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ガクチカでは見落としリスクの高い23年卒学生の見極めと

辞退対策にもつながる「履修データ活用法」とは
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辻 太一朗 氏

株式会社 履修データセンター 代表取締役

株式会社リクルートで採用責任者として活躍後、

採用コンサルタントとして延べ数百社の企業を担当。

数多くの大学で講演、面接トレーニングの実績も持つ。

2010年履修データセンターを設立。

著書は「履修履歴面接」等多数。
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解説



ガクチカのエピソードの少ない23卒生を見落とさない

面接でのフィードバックで選考途中辞退を防止する

面接官への説明・訓練不要の履修データ面接法



履修データ面接とは



+
履修活動での

考え・行動の確認

従来の面接

大学時代の行動

課外行動

長所・短所など

志望動機など

履修データ面接

①双方が履修データを閲覧 ②履修活動での質問を追加

履修データ面接とは
01 履修データ面接とは



履修データ面接が必要になっている背景①

自己PRをしてください
学生時代に一番力入れたこと
○○な経験を教えてください
長所・短所を教えて下さい

従来の一般的質問方法

深堀質問で
具体的エピソードから
資質や能力を判断する

ゼミ・研究

留学

アルバイト

サークル

ボランティア

大学生活のおける時間【特徴】

大学生活は個人の意図や考えにより
自由に設計できたので
本人の考えの基づいた行動を聞くのが
効率的だった

履修活動

【欠点】

話しやすいエピソードのない分野は
伝えることができない
＊履修行動を特に聞く必要はなかった

01 履修データ面接とは



履修データ面接が必要になっている背景②

8割以上の授業に出席している学生の割合

文科省の大学改革の一環で
出席が必須化し
自由な時間が減少した

履修活動

コロナ禍でより従来の面接法の欠点が顕著になった

従来の面接法では実質的に聞けていない部分が増加

01 履修データ面接とは



履修データ面接が必要になっている背景③

具体的なエピソードのない履修活動に表れる資質を知るには
履修データ（客観的な事実情報）を利用する

「履修データ面接」が必要に

社会環境の変化で従来の面接法では見極めが難しくなった

01 履修データ面接とは



よくある質問

学業での行動を確認することに、どのような意味があるのか？

特に勉強ができる人を欲しいわけではありません。

01 履修データ面接とは



そもそも学業での行動を確認することは意味があるのか？

勉強のできるい人を欲しいわけではない
学業での行動を聞いても「勉強が好き」かどうか程度しか分からないのでは？

学業での行動には
各社の欲しい人物像に必要な資質が

すべて表れる

01 履修データ面接とは

よくある質問



授業出席が実質の必須化になったことによる学生の変化

以前の学校 出席は個人の自由

大
学
の
変
化
に
よ
っ
て
学
生
が
変
化

人気ゼミに入れるように

GPAは2.8以上をキープしよう

将来役立ちそうなIT科目は

頑張っても無駄にならない

授業中に集中して全部

理解するのが一番効率的だな

絶対一発で単位を取りたいので

テスト対策は万全を期すぞ

どうせ授業に
時間を使うの
ならば…

現在の学校 出席が必須

出席せずに単位が

取れたらそれで良い

就職には

課外活動が重要

学業に力入れても

就職に意味ない

履修活動に個性が出るようになった

01 履修データ面接とは



個人の資質は長時間・長期間の行動に自然に表れる

課題設定力・目標志向 「交換留学先を自由に選べるGPAを狙おう」

意味づけ力・将来志向

ポジティブ・気分転換思考

当事者意識・責任感

俯瞰思考、効率性

協調性・リーダシップ

逃げない姿勢・負けず嫌い

分析力・課題解決力

主体性、実行力

企業の欲しい資質を学業行動で確認できる

「ディスカッションの授業でコミュ力磨けるかも」

「グループワークの授業増やそう」

「高い授業料なので無駄にしないよう身に着けよう」

授業中にテスト対策等、時間をうまく活用する

グループワーク・ディスカッションで必要な行動をとる

単位取得の為、厳しい・苦手な授業にも向き合う

最も効率的に単位を取得できる方法を考え行動

目標の成績に到達できる方法を考え実践する

01 履修データ面接とは



（参考）GPAについて

（参考記事）今さら聞けない大学生の常識 GPAってなに？就職に影響するの？

https://job.mynavi.jp/career_tanq/articles/?id=247

Grade Point Average

＝各科目の｛（単位数）×（評価のGP）｝の総和 / 履修登録した総単位数

大学の成績を簡単に数値化したもの。 成績が良いほどGPAは高い。 2.4～2.8あたりが平均。



履修データ面接を実施するには
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よくある質問

本当に簡単に
履修データ面接が実施できるようになる？

02 履修データ面接を実施する



よくある質問

本当に面接トレーニングなしで
実施できるようになるの？

履修データは相対的に比較が可能！

選考フローの変更も、
面接トレーニングも必要なし！

02 履修データ面接を実施する



評価分散：

厳正な評価をしている可能性の
高い講義には「＊」がつきます。

卒業必要単位数

現在取得済み単位数

履修履歴表について
02 履修データ面接を実施する



評価分散：

厳正な評価をしている可能性の
高い講義には「＊」がつきます。

卒業必要単位数

現在取得済み単位数

履修履歴表について

履修データから
読み取ろうとしないことが重要

02 履修データ面接を実施する



履修データ面接｜基本的質問法

① GPA平均との差（0.5以上）の場合

その理由の振り返りをおこなう

② 履修（学業）行動に表れた

長所を振り返りをおこなう
＊学業における行動での自己PR

③ 履修（学業）行動で

〇〇を発揮した場面の振り返りをおこなう

02 履修データ面接を実施する



① GPA平均との差（0.5以上）の場合 その理由を振り返りをおこなう

大学 学部 人数 平均ＧＰＡ

上位10％

ＧＰＡ 平均差

下位10％

ＧＰＡ 平均差

立命館大学 法学部 272 2.12 2.70 0.58 1.70 0.42

立教大学 法学部 357 2.25 2.80 0.55 1.70 0.55

慶應義塾大学 経済学部 926 2.34 3.00 0.66 1.80 0.54

上智大学 総合人間科学部 127 2.85 3.40 0.55 2.20 0.65

関西学院大学 国際学部 189 2.91 3.40 0.49 2.38 0.53

早稲田大学 国際教養学部 268 2.85 3.43 0.58 2.30 0.55

立教大学 経営学部 285 2.79 3.40 0.61 2.20 0.59

《質問の特徴》

・最低限必要な確認
・人事で事前にチェックし、

個別の面接官に伝えることができる

02 履修データ面接を実施する



履修データ面接｜基本的質問法

① GPA平均との差（0.5以上）の場合

その理由の振り返りをおこなう

② 履修（学業）行動に表れた

長所の振り返りをおこなう
＊学業における行動での自己PR

③ 履修（学業）行動で

〇〇を発揮した場面の振り返りをおこなう

02 履修データ面接を実施する



② 履修行動に表れた長所の振り返りをおこなう ＊学業における行動での自己PR

学業（履修）行動に表れている
あなたの長所を教えてください

補足説明

①意図を説明
成績の良し悪しは気にしていない。大学生活・学業での意図や考えで
授業の選択・授業中の行動・テスト対策の方法に個性が表れる。
それから分かるあなたの長所を教えて欲しい。

②具体例の説明
単位取得方法に表れる「計画性」や「効率性」
必要と感じた場面で発揮される「逃げない姿勢」 等々

《質問の特徴》

・応募者の全体像が分かりやすい
・応募者に事前に伝えるのも効果的

02 履修データ面接を実施する



履修データ面接｜基本的質問法

① GPA平均との差（0.5以上）の場合

その理由の振り返りをおこなう

② 履修（学業）行動に表れた

長所の振り返りをおこなう
＊学業における行動での自己PR

③ 履修（学業）行動で

〇〇を発揮した場面の振り返りをおこなう

02 履修データ面接を実施する



③ 学業行動で○○を発揮した場面の振り返りをおこなう

《質問の特徴》

・確認できなかった必要な資質を確認できる
・履修データがあるので

応募者が場面を思い出しやすい

自社の必要な資質の確認

学業での行動で〇〇〇（主体性、責任感等）を
発揮した経験を具体的に教えてください

02 履修データ面接を実施する



履修データ面接｜基本的質問法

① GPA平均との差（0.5以上）の場合

その理由の振り返りをおこなう

② 履修（学業）行動に表れた

長所の振り返りをおこなう
＊学業における行動での自己PR

③ 履修（学業）行動で

〇〇を発揮した場面を振り返りをおこなう

02 履修データ面接を実施する



履修データ面接｜各質問の運用例

GPA平均の差が大きい応募者に対してのみ、
①「その理由」を必ず聞いたうえで合否を判定

合否に迷いがある場合は必ず履修行動の確認を
②「履修行動での長所」
③「○○な資質を発揮した場面」

全員に②「履修活動での長所」を冒頭質問にする
＊事前に応募者に伝えておくと効果的

パターン１

パターン２

パターン３

02 履修データ面接を実施する



履修データ面接から資質を判断するには
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履修データを活用した質問のイメージはつきましたが、

そこから資質を判断して合否を決めるのは
やはり難しそう…

よくある質問



真偽が分かる

勉強は好きではないが、IT系の授業は

聞いてみるとだんだん面白くなって、

将来にも役立つと考えたので

積極的に取得して、頑張った

サークルとアルバイトに力を入れたが、

高い授業料を払っているので授業は

サボらずに出席した

単位を落としていないから

3年間で卒業単位がほぼそろっている。

GPA2.8で学部平均2.6より良い。

IT系の科目をたくさん取得している。

また、その評価も多くがS評価をとっている。

Aさん



レベルがわかる

帰国子女ばかりのクラスだったので、

語学の授業は当初ついていけなかったが、

地道な努力で成績はクラスでも良いほう

だと思います

Bさん

留学の条件がGPA2.8なので、それを

超えるのを目標にしてテスト対策など

もしながら、目標は達成できました

GPA3.3は、平均GPA2.6より0.7高いので

おそらく上位10％以内に入っている

すべての英語の授業はSが上位30％以下だが、

5つともS評価なのでおそらく、クラスでも

10％以内の英語レベルになったと思われる



発見できる
Cさん

単位は落としたくなかったので、

取得が厳しい授業はテスト対策等は

ちゃんとしたと思います

大学ではクラブに力を入れて、

学業には力を入れなかった方だと思います

本人は知らないけどGPA2.9は平均GPA2.4

より結構良いので、頑張っていないなら

地頭がいいのかも…。

厳しい授業に限って（＊）評価が高いので、

テスト対策をすれば上位30％以下に入る

ような能力がある。

また最低評価も多いけど、それ以上に最高

評価が多いのは力を入れるとの抜く時の

メリハリがある。



履修データ面接の様子をご覧ください

参考動画①



ガクチカ面接の様子をご覧ください

参考動画②



履修データをフィードバックに活用する
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「レベルが分かる」事例でのフィードバック

帰国子女ばかりのクラスだったので、

語学の授業は当初ついていけなかったが、

地道な努力で成績はクラスでも良いほう

だと思います

Bさん

留学の条件がGPA2.8なので、それを

超えるのを目標にしてテスト対策など

もしながら、目標は達成できました

実はどの授業の、S評価は多くても上位30%し
かいない授業ですよ！帰国子女ばかりの中で、
この評価を取れたの努力を持続できる力がある。
その努力の持続力は自信をもったらいいよ

実は平均は2.6なので、3.3は学部でも

上位5～10%以内ですよ！すごいよね！



「レベルが分かる」事例でのフィードバック

帰国子女ばかりのクラスだったので、

語学の授業は当初ついていけなかったが、

地道な努力で成績はクラスでも良いほう

だと思います

Bさん

留学の条件がGPA2.8なので、それを

超えるのを目標にしてテスト対策など

もしながら、目標は達成できました

実はどの授業の、S評価は多くても上位30%し
かいない授業ですよ！帰国子女ばかりの中で、
この評価を取れたの努力を持続できる力がある。
その努力の持続力は自信をもったらいいよ

実は平均は2.6なので、3.3は学部でも

上位5～10%以内ですよ！すごいよね！

客観的に事実から
認めることが効果的



「発見できる」事例でのフィードバック
Cさん

単位は落としたくなかったので、

取得が厳しい授業はテスト対策等は

ちゃんとしたと思います

大学ではクラブに力を入れて、

学業には力を入れなかった方だと思います

実は平均と比較する、学部で上位10%くらい
だよ！力入れていないとしたら「地頭が

いいか」「大学生活の密度が高い」のかもね

力を入れるところと、抜くところの緩急のつけ
方がうまいのは仕事に活きるし、S評価をとっ
てる授業はどれも評価の厳しい授業で、上位
30％以下しかSはとれない授業なので、やれば
学業でも他の人よりも成果を出せるんだろうね



「発見できる」事例でのフィードバック
Cさん

単位は落としたくなかったので、

取得が厳しい授業はテスト対策等は

ちゃんとしたと思います

大学ではクラブに力を入れて、

学業には力を入れなかった方だと思います

実は平均と比較する、学部で上位10%くらい
だよ！力入れていないとしたら「地頭が

いいか」「大学生活の密度が高い」のかもね

力を入れるところと、抜くところの緩急のつけ
方がうまいのは仕事に活きるし、S評価をとっ
てる授業はどれも評価の厳しい授業で、上位
30％以下しかSはとれない授業なので、やれば
学業でも他の人よりも成果を出せるんだろうね

気づいていない長所を
認めることが効果的



面接官への説明サポートツール

面接官用の動画

http://dscenter.co.jp/movie/howtouse_interview.mp4

http://dscenter.co.jp/movie/howtouse_interview.mp4


履修履歴データベースの紹介
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履修履歴データベースとは
05 履歴履歴データベースの紹介

人 事担当 に手間をかけず

学 生 にも手間をかけず

安 価 で利用できる



履修履歴データベースの仕組み
05 履歴履歴データベースの紹介

①履修履歴の登録・データ送信を依頼

③履修履歴の閲覧・データのDL ②履修履歴の登録

履修履歴データベース
A社

専用ページ

B社
専用ページ

C社
専用ページ

a君
専用ページ

b君
専用ページ

c君
専用ページ

データ送信

学生a君

学生bさん

学生c君

収集結果を一覧で管理し、様々に活用

PDF帳票
出力

科目で
検索

CSVデータ
出力

A社

B社

C社

規則科目名リスト又はフリーワードで検索

主要採用支援システムは自動連係可能！
採用マイページから依頼・取得できます



履修履歴データベースの仕組み
05 履歴履歴データベースの紹介

①履修履歴の登録・データ送信を依頼

③履修履歴の閲覧・データのDL ②履修履歴の登録

履修履歴データベース
A社

専用ページ

B社
専用ページ

C社
専用ページ

a君
専用ページ

b君
専用ページ

c君
専用ページ

データ送信

学生a君

学生bさん

学生c君

収集結果を一覧で管理し、様々に活用

PDF帳票
出力

科目で
検索

CSVデータ
出力

A社

B社

C社

規則科目名リスト又はフリーワードで検索

主要採用支援システムは自動連係可能！
採用マイページから依頼・取得できます

設定等は不要

申し込みから2～3日で利用可能



送信履歴
から

閲覧・印刷
可能

学生側 利用の流れ
05 履歴履歴データベースの紹介

履修履歴の
登録

①学校・学部・学科、
成績評価方式登録

②科目・成績登録

④送信者情報１、２
を入力して送信

企業への送信、
帳票の印刷

③企業コード
（送信の宛先）を入力

※登録作業は
15～30分ほどで完了！



送信履歴
から

閲覧・印刷
可能

学生側 利用の流れ
05 履歴履歴データベースの紹介

履修履歴の
登録

①学校・学部・学科、
成績評価方式登録

②科目・成績登録

④送信者情報１、２
を入力して送信

企業への送信、
帳票の印刷

③企業コード
（送信の宛先）を入力

※登録作業は
15～30分ほどで完了！

企業も学生も利用が簡単！

常駐のサポートセンターで
電話での問い合わせにも対応します



面接時 学生への案内例
05 履歴履歴データベースの紹介

応募者の皆様には面接時に履修履歴表を
お手元にご用意頂くようお願いしております。

『履修履歴データベース』の送信履歴画面からDLして、
画面上に表示するか、プリントアウトして、
面接時に見られるようにしておいてください。

ＰＤＦダウンロード方法は、履修データセンターのHP内に案内があります。
㈱履修データセンターHP 学生向けご利用ガイド「履修履歴表の印刷」
（http://dscenter.co.jp/student/student6.html）をご参照ください。

ご不明な点は、㈱履修データセンター 学生サポート窓口（TEL:03-6277-2774
student@dscenter.co.jp）へ直接ご連絡ください。



履修履歴データベースの料金
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履修履歴データベース2022・2023年版 ご利用料金表

区分 データ数（送信人数） 料金（税別）

1 0～50人 30,000円

２ 51～200人 60,000円

３ 201～500人 100,000円

４ 501～1000人 130,000円

5 1,001～2,000人 160,000円

6 2,001～5,000人 200,000円

7 5,001～20,000人 290,000円

8 20,000人 ～ 390,000円



ご視聴ありがとうございました

株式会社マイナビ
事業推進統括事業部 promotion@mynavi.jp

〒100-0003 東京都千代⽥区⼀ツ橋1-1-1 パレスサイドビル6F

TEL.03-6267-4577

本ドキュメントの著作権は、株式会社マイナビ事業推進統括事業部就職情報販促⽀援部に帰属します。

著作権者の許可なく無断でコピー・複製および無断転⽤を⾏うことを固く禁じます。


