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抄録 

本研究は以下の2点について明らかにしようとするものである：１）グローバル化する社会にあ

って女子大学生が社会人として働くときにどのような資質が求められるのかを明らかにする．２）

それらの資質を大学の女子教育の中で養成するにはどのような方法が可能であるのかを探る．本研

究では30社ほどの企業の人事採用担当者に聞き取り調査を行い，女子大学生に求められる資質の分

析を行った．そこから得られた知見を基に，共通して求められる資質，業種ごとに求められる資質

に分析し，それらの資質を備えた，社会で活躍できる女子大学生のモデルとなる人物像「ペルソナ」

を3つのパターンに分けて示した．今回の分析は，今後，これらの「ペルソナ」に見られるような

企業に求められる女子大学生を養成するカリキュラムの開発に役立つものと思われる． 

 

 
１． 研究の目的 
 21 世紀の現代社会において，働く女性には国際

性やグローバルな視野がますます求められるよう

になっている．一方で，大学におけるキャリア教

育や英語運用能力育成を含む国際教育は必ずしも

時代に追いついていないように思われる．本プロ

ジェクトでは，企業の求めるグローバル・ウーマ

ン像を明らかにすると共に，大学カリキュラムの

改善点を指摘したり，本学の教育理念である「関

係的自立」との関係を明らかにすることで，すぐ 

 
 
れた人材を輩出して社会に貢献することに寄与す

ることを目指す． 
 

２． 活動実施報告 

（1）打ち合わせ 

 第 1 回  5 月 15 日（火）  16:30～18:00 

 第 2 回  5 月 17 日（木）  13:00～16:00 

 第 3 回  5 月 24 日（木）  16:00～18:00   

 第 4 回  7 月 13 日（金）  16:30～17:00 
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 第 5 回  8 月 15 日（水）  13:30～15:00 

 第 6 回  8 月 16 日（木）  13:00～15:30 

 第 7 回  9 月 15 日（土）  13:00～16:00 

 第 8 回  9 月 20 日（土）  13:30～15:30 

 第 9 回  2 月 14 日（火）  16:00～17:30 

 第 10 回 2 月 26 日（火）  15:30～17:00 

 第 11 回 3 月  1 日（金）  13:30～16:00 

第 12 回 3 月 28 日（木）   11:00～12:00 

 

（2）プロジェクト発表 

 11 月 10 日（金）  

  「幼稚園児の保護者を対象とした英語の学び 

直しプログラム‐小学校英語必修化を大学 

と家庭からサポート」 

人間生活文化研究所創立 30 周年記念シンポ 

ジウム‐共同研究プロジェクト研究成果報 

告会（千代田校 150 教室） 

 

（3）プロジェクト講演会 

   7 月 14 日（土） 13:00 ～ 14:30 

    岩田 喜美枝氏 

    日航社外取締役・前資生堂副社長 

   「女性が社会で活躍するということ 

    －より社会を元気に，より人生を 

豊かに－」（千代田校 464 教室） 

 

（4）シンポジウム参加 

3 月 30 日(月) 13:00～16:30 

「ベアテの会 2013」主催シンポジウム 
（女性就業支援センター） 

 

（5）その他 

イートン・カレッジ聖歌隊東日本大震災復興

支援チャリティー公演 

3 月 31 日（土） 17:30～20:00（大妻講堂） 
 

３．研究目標の達成状況 

 3.1. 求められる特性の分析 

 今年度は，昨年度に実施した「企業の求める短

大生像の構築のためのインタビュー調査」の結果

をベースに，企業が求める短大生像をより具体的

に表現する「短大生ペルソナ（マーケティングに

おける典型的な人物のイメージ像）」を描き出すこ

とを主要な成果物とすべく活動を行った． 

 昨年度インタビューを実施した 15 社の人事採

用担当者から聴取した「短大生に求められる特性」

を整理し，各社に固有の「求める特性」と各社に

共通ないし業種に共通する「求める特性」の抽出

を行った．その中の「各社に共通する求める特性」

ならびに「業種に共通する求める特性」は，表 1

のとおりである． 

 

表 1. 企業が短大生に求める主要な特性 

 

業種 求める特性 

共通 素直さ 

金融業 規律性 協調性 一般常識 

主体的に学ぶ姿勢 

正確性 

好感度の高い対応力 

製造業 聞く力 自律性 積極性 

夢を語れる力 

自ら考え行動する姿勢 

疑問を持てる能力 

流通業 ストレス耐性 自主性 協調性 

粘り強い行動力 好奇心 

定型的な事務処理能力 

臨機応変さ 

 
3.2. ペルソナの制作 

上記の分析結果ならびにそれぞれの業種に内定

した本学学生の特性を考慮しながら，表 1 にあげ

た 3 つの業種（金融業，製造業，流通業）ごとに，

より具体的な学生のイメージを共有するため，次

のような「求められる短大生ペルソナ」3 体を作

成した． 

 

（1）金融業向けペルソナ 

 金融業の求める短大生像を，ペルソナ「瀬戸あ

ゆみ」さんとして表現した．（表 2，3） 

 

表 2. 瀬戸あゆみさんの紹介 

 

ちょっと大人の雰囲気を持っているあゆみさんは，

同期の中でお姉さん的な存在．大妻コタカ先生の「恥

を知れ」の教えにとても共感していて，自分を律し

てルールを率先して守ることが得意．経済や行政の

話題に興味があり，新聞などを自分から主体的に読

んで勉強している． 

小さい頃は祖父に可愛がられて育ったお爺さん子

で，お年寄りからの好感度が高く，年齢にかかわら

ず，自信を持って誰とでも話せるのが自分の長所だ

と思っている． 
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表 3. 瀬戸あゆみさんのペルソナ特性 

 

名前     瀬戸 あゆみ（せと あゆみ） 

生年月日 平成 3 年 12 月 10 日（現在 20 歳） 

住所 千葉県柏市 

家族構成 父：昇（48 歳） 母：理恵子（47 歳）

弟：健太（17 歳） 4 人暮らし 

趣味 地元 Jリーグの応援 国内旅行 

性格 自制心，協調性，集中力に優れる 

取得資格 FP3 級 日商 PC 検定 2 級  

秘書検定 2 級 ビジネス実務士 

秘書士 

特性 規律性 協調性 素直さ 

主体的に学ぶ姿勢 一般常識 

正確で好感度の高い対応力 

 

 

2）製造業向けペルソナ 

 製造業の求める短大生像を，ペルソナ「広瀬香

織」さんとして表現した．（表 4，5） 

 

表 4. 広瀬香織さんの紹介  

 

いつも明るくて，クラスの人気者の香織さんは，同

期の誰よりも大きな夢を持っている． 

何でも自分でやってみないと気が済まない行動派

で，好奇心も人一倍旺盛．人からいろいろな話を聞

き出すのが上手い聞き上手であると同時に，自分の

わからないことがあると遠慮なく質問をする「コミ

ュニケーションのとても豊富なタイプ」で，そこが

自分の長所だと思っている． 

 

表 5. 広瀬香織さんのペルソナ特性 

 

名前     広瀬 香織（ひろせ かおり） 

生年月日 平成 3 年 8 月 3 日（現在 20 歳） 

住所 神奈川県横浜市 

家族構成 父：啓次郎（50 歳） 母：真理（45 歳）

3 人暮らし 

趣味 ソシアルダンス 観劇 

性格 何にでも興味を持つ 行動力に優れる 

取得資格 日商 PC 検定 2 級 秘書検定 2 級 

ビジネス実務士 秘書士 

特性 素直さ 聞く力 自律性 積極性 

夢を語れる力 自ら考え行動する姿勢 

疑問を持てる能力 

 

 

3）流通業向けペルソナ 

 流通業の求める短大生像を，ペルソナ「飛鳥麻

耶」さんとして表現した．（表 6，7） 

 

表 6. 飛鳥麻耶さんの紹介  

 

周りの人に対する気遣いが上手な麻耶さんは，クラ

スの誰からも愛されている存在．小さなことでも「な

ぜだろう？」と自分で考えて，いろいろ工夫をして

みるのが得意． 

おとなしそうに見えても，実は中学・高校と水泳部

でがんばったことが自信になっていて，見かけより

ずっと忍耐強いタフなタイプだと思っている．会計

に興味があり，就職したら経理の仕事をやりたいと

思っている． 

 

表 7. 飛鳥麻耶さんのペルソナ特性 

 

名前    飛鳥 麻耶（あすか まや） 

生年月日 平成 3 年 3 月 25 日（現在 20 歳） 

住所 東京都府中市 

家族構成 父：宏茂（48 歳） 母：智子（45 歳）

兄：健太（22 歳）4 人暮らし 

趣味 ジョギング スイミング 

ショッピング 

性格 何にでも興味を持つ 行動力に優れる 

取得資格 日商 PC 検定 2 級 秘書検定 2 級 

ビジネス実務士 秘書士 

日商電子会計 

特性 素直さ ストレス耐性 自主性 

粘り強い行動力 協調性  

定型的な事務処理能力 好奇心 

臨機応変さ 

 

４．まとめと今後の課題 

 今回実施した，企業インタビュー調査結果に基

づく「企業が求める短大生像」の整理・分析と，

その結果からの短大生ペルソナ制作は，働く女性

を育成する機関としての学校側担当教員にとって，

大変有用なものだった．企業インタビューの結果

を分析することで，それぞれの業種が短大生に求

めている特性やキャラクターを明確化することが

できた． 

また，分析結果を用いて業種ごとに適応した「求

められる短大生ペルソナ」を記述することで，学

生の教育の場面や，進路相談の場面でも有効に活

用できるものと考えられる． 

 今後は教員だけでなく，学生にもペルソナを提
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示することによって，学生の勉学のモチベーショ

ンを刺激し，また学生が主体的にキャリア教育に

取り組む原動力となることを期待している． 

 今回の分析結果「求められる短大生ペルソナ」

を概観すると，業種を超えて企業が短大生に求め

ている能力は次の 3 つに要約できると考えられる． 

① 素直さ 

② 協調性 

③ 自律性 

 この中で本学の短大生が一番弱いのは，おそら

く③の自律性であると考えられる．従って，今後

大学教育の中で，主体的に物事を考え自立して行

動するという能力をどのように訓練し，その能力

を向上させていくかについて，考えていかなくて

はならないと考える． 

 具体的には演習形式の授業において，ディスカ

ッション等の場を積極的に取り入れる，課題を与

えて問題解決行動をとるトレーニングをする，大

学の学問研究を通して，主体的に与えられたテー

マについて調査し，その結果や結果に対する自分

の考えをレポートにまとめさせるといったワーク

をより効果的に採用していくことが重要であろう． 

 

５．付録 

本プロジェクトでまとめた，学生向け資料：「求

められる短大生ペルソナ」を以下に提示する． 

 

 

 

  
  

 

付記 

本研究は，大妻女子大学人間生活文化研究所「共

同研究プロジェクト」（K047）の助成を受けたも

のである． 
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Abstract 

The purpose of this study is 1) to clarify the expected personalities of female business persons in global 

societies, and 2) to consider the ways of training or enhancing them through the curriculum of a women’s university 

in Japan. We interviewed with personnel managers of about thirty companies, in order to extract desirable 

personalities of female workers. Then we sorted out the selected personal characters and constructed three types of 

personae, imaginary female students who are most likely to be employed by three types of business world.  

Through the formation of these personae, we found that the most valuable characteristics that are common 

to all kinds of companies are: 1) being accommodative, 2) being cooperative, and 3) being independent. This means 

that when we consider the university curriculum of carrier education, the training of these three personal qualities 

should be in particular taken into consideration.  
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