
No.43
就活応援号 2013年12月・2014年1月

神戸市外国語大学

就活応援号！

広報サポ
ーター企

画！

そうだそうだそうだ！
活しよう活しよう活しよう

！！
Positive job hunting!

4年生が就活生を応援します！

2015 年度採用の就職活動がスタートしました。就活生は、不安や疑問など、さまざまな悩みを抱えていると思います。
4年生が、就活を頑張る後輩たちへのエールとして、アンケート形式で就活生の悩みについて答えてくれました。
さぁ、ポジティブな就活、「ポジ活」をしましょう！

具体的に就活って何を
すればいいんだろう？
そんな疑問は次のペー
ジで解決 ! しっかり備え
てポジ活しよう !!

就職活動の基礎編については、昨年のGAIDAI 
NEWS37号を読んでね！
大学ホームページからも見ることができるよ！

★顔がよく見えるようにしましょう。髪が長
い人は、黒ゴムなどで横髪も残さず後ろで
束ねましょう。
★メイクは、薄めのナチュラルメイクが印象
が良いので、友だちなどにチェックしても
らいましょう。また、普段メイクをしない
人は、メイクすることを心掛けましょう。
メイクはマナーのひとつですよ。

プリントTシャツやカラーTシャツの上にYシャツや
ブラウスを着るのはNG。

★ストッキングは肌色で黒はNG。 ★スーツには、黒い靴下で。
　白い靴下はNG。

足元は結構見られているので特に気を付けましょう！
※靴は１～２週間に１度は（靴墨を入れて）磨くように !

足元

上着
髪の色は黒が無難。
ヘア、メイク

★ネクタイはシャツと合わせて。
　派手すぎないものをチョイス
　しましょう！

★耳にかかる程度まで切るように
　しましょう。爽やかなイメージに !

これが、理想の就活ファッション！

アンケート回答数：就活生　99人／ 4年生　112人

■エントリー数 ■長所・短所の見つけ方 ■就活にかかった費用

■エントリーシート提出数 ■自分に合う企業をどのように
　みつけましたか

■就職活動は体力・
　気力勝負だと思いますか　
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平均エントリー数は65社でしたが、人
によってばらばら！50社ほどにエン
トリーした人が最多の17名でした。
なかには、300社という人も！

平均は23枚でした。
エントリーした企業の中から厳
選したところに、エントリーシー
トを提出しているんですね！

＜体力・気力両方必要＞
★体調管理をしっかりと。後は気合いです。
＜気力派＞
★体力も重要ですが、何よりも気持ちが大切
だと思います。
＜体力派＞ ★健康第一
＜その他＞
★体力はあるほうがよいに決まっています
が、それよりスケジュール管理、体力管理が
きちんとできることが大切だと思います。
★「全て」ではありませんが、大きなポイント
だと思います。落ちたときに「立ち直る力」は
必ずいると思います。

その他意見
★外大の先輩のアンケート冊子
★友人との情報交換
★就活情報誌
★OB･OGからの情報

その他意見
★ネットで性格診断テストを利用する。
★面接など就活を通じて自分の長所
や短所を見つけた。
★本やセミナーを活用。
★とにかく書きだす！

先輩の節約術を伝授！
★回数券のまとめ買い！
金券ショップよりも安くなります。
★むやみやたらと説明会に行かないこと。
★梅田から淀屋橋間（約1.3km）など短い
距離は歩く。
★おにぎりとタンブラーを持ち歩く。
★学割を利用する。
★なるべく同じ日に説明会を予約する。

どうやってすすめて
いったらいいんだろう ??

かわいい後輩たちの不安を
私たち４年生が解決するよ!

自己分析 !?
面接対策 !?
就活費用 !?

合同説明会行ってくるね！

みんな動きはじ
めてるんだ！

もう就活も本格的に始
まってしまったなあ…
セミナーには参加しはじ
めたけど、いろいろ不安
だなあ…



「自己PR」や「学生時代に頑張ったこと」はESの定番！書き始める前に、
まずはじっくり自己分析をしよう。それが内定への近道！

よくばって書くのではなく、項目をしぼり、読みやすくなるよう丁寧に書くことも大切。

就活を終えたばかりだからこそ、就活生の気持ちがわかります。焦らなくても大丈夫！
じっくり自己分析をして、エントリーシートに反映させよう！

こうやって自己分析しました！
★思いつくままに書き出し、エピソードを探していきました。
★�自分が所属してきた部活やサークルでの役割を振り返り、
そこでどのような行動を取ったかを見つめました。
★自分の好きなもの、嫌いなものを挙げていった。
★自分の一番の特徴を書いた。長所と短所は矛盾しないように。
★自分の経験をたどって考えました。
★昔の通知表などを見た。
★アルバイトでの仕事への態度、日常生活での反省点など。
★友人との会話・家族・目上の人に指摘されて。
★�周りの友人と比較してみて、自分は友人よりどんな所が得
意か不得意か探してみた。
★�昔の知人・友人（中高など）と今の友人・知人（大学・バ
イト）両方に聞き、比較した。
★自分史を作って振り返った。

先輩が書いた ESを公開！

先輩からのアドバイスⅠ

まずはエントリーシート（ES）!

当たり前のことでも、
一度、考えてみよう！

なぜ、自己分析を
おこなうのか？

悔しかったこと・
不満だったことは？

好きなこと、楽し
かったことは？

他人から見た、
自分の長所と
短所は？

自分から見た
自分の長所と
短所は？

自分のウリは
何なのか？

これまで頑張って
きたことを3つ
書き出す

そのことについて、
なぜ、力を注いだのか？

そのことについて、
何を目指し、どのように
挑戦したのか？

そのことで何を
実現し、どのように
なったか？

なぜ就職
するのか？

過去をしっかり振り
返ってみよう！

自分PRポイントが、
見えてきたね！

自己分析をしっかり行えば、
ESだって面接だって怖くない！

ゴールゴール
GOALGOAL

START
スタート

JIKOBUNSEKI＝ワタシニプラス♪行動にはすべて、理由があるはず！
見つけだして自己ＰＲにつなげよう！



～後輩へ激励のメッセージ～

先輩からのアドバイスⅡ

先輩からのアドバイスⅢ

■集団面接→
面接は一人だけではないので、簡潔かつ丁寧にまとめること
①回答を簡潔にまとめること。
②他の人の意見もよく聞き、周囲に配慮した態度をとる。
③他人の前でも気後れせず、かつ、やわらかくともしっかりした発言を。
■個人面接→じっくり見られているからこそ、以下の点に注意
①会話のキャッチボールを心掛け、質問に適切に答える。
②�話を掘り下げられるのは、詳しく知りたいと思われているから。落
ち着いて回答を !
③前回の面接で答えた内容と矛盾しないように。

冗談で書いたことが、見る人によっては冗談で通じないことがあります。
ノリとか軽い気持ちは関係なく、一度投稿したものは一生消せません。就職だけではなく、結婚などにも影響しかねないということを考え投

稿しましょう。また、友だちの写真をアップする際も十分に気を付けましょう。自分の投稿が友だちの一生を棒に振ることもあります。プライ
バシー設定をする・しないではなく、常に良識ある利用を心がけましょう。
SNSは、怖いことばかりではなく、投稿内容によっては、人事の評価を上げることもできるのです。応募者のブログを読んで採用を決めたと
いうこともあるようです。ツール（facebook/twitter/ ブログ…）をどう使うかはあなた次第。

前髪はのばした方がいいですか？
★�おじきする際に邪魔になるので、おじぎしても手で直さない程度が
良いと思います。
★�清潔なのが大事だと思います。伸ばして流した方がキレイに見える
かもしれません。
★好きにしたらいい。ただ後で落ちた時に前髪のせいにしたくなるかもよ？
★�私は分けていました、７：３で。おじぎしたあと「目にかからない」
を基準にしました。
★�風に負けない前髪はすこしだけ自信や余裕をくれます。

落ち込んだときは…
★「死ぬわけじゃない」と思ったり、友だちと遊んだりしました。
★周りの人に相談したり、就活生同士で少し息抜きをしました。
★お気に入りの音楽を聞いて励まされた。
★古本屋に行き、好きな本を衝動買い。
★いったん、就活から離れて自分の好きなことをした。
★失敗した原因を謙虚に反省して次回にそなえる。
★次のことを考える、くよくよしない。
★�縁がなかったとあきらめ、少しでも興味をもってくれた会社の面接にそなえる。
★終わった後のことを考えて切り替えました。
★腕立て、腹筋、背筋、疲れるまで走る。
★就活生と飲む。
★友達とグチ大会！
★Youtube で「松岡修造」と検索してみる。
★自分にとって何が本当に大切か？をもう一度じっくり考えてみる。
★�自分の進む道はそこではなかったのだと考え、次の機会への準備をしました。
★人と話すことで不安を共有し、ストレス発散しました。
★キャリアサポートセンター、先輩に話をきいてもらいました。
★落ち込むところまで落ち込む。
★今はだめだとわりきって、思い切り気分転換する。
★�とりあえず 20社落ちたら、10月まで就活やめる！と心に決めたら楽になった。
★気にしないこと。死ぬわけじゃないし。

★ �How�to�本などにのっているようなことをそのまま答えるので
はなく、自分の言葉で伝えるのが良いと思います。
★一文は短く、笑顔で。
★�常に笑顔、言葉づかい、自分をよくみせようとしない。
★�商社等での面接では変にまじめぶったり賢い感じを出すよりも、
元気にハキハキと面白い話をして笑いをとった方がよいと思い
ました。受かるように面接をするよりも、自分を知ってもらお
うと面接をする方が、受かりやすいし、落ちた時の後悔も少な
いです。
★表情・姿勢。
★�話したいことを丸暗記するのではなく、キーワードを覚えておく。
★�答える前に必ず「はい」と返事をし、はきはき話すこと。
★なるべく飾らず、普段の自分を見せる。
★ ESとずれたこと言わないこと。
★�要点だけ話して、相手がその続きを聞きたいと思わせるように。

■グループディスカッション→
主導権を握ったり、目立てばいいもんじゃない！
①勉強不足のテーマでは聞き役に徹し、人の意見をさらに膨らます。
②正確かつ迅速な意思疎通が必要。やわらかく適切に議論の流れを修正。
③「全員が仲良く」が大原則。発言出来ない人への心遣いも忘れずに。
④常に笑顔でうなずき、話を聞く。
⑤常に目的は何かということを意識する。

★考えがまとまらないまま話してしまった。
★圧迫面接になったときに屈してしまったこと。
★�ラフな服装で失敗。スーツを着て行く習慣がなかった。
★�雰囲気にのまれて、何を言っているかわからなくなった。
★遅刻。
★ ESの内容と違うことを言ってしまったとき。
★�「手短に答えてください」と言われていたのに長々と喋った。
★丸暗記はだめ。
★男性ばかりの面接で気おくれしてしまった。
★名乗るのを忘れた。
★�必要以上にキャラクターを演じすぎると受からなかった。
★スペイン語で急に質問され続け、困りました。
★�他の学生につられてダラダラしゃべってしまった。
★泣いてしまった。

先輩方の 成功 談 先輩方の 失敗 談

★�他人と比較しても意味ありません。自分の納得のいくよう、悔いの残
らないよう！

★人生、運と縁。自分の縁をぜひ大切にしてください。
★�「就活を楽しめ」とよく聞くと思いますが、僕は無理でした。多分「楽
しむ」のは難しいです。心が挫けそうになった時は友人なり家族に愚
痴をぶちまけるべき！

★�就活は人それぞれです。みんなに支えられてやってたという幸せな団
体戦の人がいれば、全部自分一人で乗り越えてきた孤独な個人戦とい
う人もいます。でも、沈んできたら、友人と話したり遊ぶのが良い気
分転換になるので、マイナスな感情をそのまま膨張させないで気長に
着実に前向きに！

★気張らないように！そして気を抜かないように！
★�気負わない方が絶対うまくいくと思います。ありのままの自分を出し
て、その上で採用してくれた会社が自分にとって一番良い会社だと思
います。頑張ってください。

★�ネットの情報や噂に惑わされないで！
★�焦らず自分のペースで続けることが大切！！
ファイト！また、ひとつの業界にしぼらず色ん
な業界を見ることが大事です。

ESや面接と同じくらい大切なこと

そして面接

先輩たちに聞いてみたいこと

何気ないSNSの投稿が一生を台無しに…

自己アピールできる最大の場。だけど無理に主導権を握る必要はなし!周りをよく見て発言して！

実際に就活を体験したからこそわかります。先輩の意見を参考にしてみよう！

地元就職か関西就職か？
★場所でなく仕事で選べば良いと思う。
★�将来自分がどこで結婚・子育てしたい
かを考える。
★�迷っているならどちらも就活したら良
いと思う。私は就活中に地元に帰ろう
と思ったので、Uターン就職します。
★�金銭的スケジュール的に地元就職は
早々にあきらめました。

失敗を恐れないで！失敗から得るものは大きいのだから



就職活動＆インターンシップ体験記 !!

私の就職活動は、留学からの帰国直後の遅めのスタートで、右も
左もわからず、試行錯誤の毎日でした。さまざまな就職活動テクニッ
クがあると思いますが、なによりも大事なのは「本来の自分で勝負
する」それが、私がこの就職活動で感じたことでした。
会社と接する機会があるたびに、自分がこの会社に合っているか、
ここで働くイメージを持てるか、また相手からも一緒に働くイメー
ジを持ってもらえるかを第一に考えていました。自分が他の就活生
よりどこも優秀な部分がないなと落ち込む時でさえも、でもこの会
社に合っているのは自分だ！優秀かどうかだけが重要じゃない！と
いう根拠のない自信を持って臨んでいました。
どんな些細な縁、どんな小さなタイミングものちに自分を大きく
変えることになるかもしれません。私にとっては、留学先で出会っ
たある社員の方との出会いがこの内定先との最初の縁でした。これ
をきっかけにこの企業に入りたいと強く思い、第一志望にかかげ、
就職活動を突き進みました。いろいろなタイミングが重なりあって
実現したものですが、この縁が私に本当に入るべき企業を教えてく
れたと思っています。またこれが自分への自信にもつながりました。
就職活動は本当に不安に陥りやすい時期だと思います。でも、自分

と他人は違います。自分のペースを保って、自分に自信を持って、ま
さに自分の居場所だ！と思える企業に出会えるよう頑張ってください。

私は公務員試験と民間の就職活動の両方を経験しました。公務員試験に関して
はダブルスクールに通い始めてから試験まで約 1年 4カ月ほど時間がありまし
た。多くの公務員試験に共通する教養試験の範囲を中心に勉強しました。航空管
制官の試験範囲は教養試験と英語と適正（立体図形、記憶図）なので教養試験と
適正試験対策をすることでだいたいはカバーすることができました。しかし教養
試験対策を中心にしまったため結果的に他の公務員試験の範囲を全て終わらすこ
とができませんでした。公務員試験はよく広く浅くといわれますがその意味を改
めて痛感させられました。余裕をもって対策されることをお勧めします。また、
12月からは民間の就職活動を集中して行いました。特に 2月の ESの時期には
なかなか通らず本当に落ち込みましたが多くの方に相談に乗ってもらうことで苦
しかった時期を乗り越えることができました。4月頃になると面接でも自分の言
いたいことをしっかりと話せるようになり自信をもって臨めました。就職活動に
おいては一時は本当に先が見えない状態でしたが多くの方々に支えられ、そして
それを乗り越えられたという経験は今も大きな自信となっています。私は公務員
試験・就職活動を通して多くの方の支えに対する感謝、そして自分自身最後まで
あきらめない気持ちを持つことの大切さを学びました。悩むことも多くあると思
いますが最後まであきらめず自分らしく頑張ってください !

就職活動体験記

city'super 香港インターンシップ体験談

双日株式会社 英米学科４年　脇田　美紀

英米学科３年　東中　温子 中国学科２年　八木　暢昭

航空管制官

年・月 就職活動全体の状況 内定先の活動状況 コメント 気持ちの波
2013年
1月

学内セミナー・各企
業説明会

体験セミナー参加 就活開始直後というこ
ともあり、毎日新しい
発見がありました。

↗

2月 説明会・ES提出・
初面接

体験セミナー参加 初めての面接は惨敗に
終わりました。

→

3月 ES提出・学力テス
ト・面接

インターンシップ
参加・ES提出・Web
テスト

就活で大阪に行くたび
に友人とカフェでリフ
レッシュしていました。

↗

4月 面接ラッシュ グループディス
カッション・筆記テ
スト・１次・２次・最
終面接→内々定

1週目は本当に分刻み
の面接スケジュールで
人生の中で一番濃く早
く過ぎた1週間でした。

↗

年・月 就職活動全体の状況 内定先の活動状況 コメント 気持ちの波
2012年
2月

ダブルスクール
公務員講座受講
開始

多くの公務員試験で出題さ
れる教養試験（特に数的推
理、判断推理）を中心に勉強

↗
公務員試験に対する高い
モチベーション

12月 就職活動開始・
学内説明会

興味ある企業をひたすら
エントリー・学内説明会も
1日2～3社参加

→
民間の就職活動に関して
探りの状態

2013年
１月・2月

ES・筆記試験・
企業説明会

ES、説明会ラッシュ・説明
会は2月はほぼ毎日参加

↘ES落ちまくり、就職活
動のゴールが見えない

3月・4月 面接・内々定 3月から本格的に面接開
始・4月下旬に内々定

↗面接も受かりはじめ自
信がつく

6月 航空管制官1次
試験

筆記（英語+教養+
適正）

5月頃から苦手な適正（立
体図形）を中心に勉強

→1次試験に対する自信
と不安が半々

7月・8月 最終試験・合格 日本語面接+英語
面接、リスニング

7月初旬に最終試験対策講
座を受講

↗
面接には自信をもって臨
めた

国際関係学科４年　前野　友哉

12月、就活生にとってはいよいよ就活本格スタートの時期ですね！各企業の説明会や選考活動、合同就職イ
ベントなど、皆さんの周囲でも一気に就活熱が高まっていることと思います。12月2日（月曜)より本学内でも
『企業採用説明会』を開催していますので、今回はその活用法についてお話します。

①予習をしてから参加しよう！
何の事前準備も無しに説明会に参加すると、いくら企業の方が懇切丁
寧に説明をくださっても「？」となる部分が必ず出ます。説明会での知
識吸収をより深くするために、説明会参加前には必ずその企業の事に
ついて予習する習慣をつけましょう。予習のツールとして企業HPはも
ちろんの事、有価証券報告書や日経テレコン21などが非常に有用です。

②学内で会える企業は、なるべく学内で見よう！
今年度の学内企業説明会には、150以上もの企業・団体が本学生の為に
参加されます。本学生専用の説明会という事で落ち着いた雰囲気で説
明が受けられ、また参加企業はいずれも本学生の採用意欲が強い企業
なので、時間の許す限り学内の説明会を活用してください。

③参加人数のより少ない企業を見てみよう！
狙い目なのが、説明会参加者の少ない企業です。名前を知らない企業で
も、実は「上場」「世界No.1シェア」「海外展開に積極的」など意外な実力
を持っているもの。特に参加者が少ない企業であれば、企業の方ともよ
り近くでコンタクトが取りやすく、名前と顔を覚えてもらえる事も多
いかもしれません。

④積極的に質問しよう！
説明会で不明な点や聞きたい点が出た場合は、積極的に質問するよう
にし、疑問をその場で解決するように努めてください。説明会時間内に
質問するのがベストですが、もしどうしてもその場で聞きづらい事で
ある場合は時間終了後に個別質問をするようにしましょう。

「人」で会社を選んでも良いと思います。限られた場でも、「一緒に働く
かもしれない」先輩をじっくり見て、判断材料にしてください。会社の
風土は、業務や給料だけでは計り知れません。「良い会社」と出会えま
すように！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.17　岩元　里紗 さん
鴻池運輸株式会社　人事部

8:30 出勤

8:35 ラジオ体操・朝礼

8:45 就業開始・メールチェック

１日の始まりはラジオ体操と朝礼から。朝礼
では当番制で毎日日々の出来事を通して個
人が感じたこと、仕事に応用できることなど
を発表しています。

大阪本社付近はオフィス街のため、お店は
充実しています。同期と外で食べたり、後
輩とお弁当を買って食べることもあります。

12:00 ランチ

8:45 月次業務
 （毎月固定の経理処理や人事処理の
 チェック業務・電話対応など）

給与の仕事は毎月決められたスケジュール
で業務が発生します。私の仕事はその作業
のチェックが主です。

15:00 『 ＊Salon de K 』 開催
 （＊ダイバーシティに関する意識啓蒙の場）

現在、社内の各部署と協力し、社員向けの意
識啓蒙の場を設けています。全国から参加
者を募り、当社の現状を伝え、女性活躍推進
活動の必要性と理解を訴えています。

13:00 月次業務

★現在の業務 
　入社5年目です。入社以来人事部に所属し、これまでに給与関連業務全
般や人事諸制度の改訂等に携わってきました。今年度に入ってからは、当
社のダイバーシティ経営推進計画の策定・実行の担当となり、当社の現状
の課題である「女性の活躍推進」にスポットを当て、現在取り組みを進め
ています。半年の活動を終え、未だ課題は山積みでありますが、今まで会
社になかった環境を生み出したいという強い気持ちで、日々仕事に向
かっています。

★社会人になって感じたこと
　「良い会社かも」：入社後、素晴らしい先輩方の元で仕事をさせて頂きま
した。「先輩方の役に立ちたい」そう思って仕事をしている自分に気がつ
いた時、「良い会社」に入れたのかもと感じました。

★大学生活を振り返って
　勉強も部活（軽音楽部）も遊びも「やりたい！」をとことん追求した４年
間でした。授業や部活を通じて出会った友人達と悔いのない学生生活を
送れたことが、今の社会人生活を支えていると思います。

★就職活動時の印象に残った出来事
　内々定先の別の企業に、正直に悩んでいると告げるとその場で取り消
しに！頭が真っ白になり、当時選考中の当社採用担当に電話をかけたと
ころ、不躾な相談にも、親身に対応してくださいました。今でも心から感
謝しています。

（第2部英米学科　2009年卒業）

14:15 グランフロント大阪へ移動

グランフロント大阪（大阪駅前施設）に当社
が出展しているのをご存知ですか？当社の
事業紹介を行っていますので、お越しの際は
ぜひ足を運んでください！

18:30 Salon de K 座談会（自由意見交換会）

部署の枠を超えた自由意見交換の場が何より
も重要です！

19:30 帰宅

　現在、就職活動中の人もまだの人も、自分のやりたいことや、社会人
になってからのイメージがなかなかつかめず、とまどってしまうこと
も少なくないはずです。そこで卒業された先輩方にお話を伺い、近況報
告をしていただき、大学時代を振り返ってもらいます。みなさんのキャ
リアプランニングの参考にしてください！

KONOIKEは運輸の枠にとらわれず、ロジスティクス業務、工場
構内業務、エンジニアリング業務などの環境や安全・品質に配慮
したサービスをグローバルに展開しています。食品や鉄鋼、アパ
レルから機械、医療に至るまで多くの事業分野を抱える当社で
は、仕事内容が幅広く、若いうちから経営者の視点で仕事を進め
ていくことができます。社員は、与えられた大きな裁量で、現場
を統括するマネジメント能力、自ら顧客と向き合い行動してい
くスキルの修得を日々目指しています。

学内企業説明会に参加しよう！

社会人、頑張ってます！

ある日のスケジュール

Q インターンシップに参加しようと思ったきっかけは？
A 香港の文化に興味を感じたこととグローバルな企業で働いてみたかっ
たからです。
Q 応募するにあたり、語学力など何か必要な条件はありましたか？
A 中国語もしくは英語を話せること。
Q インターンシップの内容を教えてください。
A 一週間目は実際店舗で、接客をしながらストアの仕組みを学び、二週
間目は本社で仕入れの方法、マーケティング、売り上げ分析等を勉強し、
最後は再度店舗に勤務しました。
Q 達成感を感じたことはありましたか？
A インターンシップの最後に行ったプレゼンテーションを会社役員の
方々に認めていただいたことです。
Q 海外でインターンシップに参加するにあたって苦労したことはあります
か？
A パソコンのスキルがあまりなかったので苦労しました。また、広東語
しか話せない地元の人との会話は大変でした。
Q インターンシップ中に学んだことを教えてください。
A 英語や中国語、香港の文化や人文、会社の中での個人の役割、日本の
文化の素晴らしさ等多くのものを学びました。行き先の国の文化を知る
ことは大切ですが、日本の文化もきちんと理解しておくといいと思いま
す。また、香港は日本と違い、ゆったりしている感じがしましたが、仕
事中はてきぱきしていました。
Q 海外インターンシップに参加するにあたり、どの程度の語学力が必要
であると感じましたか？�
A 中国語もしくは英語の日常会話程度、広東語が分かればよりよいでしょう。
Q 同じインターンシップを考えている人へのアドバイスなどをお願いします。
A 今回、香港でインターンシップをさせていただき、本当に感謝の気持
ちでいっぱいです。というのも香港で、外国の文化を味わいながら、改
めて日本カルチャーの素晴らしさを感じることができました。このグロー
バル化が進む世界の中で、自分はどういう役割を果していこうかという
ことを改めて考えさせてくれるものとなりました。外資系企業に興味の
ある方はぜひ行かれるといいと思います。

Q インターンシップに参加しようと思ったきっかけは？
A 元来小売業や商社に就職したいという気持ちと香港でどこまでやって
いけるのかということを４週間という期間ではありますが、試してみた
いという気持ちから行かせていただきました。
Q 達成感を感じたことはありましたか？
A 私は店舗においては特にカメラコーナーを担当させていただいたので、カ
メラをセールスした結果、買っていただけたときはとてもうれしかったです。
Q インターンシップ中に学んだことを教えてください。
A 店舗での就労では一人のスタッフとしてどのように動けばいいのかを
常に考えていく必要性を学び、オフィスではどのように仕事の采配をし
ていくかを特に学びました。
Q 日本と海外の違いは感じましたか？海外で「働く」ことによって感じ
たことはありましたか？
A お客様の要求や意見を日本よりもかなり直接的に感じました。良いもの
は良い、悪いものは悪いと白黒はっきりつけてお伝えくださるのでとても
ためになりました。また、印象的だったのは職場での従業員の仲のよさです。
お互いが協力して成果を挙げていく姿勢には非常に感銘を受けましたし、
非常に熱心かつ丁寧にご指導していただいたことは今も忘れていません。
Q インターンシップ中の生活について教えてください。
A 住む場所は職場から近く、ネットは自分で用意しました。食事は基本
外食でしたが、日本よりは安かったです。家事は洗濯が大変でした。ア
イロンがあればとても便利です。
Q インターンシップに参加する前後で就職に対する意識など変わったこ
とはありますか？
A 今まで興味はありましたが小売業での就労経験はなかったのでこのイ
ンターンで今まで知らなかったことをたくさん知りました。今後この経
験をもとにより努力していこうと思えるようになりました。
Q 同じインターンシップを考えている人へのアドバイスなどをお願いします。
A ぜひ行かれることをお勧めします。香港という場所で異国人の自分に
何ができるのだろうということを考えさせられるよい機会でした。この
インターンで得ることも多かったのはもちろんですが、そこからより具
体化された課題や目標が原動力となって、残りの大学生活で何をするべ
きかということがよりクリアになっていくこと請け合いです。また、言
葉を学ぶというよりも、何とか相手にわかりやすく伝える姿勢と相手を
理解する姿勢が一番大事だとわかりました。

「city' super 香港インターンシップ」の第１期派遣者の体験
談を紹介いたします。本インターンシップは、国際的に活躍
中である、本学ロシア学科卒業生で「フェニックスグループ」
の会長、荻野正明氏の協力を得て創設したものです。

派遣先企業：City Super Ltd.（ 設立 1996 年。従業員 1,500 人。本社香港）
場　所：香港　city'super
期　間：2013 年 8 月 19 日～ 9 月 13 日　約 4 週間
内　容：商品の仕入れから店頭にいたるプロセス（商品計画・発注、物流プロセス、店舗販売）を経験
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企業人事担当者か
ら

1. 人物重視
エントリーシート等に書かれている事の他、面
接を通じてどのような良いところがあるのかを見
ています。
「どのような資格を持っているか」、「どのような
経験をしたか」ではなく、「何故その資格を取得し
今後どう活かしていくか」、「経験を通じてどのよう
な事を学び、成長したか」が重要です。
誰でも「これだけは人に負けない」という強みが
あると思います。自信を持って自分という人間をア
ピールしてください。
2. ひとつの考え方（固定観念）にとらわれない「広

い視野（考え方）を持っている」
多くの方が、在学中に留学経験があり、ひとつの
考え方にとらわれない「広い視野」をもっているよ
うに感じます。
銀行業は業種柄、様々な方と接する仕事ですので、

1.�学生時代の経験や意欲を重視しています。　「学
生時代に目的意識を持って打ち込んできたものが
あるか」「学生の本分である勉学にも打ち込んで
きたか」など、熱い想いと行動力を持って学生時
代を過ごしている方をお待ちしています。また、
「仕事を通じて成長する意欲」を持っているかど
うかもポイントにしています。
2.�自然体で、その人本来の持ち味を活かして仕事
をされている方が多いです。どのような環境でも
気後れせずに前向きに取り組まれ、職場の方を元
気づけてくれます。
3.�ココは気をつけてほしい！という点は、体調管理

上記の長所は、非常に大切であると感じています。
悪いところは、特にございません。
3. マニュアル通りではなく（飾らずに）、自信をもっ

てアピール
過去の経験の中で、特筆すべきこと（「学業で成
績優秀」「部活動で主将の経験」等）がなく、誇れ
るものがないと感じる学生の方もいるかと思います
が、それは違うと感じています。
自身の過去を振り返れば、「苦労した経験」があり、
それに対し努力をしたことは、結果いかんにかかわ
らず、必ず誰にでもあると思います。その努力をし
た「内容」と「そこから得られたこと」をしっかり
と伝えて頂ければ、表面上の「特筆すべきこと」よ
りも内容は濃いと思います。
「緊張して、言葉に詰まる」等を気にするよりも、
自身の経験に自信を持ってアピールをして頂きたい
と考えています。

です。就職活動中、慣れないことばかりで精神的、
肉体的につらいこともあるかもしれません。そん
な時には友人との会話や趣味に取り組むなど、一
度リフレッシュしてみてはいかがでしょうか。
　また、ココはそんなに気にしなくても良いとい
う点は、会社の知名度でしょうか。世の中には名
前はあまり知られていなくても、素晴らしい会社
がたくさんあります。視野を狭めずに多くの業界
や会社をみて、ココだ！と思う会社をぜひ探し出
してみてください。
　皆さんの就職活動が実り多きものになるよう応
援しています。

1. 新卒採用される際に最も重視されているポイント
2. 他大学と比較して本学生の良いところ・悪いところ
3.�就活において、本学生に『ココは気をつけてほしい！』または、逆に『ココはそんなに気にしなくても良い』
というポイント

就活を頑張る神外大生へ

株式会社　みなと銀行

～人事担当者からのアドバイス～

住友ベークライト株式会社

＜読み方＞



1.100%　人物重視 !!
商社はメーカーとは異なり、基本的には研究機関
や工場といった有形の財産を持っていません。です
から、商社は“人”こそが財産。財産となる�“人”
をとても大切にしています。
当社は繊維、化学品・機械の２つの事業領域で、
数多くのビジネスを展開しています。そのため、そ
れを支える“人”も多種多様であって然るべきだと
考えています。
当社が期待するのは、皆さんが持つ“個の魅力”
です。ありのままの皆さんとお話しできることを採
用担当者一同楽しみにしております。
2. 語学と個性を武器にする商社パーソン !!
商社である当社のビジネスは約 80%が海外との
取引です。そのため語学力が必要となるので、神戸
市外大のOB・OG社員はその強みを生かして海外

1. パーソナリティが伝わってくること
人物重視の選考をしているため、最も面接を重要
視しています。就活本に出てくるようなエピソード
にはあまり面白みを感じません。「上手く選考を乗
り切ること」に主眼が置かれて、その人のせっかく
の個性が薄れているからです。「どんな人なのか」、
「どういう想いで物事に取り組んでいるのか」、その
人のパーソナリティがしっかりと伝わってくること
が大切です。かっこよくなくてもいいから、自分の
言葉で、思っていること、大事にしていること、こ
れまで培ってきたことを伝えてください。
2. グローバルに活躍したいという意欲と高いスキル
海外志向が高く、「グローバルに活躍したい！」
という意欲をお持ちである点です。あわせて、実際

1.�社内でよく交わされるワードとして「エンジョ
イ　ビジネス」というのがあります。私たちは「エ
ンジョイ　ビジネス」できる職場環境や制度を目
指すと同時に、そこで働く人財についても「エン
ジョイ　ビジネス」できる人財であってほしいと
思っています。求めるのは「エンジョイ　ビジネ
ス」できる人財であり、その内容とは、「自律し」、
「貢献し」、「成長」できる人財です。採用の場に
即した言い方をすると、自律し、行動した実績が
ある方、顧客志向のある方であり、また、従来の
固定観念にとらわれない新たな価値を生み出す、
Innovation できる人財でしょうか。もっとシン
プルに言えばその学生の「伸びしろ」を確認する
のが選考だと思っています。
2.�基本はまじめで誠実な方が多い印象です。やは

を飛び回っています。
また、神戸市外大のOB・OG社員は個性豊かな
人が多く、その個性を武器にコミュニティを広げ、
人とのつながりを大切にしているようです。
3. あなたの魅力をアピールしてください !!
これから皆さんが就職活動をするにあたって、た
くさんの企業の説明会に足を運ぶことになるかと思
います。その中で必ずどの企業も“求める人物像”
を説明されます。しかし、それにとらわれていては
委縮してしまい、本来皆さんが持っている“個の魅
力”を発揮することはできません。ありのままの自
分をさらけ出し、それを認めてくれる企業で働くこ
とが一番大切です。
就職活動では思い切り“あなたの魅力”をアピー
ルしてください !!

に大学で語学を習得されたり、留学を経験する中で
海外の文化に触れたりと、高い語学力や異文化理解
力を身につけている方が多いという点も魅力のひと
つです。
反面、少し大人しく控えめな方が多いのではない
かという印象があります。
3. 面接は言葉遣いや身だしなみに気をとられすぎ

ずに伸び伸びと！
言葉遣いや身だしなみ等にものすごく気を遣わ
れている方がいらっしゃいますが、敬語や所作を
気にしすぎて自分が話したいことが話せなければ
本末転倒です。もちろん、眉をひそめたくなるよ
うなマナーは避けて欲しいですが、常識の範囲内
であれば問題ありません。

り語学力には期待しています。弊社もグローバル
展開に力を入れる中で、海外志向のある方、語学
力のある方のニーズは高まっています。積極的に
皆さんにお会いしたいと思っています。今回の貴
校の内定者を見てみますとシンのある個性のある
方が多いです。後輩の皆さんにも是非期待したい
と思っています。
3.�やはり第一印象はとても大事です。私たちのよ
うな食品会社では身だしなみも重要です。清潔感
が第一です。人間は外見で判断してはいけません
が、評価するのも感情のある人間です。時間の短
い面接では合否に少なからず影響することがあり
ます。面接ではプレゼン発表を聞くのではなく、
出来る限り会話をおこないたいと思います。柔軟
性とやはりできる限り本音を確認したいですね。

蝶理株式会社

富士通テン株式会社

日本食研ホールディングス株式会社



お知らせ
　後期試験について

　2月 4日（火曜）～ 2月 10日（月曜）に後期試験を行います。
（2月 12日（水曜）は試験予備日）
詳細は、本部棟前の掲示板に 1月上旬に掲示（公表）します。
※期間外に試験を行う科目もあるので、掲示に注意してください。

　追試験について

　正当な事由により後期試験を受けることができない学生で、追試験
を希望する場合は、試験日前に速やかに追試験願書（用紙は教務入試
広報班で交付）と事由証明書を教務入試広報班へ提出してください。

　教育職員免許状申請手続きについて

　今年度教育職員免許状の一括申請を希望する学生（院生含む）
は、下記のとおり一括申請説明会に必ず出席の上、申請日に必要
書類を教務入試広報班に提出してください。
説明会日時：12月 11日（水曜）→終了
① 12時 10分～ 12時 45分（102 教室）
② 17時 10分～ 17時 45分（102 教室）
※①②のどちらかに出席してください。
提出日：12月 19日（木曜）、20日（金曜）
※科目等履修生の方は一括申請の対象にはなりません。
【問合せ先】学生支援・教育グループ�教務入試広報班（教職担当）
Tel.�078-794-8126

　授業料減免申請の受付について

　2014 年度前期分（4月～ 9月分）授業料について、次のとお
り減免申請を受付けます。
1. 対象者
①生活保護法による生活扶助を受けている学生
②�奨学金の給貸与を受けてもなお授業料の支払いに困難をきたし
ている学生。かつ、学業成績において所定の減免基準を満たし
ている学生。
※ただし、単位不足による留年者を除く
2. 申請書交付期間：2014 年 1月 7日（火曜）～ 24日（金曜）
3. 申請受付締切日：1月 24日（金曜）
4. 面接
※ �1 月末～２月初旬に学生支援班において家計状況等についての
面接を行います。日程については申請書交付時にお知らせしま
す。欠席者は減免不許可となるので注意してください。

　日本学生支援機構奨学金について

1.「奨学金継続願」の手続きについて
　現在奨学金の貸与を受けている全学生は学生支援班で書類を受
け取り、インターネット http://www.ikusys.jasso.go.jp で継続
願を提出してください。1年に１回この継続願を提出しない場合
は、来年度の奨学金は廃止されます。
対象学生：第一種・第二種奨学金の貸与を受けている全学生。（来
年度休学予定の学生も含む）ただし、次の者を除く。
①最高学年の学生
②現在、休止または停止中の学生
書類配布および入力期限については、12月下旬に掲示。
【問合せ先】学生支援・教育グループ�学生支援班��Tel.�078-794-8131
2. 奨学金返還誓約書・必要書類の提出について
　2014年 3月で貸与終了となる学生（主に 4年生 /卒業予定者）
で、11月の説明会を欠席した者は至急学生支援班書類を取りに
きてください。書類の提出は下記の通りです。
返還誓約書（平成 21年度以前採用者）：12月 13日（金曜）

　冬季開閉室時間および冬季休業について

　年末年始の 12月 28日（土曜）から 2014 年 1月 5日（日曜）
までは、事務の取扱いおよび施設の利用は出来ません。
学生支援・教育グループ
補講・集中講義期間（12月 17日（火曜）～ 27日（金曜））
事務取り扱い等について
＜学生支援・教育グループの窓口時間＞
・12月 17日（火曜）～ 27日（金曜）授業期間通り
＜学生会館＞
12月 17日（火曜）～ 27日（金曜）8時 30分～ 20時
（ただし、会議室等の施設の利用は、19時 30分まで）
※ 27日（金曜）の体育施設を含む施設の利用は、12時まで
図書館
★休館日　日曜・祝日、12月 21日（土曜）
　年末年始　12月 28日（土曜）～ 1月 5日（日曜）
★冬季特別貸出の実施について
　下記のとおり長期貸出を行います。
　貸出期間　12月 2日（月曜）～ 12月 27日（金曜）
　返却日　　1月 10日（金曜）
　※院生は12月13日（金曜）以降の返却日は4週間後になります。
　貸出冊数　1・2年生、科目等履修生、および卒業生は上限が
通常の 5冊から 7冊になります。
★後期試験に伴う開館時間の延長
　後期試験に伴い、以下のとおり開館時間を延長します。
　実施期間：1月 14日（火曜）～ 2月 10日（月曜）�
　（閉館日・土曜日を除く）
　開館時間：9時～ 21時 30分

　大学入試センター試験準備のための休講及び施設利用について

　2014年1月17日（金曜）は大学入試センター試験準備のため、
休講となります。
　また、1 月 17 日（金曜）・18 日（土曜）・19 日（日曜）の 3
日間は、準備・試験のため、学内全施設使用できません。（学内
立入禁止）
　ご協力をお願いします。

　行事予定（12月～２月）

★ GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は、経営企画グループ
広報班まで
e-mail：announce@office.kobe-cufs.ac.jp

発行：公立大学法人　神戸市外国語大学　
〒 651-2187　神戸市西区学園東町 9丁目 1
TEL�（078）794-8106
ホームページ　http://www.kobe-cufs.ac.jp/
携帯サイト　　http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/

日　時 行　事

12月17日（火曜）～27日（金曜） 補講・集中講義

12月28日（土曜）～1月5日（日曜） 冬季休業

1月17日（金曜） 大学入試センター試験準備のための休講

1月18日（土曜）・19日（日曜） 大学入試センター試験（学内立入禁止）

1月28日（火曜）～30日（木曜） 補講・予備日

2月4日（火曜）～10日（月曜） 後期試験


