問題などに直接関わる仕事に就

ける可能性があると思ったからです。 

 しかし、カナダでの留学経験を通じ、単純に自分の好きなことを仕事にしても良いと思えるようになりました。

それは、地質学が好きで仕方がないから、将来もそれに関わる仕事に就きたいと言うフランス人の友人に出会え

たからです。そんな彼を見て、シンプルな思いから出発していいのだと思えるようになりました。そのような留

学先での出会いから、義務感で将来を考えていた自分に気付き、就職活動を始めようと思いました。 

 

◆就職活動を進める中で、なぜ外資系企業を多く受けていたのですか？ 

  

 夏休みに外資系消費財メーカーで 5日間のインターンシップをしてみたところ、肌に合ったと感じたからです。 

「思った事や、考えた事があったら、すぐ発言して！」という良い意味での遠慮のなさが、私にはとても居心地

が良く、外資系の雰囲気に惹かれるようになりました。外資系を受ける決心がついたのは、留学で英語力と多様

性を受け入れる力がついたからだと思います。 

 

留学後のキャリアを考える 

インタビュー第 2 弾 

インタビュー実施日: 2013 年 7月 15日 

Career Path 2: 

外資大手企業内定者 

M.T さん 

◆Profile： 

＊法学部 5 年生 

＊本学交換留学プログラムに 

 て、University of Calgary 

 （カナダ）へ 1 年間留学 

りゅうがくまが聞く！ 



 

 

 

◆数ある外資系企業の中でも、なぜ現在の内定先を選んだのですか？ 

  

 数ある企業の中でも、面接で一番正直に話ができたからです。また、外資系メーカーのマーケティングを志望

したのは、参加したその部門のインターンシップが、楽しいと感じたからです。夜中まで夢中になって仕事に取

り組みました。普段は食べる事を忘れたりしないのですが、食事を忘れるくらい exciteして、本当に楽しかっ

たです。「マーケティングが好きだから」という理由で、就職活動を進めていけたのも、留学先で出会った友人

の影響があるかもしれません。地質学が好きだから、地質学関連の職に就くと言っていた友人を見て、「始まり

は単純な理由でもいいんだ」と心から思いました。 

 

◆好きな事に打ち込み、将来の進路を選ぶ留学先の友人との出会いをきっかけに、好きだと思えたマーケ

ティングをしようと思ったのですね。では、そのような留学経験を踏まえて、後輩に何を伝えたいですか？ 

  

 実は人の生き方は色々あるということです。早稲田の

学生は、周囲の影響もあり、どうしてもエリート志向に

陥ることも多いかと思います。私自身にも、その影響は

否定できませんし、それも悪くないとは思うのですが、

社会に出る前にどういう生き方をしたいのか、ゆっくり

考えられるといいと思います。留学で自分とは違う生き

方をしている人に出会えるのは、自分の将来を考えるた

めの格好の機会だと思います！ 

 

◆留学やインターンシップだけでなく、現地での出会

いもまた大きな転機になったのですね！ 

 素敵なお話をありがとうございました！ 

りゅうがくまが

ピックアップし

たポイント！ 

留学生同士の持ち寄りパーティーでの一枚 



 

◆Profile： 

＊国際教養学部 

  2013 年 3 月卒業 

＊本学交換留学プログラムに 

 て、大学 2 年次にフランスの 

 リール政治学院に一年間留学 

 し、現在はパリに滞在中 

Career Interview VOL.3 

  

◆留学先にリール政治学院を選んだ理由は何ですか？ 

  当初はパリ政治学院への留学に憧れていました。しかし、３年生以 上 

という条件があったことや、留学後の国内での就職活動を考慮して２年 

生から留学することを優先したことから、地方のリール政治学院への留 

学を決めました。 

 

◆ 留学後は、なぜ就職ではなく、海外の大学院への進学を決 

めたのですか？ 

 

 国内での就職を考えていたのですが、交換留学を通して大学院進学 

を考え始めました。というのも、リール政治学院をはじめとしたフラ 

ンスの高等教育では、学部と修士課程が直結していることが多く、フ 

ランス人学生が修士課程に進学するのを数多く目の当たりにしてきた 

からです。 

 また、現地で学問を学ぶことで、大きな自信をつけられたことや留 

学先や自分の興味がある海外の大学院を目標として努力をし続けるこ 

とが、自分の中では大きなモチベーションになっていました。そして、特に自分の得意とするフランス語を活か

すことができるフランスの大学院への進学を決めました。 

 

◆フランスの大学院に惹かれたポイントは何ですか？また、進学する大学院について教えて下さい！ 

 一番のポイントは、学費などの財政面でした。フランスの公立の大学院の多くはほぼ無料なので、レベルの高

い教育を安く受けることができる点に魅力を感じました。また、交換留学で感じたフランスの高等教育の魅力を、

大学院でも味わいたいという思いがありました。そして、日本人としてフランス語を駆使して現地の卒業証書を

手に入れることが、自分の将来に対しても有意義であると考えました。 

 進学予定の大学院は、研究者育成の分野において権威のあるフランス高等師範学校（ウルム校）です。ここで

は少数の正規登録の学生に向けてフランスの最前線で活躍をする研究者たちが授業を行い、研究への道を進む学

生が多く生まれます。少数の学生が熱意を持って研究に向かう環境は日本では味わうことができない特徴だと思

います。 

留学後のキャリアを考える 

インタビュー第 3 弾 

インタビュー実施日: 2013 年 8月 1日 

Career Path 3: 

海外の大学院へ進学 

Y.A さん 

りゅうがくまが聞く！ 



 

 

 

◆研究の道へ進むということですが、Yさんはどんな研究をする予定ですか？ 

 

 社会における格差問題について研究することを考えています。特に、高等教育を受けた若者の雇用・就職状況

に関して焦点を当てようと思っています。自分がこの分野に関心を持った理由の根底には、フランス留学を通じ

て、日本とフランスにおける若者の雇用状況の違いに驚いた経験があります。 

 大学院では“社会学と統計学”という修士課程に在籍する予定です。進学先は社会的格差に関する研究で有名

な研究所と連携しているため、最先端の研究に触れながら自分の研究を進めることが楽しみです。フランスの有

名な社会学者のように、自分も社会学者として格差問題に関する研究を進め、これを軽減し、社会的公正の実現

に貢献することが目標です。 

 

◆では最後に、これからキャリアを選択する後輩たちにアドバイスをお願いします！ 

 

 就職に失敗してしまったから、とりあえず大学院に進学しようという学生がいると聞いたことがありますが、

いつも残念であると感じます。大学院に行くのは決して、モラトリアムを作ることではなく、自分のやりたいこ

とへ向けて、キャリアを積むことであり、ある意味で長期的な就職活動であるのです。研究者や国際機関で専門

家になるには、やはり学部レベルでの勉強に加え、専門性とともに研究実績が必要となります。大学院はこの点

に関してキャリアを積むところであり、将来への目標に向けた就活といっても過言ではないでしょう。たとえ就

活がうまくいかなくても、本当に就きたい仕事があるのであれば、一年待ってでもその仕事を狙うべきだと僕は

思います。自分の同期の学生はもう仕事を始め、新たな人生を踏み出しています。自分は大学院進学という決断

をした責任を持ち、学業を自分の仕事として考えるようにしています。こうした考えの根本には、やはり自分の

好きな仕事をしたいという思いがあるからだと考えています。悔いのないよう、自分の好きなことに向けてとこ

とん全力投球してください！ 

 

◆研究者になるという目標があったからこそ、より良い環境を求めて海外の大学院への進学を選択できた

のですね。大学院での研究も頑張ってください！ 

 

りゅうがくまが

ピックアップし

たポイント！ 



 

Career Interview VOL.4 

 

 

◆政治経済学部は留学が必須ではありませんが、なぜ留学を決め

たのですか？ 

 

自立したかったというのが一番の理由です。留学前、私はずっ 

と実家暮らしをしていたのですが、つい家族に頼ってしまう自分が 

自立できていないようで嫌でした。でも海外に行けば、家族を含め、

自分の慣れ親しんだ環境から離れますよね。自分しか頼れない環境下

で自分の力を試したいと思ったのです。 

友人に留学経験者が多かったことや、早稲田大学の留学を推奨する 

雰囲気のおかげもあって、政治経済学部からの留学であっても迷い 

はありませんでした。 

 

 

◆ロースクールに進学する人は、法学部の学生が多いイメージがあります。U さんがロースクールに進学し

ようと思ったきっかけは何だったのですか？ 

 

留学先で出会った柔軟な進路選択をした友人を思い出し、自分もやりたいことを叶えるための進路選択をしよ

うと思ったからです。弁護士というキャリアは、高校生の時から考えていましたが、漠然としか捉えられておら

ず、就職活動を始めた頃には、ロースクールへの進学は現実味を帯びていませんでした。就職活動中に、「この

まま企業に就職して本当に良いのだろうか」と疑問を感じ始めた時、大学院進学を決めた友人やギャップイヤー

を取って進路を考えると言っていた友人、また、宗教学専攻にも関わらず、ロースクールへの進学を選んだ友人

のことを思い出しました。それまでの私は、大学四年間で学んだことをそのまま仕事に活かさなくてはならない

と考えていました。しかし、アメリカで出会った友人たちの様々な進路選択を思い出し、改めて自分の進路を考

え直すことができたのです。まだ受験の結果は出ていませんが、この選択肢を選んだことに満足しています。 

 

◆なるほど。就職活動を止めてロースクールへの受験勉強を始めるなど、その進路選択に至るまでには、

様々な葛藤もあったかと思います。しかし、留学先で多様な進路選択をする友人たちと出会ったことが、

ロースクールへの進学を決断する大きな後押しとなったのですね。 

留学後のキャリアを考える 

インタビュー第 4 弾 

インタビュー実施日：2013/09/03 

りゅうがくまが聞く！ 

Career Path 4: 

国内のロースクールに進学予定 

K.U さん 

◆Profile： 

＊政治経済学部 5年生 

＊本学交換留学プログラムにて、

Lawrence University（アメリカ）

へ 1年間留学 

 

＊法学部＊本学交換留学 

 て、University of Calgary 

 （カナダ）へ 1 年間留学 



 

◆多様な進路選択に気づいたとのことでしたが、なぜ多様な進路選択の中でも弁護士になることを志して

いるのですか？ 

高校生時代の夢だったということも一つの理由ですが、それ以上に、多様な働き方ができるこの職業に魅かれ

たからです。私は人生の中で、仕事だけではなくて、結婚も子育てもしたいと思っています。その場合、弁護士

という資格があれば、一度仕事から遠ざかることがあったとしても、比較的仕事に復帰しやすいのではないかと

考えました。例えば、出産と育児のために退職したとしても、資格があるので、再び働きたいと思った際に、経

験と実力次第で独立して働くことができます。また、私は将来ボランティアとして、自分のスキルを活かしたい

とも考えています。ボランティアとして活動している弁護士の中には、被災者のために尽力している方も多くい

らっしゃるそうです。たとえお金にならなくても、人の役に立つことができる、将来はこんな働き方もできるの

かと考えた時、ますます自分に合った職業だと思うようになりました。 

 

◆最後に、後輩の皆さんにメッセージをお願いします！ 

 留学を経験した人は、習得した語学を使う仕事に就きたい、海外で働きたいと思うかもしれません。しかし、

語学や勤務地だけに縛られる必要はないと思います。どんな仕事をどんな場所でするにしても、留学経験はこの

先の人生において必ず活きると思うからです。例えば私は、留学を通じて、一歩踏み出す勇気を持てば何でもで

きるのだと学びました。初めから英語が話せたわけではなかった私は、留学先の授業での発言や飲食店での注文

など、日本にいれば簡単にできることが、勇気を出さなければできませんでした。しかし、勇気を出して話し掛

けてみれば、相手は笑顔で答えてくれたり、真摯に私の言葉に耳を傾

けてくれたりしました。ここから私が学んだのは、一歩踏み出す勇気

を持ち、困難を乗り越えようと努力すれば、思っていることは、想像

以上に簡単に実現することができるということです。実際に私は、留

学で得た学びや経験のおかげで、現在の進路を選ぶことができました。 

  皆さんがこのインタビューを読んで、様々な進路選択の可能性に気

付いてくだされば、とても嬉しいです。 

 

◆心に響くメッセージをありがとうございます！自立したいとの思いで留学を決めたＵさんが、留学先で

の学びや経験を活かし、自分の力で進路を築いていった姿には共感する方も多いと思います。弁護士にな

るという未来に向けて、ロースクールでの勉強も頑張ってください！ 

アイスホッケー部のメンバーと 

りゅうがくまが

ピックアップし

たポイント！ 



 

Career Interview VOL.5 

 

 

◆ なぜイギリスのウォーリック大学ビジネス学部を留学先に決めた

のですか？ 

 

 留学先を決める際、英語をもっと学ぶために英語圏をまず考えていて、

加えて今後就職活動に役立つ何かを勉強したいと思っていました。私はビ

ジネスだと考えて、その学部で有名なウォーリック大学に決めました。留

学中は主に起業家精神について勉強していました。 

 

◆就活を見据えて留学先を選んでいたのですね。留学中、就職活動に

向けて何か取り組んだ事はありますか？ 

 

 内定につながる、外資系投資銀行のインターンを受けていました。ただその面接が全く上手くできなかったの

です。例えば、投資銀行部門を選んだ理由や、日経平均株価はどう推移するのかなどの質問にもきちんと答える

ことができませんでした。漠然としか就職活動を考えていなかったんですね。周りの意識の高さに圧倒されて、

今のままでは絶対に就職活動を乗り越えられないと感じました。それが早い段階から就職活動に取り組むきっか

けになったのだと思います。 

 

◆IT ベンチャーに就職予定だそうですが、それはどのように決めたのですか？ 

 

 まず自分がどのような業界や企業が合っているのかを確かめるために、色々な業界の夏期インターンを受けて

いました。その中の IT ベンチャー企業でのインターンが自分のキャリアを考える上で大きな転換点でした。大

手に就職するんだろうという漠然とした意識から、起業やベンチャーに行きたいという思いに変わりました。イ

ンターンの最後に社長の話を聞いて、「自分はなんのために働くのだろう」と考え直し始めたのが一番のきっか

けかなと思います。 

 

 

留学後のキャリアを考える 

インタビュー第 5 弾 

インタビュー実施日：2013/08/21 

◆Profile： 

＊国際教養学部 4年生 

＊本学交換留学プログラムにて、

University of Warwick（イギリ

ス）へ 1年間留学 

 

＊法学部＊本学交換留学 

 て、University of Calgary 

 （カナダ）へ 1 年間留学 

Career Path 5: 

IT ベンチャー企業に就職予定 

U.T さん 

りゅうがくまが聞く！ 



 

 

◆社長の話を聞いたのがきっかけだったのですね。どのように思いは変わっていったのですか？ 

 

 そもそもアメリカやイギリスでの在住経験から、自分は日本が大好きだと感じていました。ところが今の日本

は中国など新興国の台頭でプレゼンスを失ってきている。今までは自分とその周りを幸せにできればいいと考え

ていたけれど、それだけでいいのだろうかと。そして、日本のためにも働きたいと考えるようになったんですね。

そこで国を変えるレベルで影響力を持つためにはどうすればいいのかを考えた結果、それは経営者かなと。そう

なるためには経営者や、それに近いマネジメント層と仕事がしたいと思ったんです。加えて経営者になるために

は草の根の、泥臭い仕事の経験が必要だとも思いました。それが一番できると感じたのが内定先の IT ベンチャ

ーでした。理念に共感できる社長の下で働きたいと思い、IT ベンチャー企業に就職する事に決めたんです。 

 

◆最後に、後輩へメッセージをお願いします！ 

   

12 月から説明会や選考など企業の採用活動が始まるの

で、だいたいの人がそれに合わせて就活を始めると思いま

す。ただやることが次々と出てきて、十分に考えを詰めき

れずに選考を受けて失敗してしまう。そんな人が多いので

はないかと。周りと同じタイミングで始めたら、その人た

ちと差をつけるのは難しいんじゃないかな。早い段階から、

「何のために働くのか」「どう働くのか」など自分のこと

を深く考えていると、上手く就活を進められるのではない

かと思います。 

 

◆貴重なお話ありがとうございました！インターンで自分と向き合った結果、経営者としての道が見えた

のですね。Uさんの熱い思いにとても共感しました。 

留学先のハロウィンで 

りゅうがくまが

ピックアップし

たポイント！ 



 

 

学生留学アドバイザーとは.. 

 学生留学アドバイザーは、留学センターの中期、もしくは長期留学プロ

グラムを経験した留学センター所属の学生ボランティア団体です。 

 

キャリアチームとは.. 

 学生留学アドバイザー内で、留学経験者を対象にした企画を担当するチ

ームです。メンバー募集中です！ 

 

りゅうがくまとは.. 

 学生留学アドバイザーのマスコットキャラクターです。学生留学の活動

をより多くの人に知ってもらおうと、宣伝のあちこちに登場してくれま

す。 

 Facebook や Twitterでも活動しているので、もし良かったら探してみ

てくださいね！ 

 

 Facebook: 「りゅうがくま りゅうがくま子」で検索 

  Twitter: @wryugakuadviser で検索 

 

最後に.. 

 

 このインタビュー記事の企画は、留学から帰国し就職活動を終えた学生による立案で始

まりました。 

 留学を終えて帰国した頃を振り返ってみると、自分が卒業後どのような道に歩みたいか

しっかりと考える暇も無く、12 月から始まる就職活動の波に慌ただしく飲み込まれていっ

た記憶があります。 

 多くの学生の皆さんは、就活を始めてから自分と向き合い、卒業後の進路を考えていっ

たのではないかと思います。就職活動に飲み込まれる前に、「就職」という選択だけでなく、

自身には様々な選択肢と可能性があることに気づいていれば、より有意義なキャリア選択

が行えたのかもしれません。 

 そこで、留学から帰国した学生の皆さんに「就職」だけではない、様々な可能性と選択

肢があるのだということを、様々なキャリア選択をした方々のインタビューを読むことで、

感じていただけたらと考えています。 

 少し年上の先輩として、みなさんの自分に合ったキャリア形成を心より応援しています。 

 

学生留学アドバイザー   

キャリアチーム一同   


