
あいおいニッセイ同和損害保険①、イオンクレジットサービス③、ＳＭＢ
Ｃ日興証券③、関西アーバン銀行④、紀陽銀行①、京都銀行②、近
畿大阪銀行②、静岡銀行、シティバンク銀行②、住友生命保険、損
害保険ジャパン日本興亜②、大和証券②、東京海上日動火災保険
②、日本生命保険⑦、野村證券③、みずほ証券②、みずほフィナン
シャルグループ②、三井住友銀行②、三菱東京UFJ銀行⑤、みなと
銀行②、明治安田生命保険④、りそなホールディングス③ など

2014年度卒業生就職状況

2010年度～2013年度卒業生の主な就職先（4年分）
○内の数字は過去4年間の内定人数合計、○が無い企業は1名

2014年度卒業生業種別就職状況

33 34

IHI、アイリスオーヤマ、アサヒビール、アシックス④、江崎グリコ、NTN③、
大塚製薬、オムロン②、川崎重工業、関西ペイント、キッコーマン、キヤノ
ン、京セラ②、クラレ、神戸製鋼所②、コニカミノルタ、コマツ、シスメックス、
シャープ③、スズキ③、住友ベークライト②、セイコーホールディングス、ダ
イキン工業、大正製薬、ダイソン、ダンロップスポーツ、トヨタ自動車、ニプロ
⑦、日本イーライリリー、日本水産、日本精工②、日本電産⑥、ネスレ日本、
パナソニック③、バンドー化学②、ピジョン②、久光製薬②、日立製作所、
ファイザー、富士通、富士通テン②、本田技研工業、マキタ③、ミズノ、三
菱自動車工業、三菱重工業②、村田製作所、ヤマハ、ローム、ロッテ など

伊藤忠紙パルプ、稲畑産業②、岩谷産業②、花王カスタマーマーケ
ティング、加藤産業、興和②、シークス、JFE商事③、シャルレ、神鋼商
事②、住商鉄鋼販売②、千趣会④、双日④、大丸松坂屋百貨店、髙
島屋①、蝶理②、帝人フロンティア③、豊田通商、トラスコ中山④、日
伝②、ニッセン②、日鉄住金物産、阪急阪神百貨店、阪和興業③、
三菱商事②、三菱電機トレーディング②、山善③、ユアサ商事 など

アイベックスエアラインズ②、ANA成田エアポートサービス、ANAウイング
ス②、ANA大阪空港②、エミレーツ航空、上組④、関西エアポートエー
ジェンシー④、近鉄エクスプレス⑤、Kスカイ⑦、鴻池運輸③、山九③、
JALスカイ③、神鋼物流①、住商グローバル・ロジスティクス、センコー②、
積水ハウス、全日本空輸（ANA）⑫、大和ハウス工業③、竹中工務店、
西日本鉄道国際物流事業本部⑫、西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）、日新
④、日本通運⑤、阪急阪神エクスプレス⑥、東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）
②、日立物流パンテックフォワーディング、フィリピン航空、北海道国際航
空、三井倉庫⑤、三菱化学物流、三菱倉庫、郵船ロジスティクス⑦ など

イーオン②、インターコンチネンタルホテル大阪、インテリジェンス、エイ
チ・アイ・エス③、近鉄・都ホテルズ②、神戸ベイシェラトンホテル&タ
ワーズ、神戸ポートピアホテル⑤、JTB関西③、JTB西日本④、ザ・リッ
ツカールトン大阪、テイクアンドギヴ・ニーズ、帝国ホテル②、ハイアット
リージェンシー大阪、阪急交通社③、星野リゾート⑤、ホリプロ、三菱
電機ビルテクノサービス②、リゾートトラスト④、ロイヤルホテル など

大阪高等裁判所、大阪税関、大阪入国管理局、神戸税関、名古
屋税関、外務省専門職員、航空管制官②、大分県庁、東京都庁、
京都府庁、広島県庁、和歌山県庁、佐賀県庁、東京特別区（足立
区）、大阪市役所②、京都市役所、茨木市役所、神戸市役所②、
堺市役所、明石市役所、姫路市役所③、熊本市役所②、兵庫県
警察本部、大阪府教育委員会（教員）③、奈良県教育委員会（教
員）②、兵庫県教育委員会（教員）㉖、神戸市教育委員会（教員）
⑭、岡山県教育委員会（教員）、京都大学、名古屋大学、三重大
学、神戸市外国語大学② など

アクセンチュア、SCSK、兼松エレクトロニクス、関電システムソリュー
ションズ、神戸新聞事業社、コベルコシステム、さくらケーシーエス、集
英社、新興出版社啓林館、ゼンリン②、双日システムズ、ソフトバンク、
大日本印刷、テレビ長崎、東芝ソリューション、トーハン、日本放送協
会、日本アイ・ビー・エム、日立ソリューションズ、富士通ソフトウェアテク
ノロジー、マイナビ、USEN、読売新聞大阪本社 など

学　科 就　職
希望者 就職者数 就職者の内訳 就職率

（％）民間 公務員 教員

英 米 学 科

ロシア学科

中 国 学 科

イスパニア学科

国際関係学科

第2部英米学科

合 計

134

33

50

34

67

58

376

134

33

50

34

65

54

370

118

31

42

33

61

48

333

6

2

7

0

4

3

22

10

0

1

1

0

3

15

100.0

100.0

100.0

100.0

97.0

93.1

98.4

メーカー
104人（28.1％）

建設・運輸・倉庫
56人（15.1％）

貿易・商事
52人（14.1％）

旅行・サービス
48人（13.0％）

金融・保険・証券
28人（7.6％）

教員15人（4.0％）

公務員22人（5.9％）

情報通信17人（4.6％）

報道・出版10人（2.7％）
その他18人（4.9％）

メーカー

金融・保険・
証券

建設・運輸・
倉庫

報道・出版・
情報・通信

旅行・サービス

公務員・教員・
その他

紙の原料となる木材チップの日本向け輸入
業務、三国間向けのトレード業務を行って
います。ベトナム、オーストラリア、日本、中国
などの国を担当しています。連結子会社で
あるベトナムの会社の決算管理業務、製紙
に関連する機械の受発注や輸出の手配
なども行っています。 
所属している部署に縛られることなく、本部を
横断するようなビジネスを将来的に実現し
ていきたいと思っています。

出社
会社の勤務開始時刻は9：15ですが、その前に
その日すべきことを準備/整理

メール＆当日のスケジュール整理
朝にTODOリストを整理しても、いろんなアクシ
デント・イベントが発生し、思い通りにいかない
日もあるんですが、、、

午後の客先面談に使用する資料の作成
客先に提出する資料の内容・質が、当社の
真剣度合を先方に伝えることになるので、内
容は勿論、記号やフォントの統一など、細部に
もこだわります。

部内コーポレート部門と面談
営業現場の状況・課題を的確に伝え、必要な
サポートを乞います。

ランチ
同僚と、ランチを食べながら結婚式二次会余
興の練習に励む！

取引先との面談、販売交渉
当社案件・商品の売り込み！そして、次の商売
のチャンスも狙います。

上記面談内容を国内・海外関係者に共有

取引先と会食
お互い昼間の面談上では言いにくいこともある
んです。

上記面談内容を国内・海外関係者と共有
上記面談を踏まえ、誰が何をいつまでにやる、
という今後のアクションを関係者と共有します。

起床
起きる時間は毎日バラバラ。寝坊をしないように
自己管理が重要です。

伊丹空港へ出社
制服に着替え、パソコンでその日に自分が乗務
する便の情報を確認します。

CAブリーフィング
身だしなみの確認、保安やサービスに関わる
打ち合わせ、役割分担などをします。

SHIPへ
フライトに必要な物品がそろっているか確認し、
サービスの準備を整えます。その後、機長と天気
や揺れに関する運行状況の打ち合わせを
行います。

羽田空港到着
お客様を安全に快適に目的地にお届けするのが
わたしたちの仕事です。
伊丹→羽田→沖縄→福岡
この日は３便乗務後、福岡ステイです。

仕事終了
勤務終了後、ホテルにて解散。その後は自由
時間です。観光に行くもよし、おいしいご飯を
食べるもよし。リフレッシュをして翌日に備えます。
食いしん坊なわたしたちはみんなでモツ鍋を
食べに行きました。

乗務中
いよいよサービスの開始です。この日はお天気
がよく、富士山がきれいに見えました。

貿易・商事

イーオン、イーピーエス、エイチ・アイ・エス②、近鉄・都ホテルズ②、京
阪アーバンシステムズ、ザパークフロントホテルアットユニバーサル・ス
タジオ・ジャパン、JTB西日本②、シャングリ・ラホテル東京、ニッコウト
ラベル、日本旅行、阪急交通社②、プリンスホテル、星野リゾート、名
鉄観光サービス、楽天、リゾートトラスト など

大阪国税局、高松国税局、神戸税関、近畿地方整備局、大阪法
務局、大阪府庁、沖縄県庁、福岡県庁、神戸市役所⑤、堺市役
所、姫路市役所、岐阜県教育委員会（教員）、京都府教育委員会

（教員）、兵庫県教育委員会（教員）、神戸市教育委員会（教員）
②、外務省在外公館派遣員（ウクライナ）、大阪大学、京都大学、日
本原子力研究開発機構、日本鉄鋼連盟 など

アクセンチュア、朝日広告社、インテリジェンス②、関電システムソ
リューションズ、廣済堂、時事通信社、スクウェア・エニックス、鈴与シ
ンワート、ソネット、デル、電通沖縄、日本放送協会（NHK）新潟放送
局、日本アイ・ビー・エム、日本アイ・ビー・エム・サービス、博報堂DYイン
ターソリューションズ など

報道・出版・
情報・通信

旅行・サービス

公務員・教員・
その他

IHI、アシックス、オリンパス、関西ペイント、京セラ、国際石油開発帝
石、コマツ、ジェイテクト、塩野義製薬、シスメックス②、島津製作所、
シャープ、スズキ、住友ゴム工業、象印マホービン、太平洋セメント、
宝酒造、テルモ、東芝、東洋ゴム工業②、トヨタ紡織、日本精工、ノー
リツ②、パナソニック②、久光製薬、日立オートモーティブシステムズ、
ブリヂストン、マルハニチロ、ヤンマー など

あいおいニッセイ同和損害保険、SMBC日興証券、SBJ銀行、大垣
共立銀行、大阪信用金庫、紀陽銀行、中国銀行、日本生命保険
②、播州信用金庫、福井銀行、みずほフィナンシャルグループ③、三
井住友海上火災保険、三井住友銀行③、三井住友ファイナンス&
リース、三菱東京UFJ銀行②、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモル
ガン・スタンレー証券、ゆうちょ銀行、りそなホールディングス③ など

ANA大阪空港、ANA関西空港、上組④、キューソー流通システ
ム、近鉄エクスプレス③、山九④、JALスカイ、新関西国際空港、西
濃運輸、全日本空輸（ANA）、戸田建設、西日本鉄道国際物流事
業本部④、日新、日本通運、日本郵船、日本航空（JAL）③、阪急阪
神エクスプレス②、広島空港ビルディング、三井倉庫、郵船ロジス
ティクス など

伊藤忠ケミカルフロンティア、岩谷産業、大塚商会、オートバックスセ
ブン、岡谷鋼機②、兼松KGK、興和、シークス、神栄、千趣会、瀧定
名古屋、ツカモトグループ、豊通ケミプラス、日鉄住金物産②、ニトリ
②、野村貿易、阪和興業、日立建機日本、LIXILビバ など

メーカー

貿易・商事

金融・保険・
証券

建設・運輸・
倉庫

●

●

●

●

●

2014年度卒業生主な就職先（2015年3月卒業生）
○内の数字は過去4年間の内定人数合計、○が無い企業は1名

企業で活躍する先輩を紹介 Messages from Alumini

08:00

8:00-
8:30

8:30-
9:15

9:30-
10:30

10:30-
11:45

12:00-
13:00

14:00-
15:30

16:30-
17:00

18:00

05:00

06:20

07:00

07:15

07:40

09:15

16:30

一番右

2010年度国際関係学科卒業
双日株式会社

大学時代の4年間、勉強、留学、部活、恋
愛、アルバイト、すべては選択の連続でした。
過去の小さな選択ひとつひとつの集積が
今のわたしです。
みなさんはどのような未来を描きますか？これ
からどのような選択をされますか？誰かに
決められた道を歩くのではなく、迷いながらも
自分自身で多くの選択をし、自分だけの道を
歩んでほしいと思います。大学生活を楽しん
でくださいね。

2008年度イスパニア学科卒業
全日本空輸株式会社（ANA） 
客室乗務員

就職後のある日のスケジュール

ある日のフライトスケジュール

あいおいニッセイ同和損害保険①、イオンクレジットサービス③、ＳＭＢ
Ｃ日興証券③、関西アーバン銀行④、紀陽銀行①、京都銀行②、近
畿大阪銀行②、静岡銀行、シティバンク銀行②、住友生命保険、損
害保険ジャパン日本興亜②、大和証券②、東京海上日動火災保険
②、日本生命保険⑦、野村證券③、みずほ証券②、みずほフィナン
シャルグループ②、三井住友銀行②、三菱東京UFJ銀行⑤、みなと
銀行②、明治安田生命保険④、りそなホールディングス③ など

2014年度卒業生就職状況

2010年度～2013年度卒業生の主な就職先（4年分）
○内の数字は過去4年間の内定人数合計、○が無い企業は1名

2014年度卒業生業種別就職状況

33 34

IHI、アイリスオーヤマ、アサヒビール、アシックス④、江崎グリコ、NTN③、
大塚製薬、オムロン②、川崎重工業、関西ペイント、キッコーマン、キヤノ
ン、京セラ②、クラレ、神戸製鋼所②、コニカミノルタ、コマツ、シスメックス、
シャープ③、スズキ③、住友ベークライト②、セイコーホールディングス、ダ
イキン工業、大正製薬、ダイソン、ダンロップスポーツ、トヨタ自動車、ニプロ
⑦、日本イーライリリー、日本水産、日本精工②、日本電産⑥、ネスレ日本、
パナソニック③、バンドー化学②、ピジョン②、久光製薬②、日立製作所、
ファイザー、富士通、富士通テン②、本田技研工業、マキタ③、ミズノ、三
菱自動車工業、三菱重工業②、村田製作所、ヤマハ、ローム、ロッテ など

伊藤忠紙パルプ、稲畑産業②、岩谷産業②、花王カスタマーマーケ
ティング、加藤産業、興和②、シークス、JFE商事③、シャルレ、神鋼商
事②、住商鉄鋼販売②、千趣会④、双日④、大丸松坂屋百貨店、髙
島屋①、蝶理②、帝人フロンティア③、豊田通商、トラスコ中山④、日
伝②、ニッセン②、日鉄住金物産、阪急阪神百貨店、阪和興業③、
三菱商事②、三菱電機トレーディング②、山善③、ユアサ商事 など

アイベックスエアラインズ②、ANA成田エアポートサービス、ANAウイング
ス②、ANA大阪空港②、エミレーツ航空、上組④、関西エアポートエー
ジェンシー④、近鉄エクスプレス⑤、Kスカイ⑦、鴻池運輸③、山九③、
JALスカイ③、神鋼物流①、住商グローバル・ロジスティクス、センコー②、
積水ハウス、全日本空輸（ANA）⑫、大和ハウス工業③、竹中工務店、
西日本鉄道国際物流事業本部⑫、西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）、日新
④、日本通運⑤、阪急阪神エクスプレス⑥、東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）
②、日立物流パンテックフォワーディング、フィリピン航空、北海道国際航
空、三井倉庫⑤、三菱化学物流、三菱倉庫、郵船ロジスティクス⑦ など

イーオン②、インターコンチネンタルホテル大阪、インテリジェンス、エイ
チ・アイ・エス③、近鉄・都ホテルズ②、神戸ベイシェラトンホテル&タ
ワーズ、神戸ポートピアホテル⑤、JTB関西③、JTB西日本④、ザ・リッ
ツカールトン大阪、テイクアンドギヴ・ニーズ、帝国ホテル②、ハイアット
リージェンシー大阪、阪急交通社③、星野リゾート⑤、ホリプロ、三菱
電機ビルテクノサービス②、リゾートトラスト④、ロイヤルホテル など

大阪高等裁判所、大阪税関、大阪入国管理局、神戸税関、名古
屋税関、外務省専門職員、航空管制官②、大分県庁、東京都庁、
京都府庁、広島県庁、和歌山県庁、佐賀県庁、東京特別区（足立
区）、大阪市役所②、京都市役所、茨木市役所、神戸市役所②、
堺市役所、明石市役所、姫路市役所③、熊本市役所②、兵庫県
警察本部、大阪府教育委員会（教員）③、奈良県教育委員会（教
員）②、兵庫県教育委員会（教員）㉖、神戸市教育委員会（教員）
⑭、岡山県教育委員会（教員）、京都大学、名古屋大学、三重大
学、神戸市外国語大学② など

アクセンチュア、SCSK、兼松エレクトロニクス、関電システムソリュー
ションズ、神戸新聞事業社、コベルコシステム、さくらケーシーエス、集
英社、新興出版社啓林館、ゼンリン②、双日システムズ、ソフトバンク、
大日本印刷、テレビ長崎、東芝ソリューション、トーハン、日本放送協
会、日本アイ・ビー・エム、日立ソリューションズ、富士通ソフトウェアテク
ノロジー、マイナビ、USEN、読売新聞大阪本社 など

学　科 就　職
希望者 就職者数 就職者の内訳 就職率

（％）民間 公務員 教員

英 米 学 科

ロシア学科

中 国 学 科

イスパニア学科

国際関係学科

第2部英米学科

合 計

134

33

50

34

67

58

376

134

33

50

34

65

54

370

118

31

42

33

61

48

333

6

2

7

0

4

3

22

10

0

1

1

0

3

15

100.0

100.0

100.0

100.0

97.0

93.1

98.4

メーカー
104人（28.1％）

建設・運輸・倉庫
56人（15.1％）

貿易・商事
52人（14.1％）

旅行・サービス
48人（13.0％）

金融・保険・証券
28人（7.6％）

教員15人（4.0％）

公務員22人（5.9％）

情報通信17人（4.6％）

報道・出版10人（2.7％）
その他18人（4.9％）

メーカー

金融・保険・
証券

建設・運輸・
倉庫

報道・出版・
情報・通信

旅行・サービス

公務員・教員・
その他

紙の原料となる木材チップの日本向け輸入
業務、三国間向けのトレード業務を行って
います。ベトナム、オーストラリア、日本、中国
などの国を担当しています。連結子会社で
あるベトナムの会社の決算管理業務、製紙
に関連する機械の受発注や輸出の手配
なども行っています。 
所属している部署に縛られることなく、本部を
横断するようなビジネスを将来的に実現し
ていきたいと思っています。

出社
会社の勤務開始時刻は9：15ですが、その前に
その日すべきことを準備/整理

メール＆当日のスケジュール整理
朝にTODOリストを整理しても、いろんなアクシ
デント・イベントが発生し、思い通りにいかない
日もあるんですが、、、

午後の客先面談に使用する資料の作成
客先に提出する資料の内容・質が、当社の
真剣度合を先方に伝えることになるので、内
容は勿論、記号やフォントの統一など、細部に
もこだわります。

部内コーポレート部門と面談
営業現場の状況・課題を的確に伝え、必要な
サポートを乞います。

ランチ
同僚と、ランチを食べながら結婚式二次会余
興の練習に励む！

取引先との面談、販売交渉
当社案件・商品の売り込み！そして、次の商売
のチャンスも狙います。

上記面談内容を国内・海外関係者に共有

取引先と会食
お互い昼間の面談上では言いにくいこともある
んです。

上記面談内容を国内・海外関係者と共有
上記面談を踏まえ、誰が何をいつまでにやる、
という今後のアクションを関係者と共有します。

起床
起きる時間は毎日バラバラ。寝坊をしないように
自己管理が重要です。

伊丹空港へ出社
制服に着替え、パソコンでその日に自分が乗務
する便の情報を確認します。

CAブリーフィング
身だしなみの確認、保安やサービスに関わる
打ち合わせ、役割分担などをします。

SHIPへ
フライトに必要な物品がそろっているか確認し、
サービスの準備を整えます。その後、機長と天気
や揺れに関する運行状況の打ち合わせを
行います。

羽田空港到着
お客様を安全に快適に目的地にお届けするのが
わたしたちの仕事です。
伊丹→羽田→沖縄→福岡
この日は３便乗務後、福岡ステイです。

仕事終了
勤務終了後、ホテルにて解散。その後は自由
時間です。観光に行くもよし、おいしいご飯を
食べるもよし。リフレッシュをして翌日に備えます。
食いしん坊なわたしたちはみんなでモツ鍋を
食べに行きました。

乗務中
いよいよサービスの開始です。この日はお天気
がよく、富士山がきれいに見えました。

貿易・商事

イーオン、イーピーエス、エイチ・アイ・エス②、近鉄・都ホテルズ②、京
阪アーバンシステムズ、ザパークフロントホテルアットユニバーサル・ス
タジオ・ジャパン、JTB西日本②、シャングリ・ラホテル東京、ニッコウト
ラベル、日本旅行、阪急交通社②、プリンスホテル、星野リゾート、名
鉄観光サービス、楽天、リゾートトラスト など

大阪国税局、高松国税局、神戸税関、近畿地方整備局、大阪法
務局、大阪府庁、沖縄県庁、福岡県庁、神戸市役所⑤、堺市役
所、姫路市役所、岐阜県教育委員会（教員）、京都府教育委員会

（教員）、兵庫県教育委員会（教員）、神戸市教育委員会（教員）
②、外務省在外公館派遣員（ウクライナ）、大阪大学、京都大学、日
本原子力研究開発機構、日本鉄鋼連盟 など

アクセンチュア、朝日広告社、インテリジェンス②、関電システムソ
リューションズ、廣済堂、時事通信社、スクウェア・エニックス、鈴与シ
ンワート、ソネット、デル、電通沖縄、日本放送協会（NHK）新潟放送
局、日本アイ・ビー・エム、日本アイ・ビー・エム・サービス、博報堂DYイン
ターソリューションズ など

報道・出版・
情報・通信

旅行・サービス

公務員・教員・
その他

IHI、アシックス、オリンパス、関西ペイント、京セラ、国際石油開発帝
石、コマツ、ジェイテクト、塩野義製薬、シスメックス②、島津製作所、
シャープ、スズキ、住友ゴム工業、象印マホービン、太平洋セメント、
宝酒造、テルモ、東芝、東洋ゴム工業②、トヨタ紡織、日本精工、ノー
リツ②、パナソニック②、久光製薬、日立オートモーティブシステムズ、
ブリヂストン、マルハニチロ、ヤンマー など

あいおいニッセイ同和損害保険、SMBC日興証券、SBJ銀行、大垣
共立銀行、大阪信用金庫、紀陽銀行、中国銀行、日本生命保険
②、播州信用金庫、福井銀行、みずほフィナンシャルグループ③、三
井住友海上火災保険、三井住友銀行③、三井住友ファイナンス&
リース、三菱東京UFJ銀行②、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモル
ガン・スタンレー証券、ゆうちょ銀行、りそなホールディングス③ など

ANA大阪空港、ANA関西空港、上組④、キューソー流通システ
ム、近鉄エクスプレス③、山九④、JALスカイ、新関西国際空港、西
濃運輸、全日本空輸（ANA）、戸田建設、西日本鉄道国際物流事
業本部④、日新、日本通運、日本郵船、日本航空（JAL）③、阪急阪
神エクスプレス②、広島空港ビルディング、三井倉庫、郵船ロジス
ティクス など

伊藤忠ケミカルフロンティア、岩谷産業、大塚商会、オートバックスセ
ブン、岡谷鋼機②、兼松KGK、興和、シークス、神栄、千趣会、瀧定
名古屋、ツカモトグループ、豊通ケミプラス、日鉄住金物産②、ニトリ
②、野村貿易、阪和興業、日立建機日本、LIXILビバ など

メーカー

貿易・商事

金融・保険・
証券

建設・運輸・
倉庫

●

●

●

●

●

2014年度卒業生主な就職先（2015年3月卒業生）
○内の数字は過去4年間の内定人数合計、○が無い企業は1名

企業で活躍する先輩を紹介 Messages from Alumini

08:00

8:00-
8:30

8:30-
9:15

9:30-
10:30

10:30-
11:45

12:00-
13:00

14:00-
15:30

16:30-
17:00

18:00

05:00

06:20

07:00

07:15

07:40

09:15

16:30

一番右

2010年度国際関係学科卒業
双日株式会社

大学時代の4年間、勉強、留学、部活、恋
愛、アルバイト、すべては選択の連続でした。
過去の小さな選択ひとつひとつの集積が
今のわたしです。
みなさんはどのような未来を描きますか？これ
からどのような選択をされますか？誰かに
決められた道を歩くのではなく、迷いながらも
自分自身で多くの選択をし、自分だけの道を
歩んでほしいと思います。大学生活を楽しん
でくださいね。

2008年度イスパニア学科卒業
全日本空輸株式会社（ANA） 
客室乗務員

就職後のある日のスケジュール

ある日のフライトスケジュール


