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就活応援号！

2014年12月・2015年1月
神戸市外国語大学

キャリアサポートセンターを活用しよう！
SPI などの就活本を借りることができる！大学に来ている求人を見ることができる！インターンシップの情報が得られる！内定が出たら、内定届けを出すのを忘れずに♪

広報サポーター企画

外大生の 就職活動
　2016 年度採用の就職活動がスタート目前となっています。就活生も、そうでな
い人も就活について不安や疑問を持っているのではないでしょうか。特に今年は、
採用時期が後ろ倒しになり、これまで先輩が経験してきた就活から大きく変わる可
能性も大！今回のGAIDAI NEWS就活応援号では、不安や疑問を解消し、前向き
な気持ちで就職活動に臨めるよう、就活の基本や低学年時からできることを紹介し
ます！

昨年発行のGAIDAI NEWS43号では、
３年生の就活に関する疑問に、４年生
がアンケート形式で答えています！
こちらも合わせてチェックしよう！

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！！活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう活しよう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！

Positive job hunting!
Positive job hunting!

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。
中国学科3年　宮田知佳さん

英米学科 3年　常住　彰さん

国際関係学科 4年　荒木智江里さん

★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　

　みつけましたか
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　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…

2016 年度採用から、就職活動のスタートが後ろ倒しになります。実際にどのような影響があるのでしょうか。
まずは全体の流れとスケジュールをチェック！

キャリアサポー
トセンター

近藤さんインタ
ビュー！

Q 就活がこれまでと比べて、短期決戦になる
と思いますが、去年と比べてどんな影響がある
と思いますか？

A 内定を取れる学生と取れない学生の両極化
が進むのではないでしょうか。就活が短期決戦
になるということは、それだけ受けられる企業

の数が減るということ。就活解禁の３月より事前に準備をしてお
けば、本番のエントリーシートもサクサク書けるし SPI テストや
面接にも自信を持って臨めるはずです。事前準備の差が内定の差
に直結すると思うので、今から少しずつ準備を進めましょう！

Q就活解禁までに、するべきことはありますか？

A 今からできるのは『自己分析』『筆記対策』『企業研究』の３本
柱だ！と学生には伝えています。採用に関する情報は解禁まで得
られませんが、自己 PR や志望動機、長期的なキャリアビジョン
構築のためにはどれも大事なものです。３月以降は実際の選考が
始まり３本柱を固める余裕が無くなるので、対策はお早めに。キャ
リサポや内定者による就活支援組織『Relations』でもそれぞれの
手法についてお話できるので、職員や先輩内定者を今のうちに捕
まえてくださいね！

Q今年の就活で特に気をつけておくことはありますか？

A 『３年生の３月に就活解禁』というのは経団連という、日本の
経済団体の定めたルールです。外資系企業や、経団連に非加盟の
企業などにはそのルールは適用されないので、３月以前に採用に
臨む企業も出るでしょう。なので、もし気になる企業が思い浮か
んだ場合には、ナビサイトを経由せず企業の採用 HP から早めに
情報を得ると良いでしょう。採用 HP が見つからない場合は、直
接人事部に問い合わせるのもひとつの手です。

Q卒業論文や教育実習との兼ね合いはどうなっていきますか？

A 教育実習のピークは５～６月ということで、企業によっては選
考と重なってしまうかもしれません。教職なら教職、民間なら民
間というように、例年以上に強い志望動機を持って、あらかじめ
的を絞っていく必要があるかと思います。また、４年生後期まで
就活に取り組む事になると、卒論の執筆にも影響が出るかもしれ
ませんが、自分のペースで就活を継続しましょう。少しずつでも
根気良く就活を続ければ、自分に合う内定先が必ず見つかります！

留学から帰国
（アメリカなど）

企業説明会など
広報活動解禁変

更
前

変
更
後

３年生 4月 ４年生

・OB・OG訪問
・インターンシップ
参加

・OB・OG訪問
・インターンシップ参加

エントリーシート
などを提出 内定

３年生 ４年生

内定

３月 6月 ８月 10月

７月

７月

12月 6月 10月

試験や面接など
選考活動解禁

留学から帰国
（アメリカなど）
留学から帰国
（アメリカなど）

確かに、それは気になる！
実際のところいったいど
うなのかキャリアサポー
トセンターの職員の方に
話を聞いてみましょう！

就職活動の時期が短く
なっているんですね！
実際にこれは就活生に
とって有利？不利？どん
な影響があるんですか？

いつからどうする
？

何から始める？

就職活動のスケジュールが

大きく変わる

エントリーシートなどを提出

企業説明会など広報活動解禁

試験や面接など選考活動解禁



就活スケジュール＆私の就活必勝法！
後輩のみなさんへアドバイス

　「就職活動って、実際に何をするの？」と疑問に思われて
いる方も多いのでは？そんな疑問を解決すべく、１・２年
生の間からできること、そして３年生ですべきことを先輩
からのアドバイスを交えながら段階的に紹介します。

　勉強、クラブ活動、アルバイト、留学、学校行事など毎日の生活を充実させましょう！学生時代にしか経験できないよう
なことに挑戦してみましょう。今この時期にできることは必ず就職活動時や就職してから役に立ちます。できれば日々の出
来事やそのときに感じたことを日記につけたり、メモしておきましょう。自己分析をするときや、エントリーシート・履歴
書を書くときなどに役に立ちます。

自己分析って？
　自分を振り返って、好きなもの・感じたことから、自分がど
ういう人間か、どんな職業につきたいか考える作業です。「自己
PR」や「志望動機」の基礎になります。しっかり分析し、自分
の軸を持ちましょう。

企業研究って？
　就きたい業種やしたい仕事、興味のある業界・企業についての
研究です。面接では、「他社ではなくて、なぜ当社を志望するの
ですか？」と聞かれることも。自己分析を行って、自分のことを
知ったうえで、自分に合う企業・業界を探しましょう。

　Relations とは、内定を得た４年生による就職活動をサポートしてくれる学生団体です。
　就活を終えた先輩の話を聞いてみよう！面接でどんなことが聞かれたか、エントリー
シートにどんなことを書いたらいいのか、、、気になることをどんどん聞くことができます。
実際に就活を経験した先輩の生の声が聞けるのはとても魅力的です。
　Relations 活動予定は、キャリサポ前の掲示などでお知らせしています。

　就職活動を進めていくと、成績証明書の提出を求められます。また、エントリーシートでは、卒業論文のテーマやゼミで
の研究内容について問われるものもあります。学生の本業は学業です。学業をおろそかにせず、１年生のうちからしっかり
取り組みましょう。

イスパニア学科４年

英米学科４年

国際関係学科４年

第２部英米学科４年

中国学科４年

ロシア学科４年

　アルバイトとしてではなく、社会人としての仕事を経験することで、仕事の雰囲気を知ることができます。インターンシッ
プに参加したから採用に有利ということはありませんが、参加することで仕事のイメージが膨らむはず！

英米学科４年

編集後記
皆さんの話を聞いて、学生生活の1日1日を思いっきり楽しみ、どんなことでも一つ一つ努力を積み重ねていくことが、
就活でも大きな力になるん だなと感じました！ぜひ皆さんも先輩の知恵を参考に、就職活動頑張ってくださいね。
応援しています！

　自己分析・企業研究の結果、自分の進みたい方向が定まるのが理想ですが、そうはいかないことも。就職活動の中で、新た
な企業に出会ったり、気になる業種と出会うこともあるので、絞込みすぎず、柔軟に対応していくこともまた大切です！

英米学科４年

ESの自由
記述欄です。

　就職活動が後ろ倒しになることで、短期での決戦になります。そうなると、企業説明会に参加できる回数や、自己分析に
かける時間が減ってしまうことが予想されます。本格的に就職活動が始まり、エントリーシートの作成や面接対策で忙しく
なってしまう前に、自分の就きたい仕事や興味のある企業、業界について調べておくなど早めに対策をすることが重要です！
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よ
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よ
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中国学科４年

企業研究

企業研究

自己分析

自己分析

　僕は学園祭実行委員会に所属しています。２年生の時に委員長を務めた経験が、自分の大きな強みとなり
ました。学園祭を作るためには、何カ月も前から準備をしなければならず、学園祭というゴールから逆算し
て、仕事のスケジュールを組み、分担して進め、より大きな成果を出すということが重要だと学びました。
　常に達成したいゴールを決め、そこからやる事とその優先順位を決める！その考え方は仕事でも必ず役立
つと考えています。

　自分だけの大学生活を過ごそうと、好きなことに全力で取り組みました！主には、ラクロス部・日本人の
いない職場でのアルバイト・スペイン語・遊ぶことの4つです。得たものは本当にさまざまで、自分の長所・
短所、自分がどう考え実行するかが明確になりました。大切な出会いの中で、色々な価値観を知り、考え方
もたくさん変わりました。自分で始めたことを100%の力で取り組めば、今後の進路選択への自信、迷った
ときのヒントになります！

　大学の成績や勉学の頑張りは、十分就職活動でアピールすることができます。なぜその言語なのか、なぜ語
学の習得に励むのか、外国語や異文化の学習から学んだことは何なのか。「勉学」を少し掘り下げると、おのず
と人となりが見えてきます。私も面接で成績や語学力を生かすことができ、内定に繋がりました。大学での勉
強の頑張りは、自分の語学力を上げるだけでなく、自分の夢の後押しもしてくれます。将来の夢や目標のため
にもぜひ頑張ってください。

　9カ月の留学・休学中に取得したロシア語検定・ロシア語能力検定・秘書技能検定・サービス接遇実務検
定。これらのおかげでエントリーシート・面接での学業についての答えに困ることはありませんでした。ま
た、就職活動中、エントリーシート提出後もTOEICに挑戦し続けたことは、“努力を継続できる”ということ
をアピールできたのではないかと思います。そして、片道2時間の通学時間に予習・宿題を済ませること、授
業に出席すること、部活動・アルバイト・趣味を並立することは“何事も頑張れる”という点でプラスになっ
たのではないかと思います。

　僕はそれまで「悩み」なんてものは結局自分の問題なので大体は1人で克服できる、またすべきものと信
じていました。しかし、インターン シップで挫折を味わい、家族や友人の助けがないと乗り越えられない
困難が無数にあることを実感しました。
　理不尽な上司、言葉の壁、残業、ホテルにただ1人の日本人という緊張感などで疲弊し精神的に追い詰め
られていく日々。そんな環境 だったからこそ仲間の有り難さが身に沁み、図太さが身につきました。
　苦労や挫折は人を成長させてくれます！この半年間は僕の人生にとって大きな意味を持つはずです。
（インターンシップ先：上海浦東シェラトンホテル　フロントデスク・VIPラウンジスタッフ）

　私は、IT企業のエンジニア枠で内定を貰っていますが、就活中は、IT系のベンチャー企業のインターンにも
参加しました。そのインターンシップは、新規事業を考えて、プレゼンテーション形式で他のインターン生と
競う、というものでした。このインターンを通して、会社の雰囲気や、文化を知ることができました。 また、こ
のプレゼンテーションのコンテストで優勝したことで、最終面接への道が開けました。インターンシップは、
就活の大きなチャンスに成り得るので、積極的に参加するといいと思います。

　自己PRは「普通」でいいんです。私は、幼少からの自分史を書
き、「どう感じ、行動し、成長したか」を書き込みました。自分史に
溢れた情報を洗練させる中で整理がつき、面接等で話しやすく
なります。素直に、これまでの自分を認めてあげてください。私
の場合、知人との何気ない会話の中で自己ＰＲが出来上がりま
した。自分の長所を自分が把握しているとも限らないので、塞ぎ
込みがちな就活中でも積極的に人と関わってみましょう。独り
で取り組み続けると、第三者の視点を失うこともあります。
　自己理解が出来れば、あとは伝えるだけ。結果よりプロセスに
人間性が出やすいこと、欲張って情報を詰め込まないこと、具体
的に表現することの３つに留意して、自己PRを作っていきま
しょう。大丈夫！

　企業研究は、座学と実学のバランスを意識しつつ、徹底的
に行いました。希望企業にOG・OBさんがいなくても、手当た
り次第知人にあたってはパイプ役をお願いし、社員さんに
お会いする機会を作りました。先方の大事な時間を無駄に
は出来ない、大学のイメージを損ねたくないという責任感
で身が締まり、事前準備（HP、業界本、雑誌、新聞等の読み込
み）を怠りませんでした。最終的にご縁は無くとも、その後
も個人的にサポートしてくださる方もいて、人との出逢い
に恵まれた就活でした。また、就活の為に始めたことではあ
りませんが、一年次より名刺を持ち歩き、機会を見つけては
社会人の方と交換しています。企業説明会などでお話を
伺った際にも、感想などを交えた御礼状を送り、その後の交
流に繋げました。就活は、突き詰めれば『人と人とのやり取
り』なので、気遣いからの一手間を惜しまないでください。

　私は「メイドインジャパンを世界へ」という縦軸と「私がも
つ気づきを生かしていける場所」という横軸の交差する企業
がどこにあるのかを探すことに重きを置いていました。業界
研究ではまずシートを使って、大きく商社・メーカー・物流・
サービスなど業界分けをし、興味のあるサービスや物を扱っ
ている企業をリストアップして振り分けました。それ以降は
企業研究として、同様のシートをつかい、本社の場所、何をし
ていて、これからどのように社会に貢献し、企業規模を拡大
していくのかなど、一つずつ徹底的にウェブや有価証券取引
書などを参考にして、調べました。

　私の自己分析手法は生まれてから今までの「経験」を思い
出せるだけ書き出す作業でした。ただ書き出すだけではな
く、その経験をなぜしようと思ったのか。その経験を通して
何を得たのか。その時自分は何を考えていたのか。そして、自
分の行動によって周りの人間は自分のことをどういう風に
思っていたのかまで書き出すようにしました。文章に起こす
ことで、自分の行動パターンや、どんな時に幸せや悲しみを
感じるのかが客観的に分かり、どんな姿で働きたいかが見え
てくるようになりました。
　皆さんも大学生時代の自分だけでなく、さらに過去の自分
に目を向けてください。どんな業界・企業で働きたいかがよ
り明確に見え、自分に嘘をつくことなく、一貫性を持って自
分自身をアピールできると思います。就職活動頑張ってくだ
さい。応援しています。



就活スケジュール＆私の就活必勝法！
後輩のみなさんへアドバイス

　「就職活動って、実際に何をするの？」と疑問に思われて
いる方も多いのでは？そんな疑問を解決すべく、１・２年
生の間からできること、そして３年生ですべきことを先輩
からのアドバイスを交えながら段階的に紹介します。

　勉強、クラブ活動、アルバイト、留学、学校行事など毎日の生活を充実させましょう！学生時代にしか経験できないよう
なことに挑戦してみましょう。今この時期にできることは必ず就職活動時や就職してから役に立ちます。できれば日々の出
来事やそのときに感じたことを日記につけたり、メモしておきましょう。自己分析をするときや、エントリーシート・履歴
書を書くときなどに役に立ちます。

自己分析って？
　自分を振り返って、好きなもの・感じたことから、自分がど
ういう人間か、どんな職業につきたいか考える作業です。「自己
PR」や「志望動機」の基礎になります。しっかり分析し、自分
の軸を持ちましょう。

企業研究って？
　就きたい業種やしたい仕事、興味のある業界・企業についての
研究です。面接では、「他社ではなくて、なぜ当社を志望するの
ですか？」と聞かれることも。自己分析を行って、自分のことを
知ったうえで、自分に合う企業・業界を探しましょう。

　Relations とは、内定を得た４年生による就職活動をサポートしてくれる学生団体です。
　就活を終えた先輩の話を聞いてみよう！面接でどんなことが聞かれたか、エントリー
シートにどんなことを書いたらいいのか、、、気になることをどんどん聞くことができます。
実際に就活を経験した先輩の生の声が聞けるのはとても魅力的です。
　Relations 活動予定は、キャリサポ前の掲示などでお知らせしています。

　就職活動を進めていくと、成績証明書の提出を求められます。また、エントリーシートでは、卒業論文のテーマやゼミで
の研究内容について問われるものもあります。学生の本業は学業です。学業をおろそかにせず、１年生のうちからしっかり
取り組みましょう。

イスパニア学科４年

英米学科４年

国際関係学科４年

第２部英米学科４年

中国学科４年

ロシア学科４年

　アルバイトとしてではなく、社会人としての仕事を経験することで、仕事の雰囲気を知ることができます。インターンシッ
プに参加したから採用に有利ということはありませんが、参加することで仕事のイメージが膨らむはず！

英米学科４年

編集後記
皆さんの話を聞いて、学生生活の1日1日を思いっきり楽しみ、どんなことでも一つ一つ努力を積み重ねていくことが、
就活でも大きな力になるん だなと感じました！ぜひ皆さんも先輩の知恵を参考に、就職活動頑張ってくださいね。
応援しています！

　自己分析・企業研究の結果、自分の進みたい方向が定まるのが理想ですが、そうはいかないことも。就職活動の中で、新た
な企業に出会ったり、気になる業種と出会うこともあるので、絞込みすぎず、柔軟に対応していくこともまた大切です！

英米学科４年

ESの自由
記述欄です。

　就職活動が後ろ倒しになることで、短期での決戦になります。そうなると、企業説明会に参加できる回数や、自己分析に
かける時間が減ってしまうことが予想されます。本格的に就職活動が始まり、エントリーシートの作成や面接対策で忙しく
なってしまう前に、自分の就きたい仕事や興味のある企業、業界について調べておくなど早めに対策をすることが重要です！
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中国学科４年

企業研究

企業研究

自己分析

自己分析

　僕は学園祭実行委員会に所属しています。２年生の時に委員長を務めた経験が、自分の大きな強みとなり
ました。学園祭を作るためには、何カ月も前から準備をしなければならず、学園祭というゴールから逆算し
て、仕事のスケジュールを組み、分担して進め、より大きな成果を出すということが重要だと学びました。
　常に達成したいゴールを決め、そこからやる事とその優先順位を決める！その考え方は仕事でも必ず役立
つと考えています。

　自分だけの大学生活を過ごそうと、好きなことに全力で取り組みました！主には、ラクロス部・日本人の
いない職場でのアルバイト・スペイン語・遊ぶことの4つです。得たものは本当にさまざまで、自分の長所・
短所、自分がどう考え実行するかが明確になりました。大切な出会いの中で、色々な価値観を知り、考え方
もたくさん変わりました。自分で始めたことを100%の力で取り組めば、今後の進路選択への自信、迷った
ときのヒントになります！

　大学の成績や勉学の頑張りは、十分就職活動でアピールすることができます。なぜその言語なのか、なぜ語
学の習得に励むのか、外国語や異文化の学習から学んだことは何なのか。「勉学」を少し掘り下げると、おのず
と人となりが見えてきます。私も面接で成績や語学力を生かすことができ、内定に繋がりました。大学での勉
強の頑張りは、自分の語学力を上げるだけでなく、自分の夢の後押しもしてくれます。将来の夢や目標のため
にもぜひ頑張ってください。

　9カ月の留学・休学中に取得したロシア語検定・ロシア語能力検定・秘書技能検定・サービス接遇実務検
定。これらのおかげでエントリーシート・面接での学業についての答えに困ることはありませんでした。ま
た、就職活動中、エントリーシート提出後もTOEICに挑戦し続けたことは、“努力を継続できる”ということ
をアピールできたのではないかと思います。そして、片道2時間の通学時間に予習・宿題を済ませること、授
業に出席すること、部活動・アルバイト・趣味を並立することは“何事も頑張れる”という点でプラスになっ
たのではないかと思います。

　僕はそれまで「悩み」なんてものは結局自分の問題なので大体は1人で克服できる、またすべきものと信
じていました。しかし、インターン シップで挫折を味わい、家族や友人の助けがないと乗り越えられない
困難が無数にあることを実感しました。
　理不尽な上司、言葉の壁、残業、ホテルにただ1人の日本人という緊張感などで疲弊し精神的に追い詰め
られていく日々。そんな環境 だったからこそ仲間の有り難さが身に沁み、図太さが身につきました。
　苦労や挫折は人を成長させてくれます！この半年間は僕の人生にとって大きな意味を持つはずです。
（インターンシップ先：上海浦東シェラトンホテル　フロントデスク・VIPラウンジスタッフ）

　私は、IT企業のエンジニア枠で内定を貰っていますが、就活中は、IT系のベンチャー企業のインターンにも
参加しました。そのインターンシップは、新規事業を考えて、プレゼンテーション形式で他のインターン生と
競う、というものでした。このインターンを通して、会社の雰囲気や、文化を知ることができました。 また、こ
のプレゼンテーションのコンテストで優勝したことで、最終面接への道が開けました。インターンシップは、
就活の大きなチャンスに成り得るので、積極的に参加するといいと思います。

　自己PRは「普通」でいいんです。私は、幼少からの自分史を書
き、「どう感じ、行動し、成長したか」を書き込みました。自分史に
溢れた情報を洗練させる中で整理がつき、面接等で話しやすく
なります。素直に、これまでの自分を認めてあげてください。私
の場合、知人との何気ない会話の中で自己ＰＲが出来上がりま
した。自分の長所を自分が把握しているとも限らないので、塞ぎ
込みがちな就活中でも積極的に人と関わってみましょう。独り
で取り組み続けると、第三者の視点を失うこともあります。
　自己理解が出来れば、あとは伝えるだけ。結果よりプロセスに
人間性が出やすいこと、欲張って情報を詰め込まないこと、具体
的に表現することの３つに留意して、自己PRを作っていきま
しょう。大丈夫！

　企業研究は、座学と実学のバランスを意識しつつ、徹底的
に行いました。希望企業にOG・OBさんがいなくても、手当た
り次第知人にあたってはパイプ役をお願いし、社員さんに
お会いする機会を作りました。先方の大事な時間を無駄に
は出来ない、大学のイメージを損ねたくないという責任感
で身が締まり、事前準備（HP、業界本、雑誌、新聞等の読み込
み）を怠りませんでした。最終的にご縁は無くとも、その後
も個人的にサポートしてくださる方もいて、人との出逢い
に恵まれた就活でした。また、就活の為に始めたことではあ
りませんが、一年次より名刺を持ち歩き、機会を見つけては
社会人の方と交換しています。企業説明会などでお話を
伺った際にも、感想などを交えた御礼状を送り、その後の交
流に繋げました。就活は、突き詰めれば『人と人とのやり取
り』なので、気遣いからの一手間を惜しまないでください。

　私は「メイドインジャパンを世界へ」という縦軸と「私がも
つ気づきを生かしていける場所」という横軸の交差する企業
がどこにあるのかを探すことに重きを置いていました。業界
研究ではまずシートを使って、大きく商社・メーカー・物流・
サービスなど業界分けをし、興味のあるサービスや物を扱っ
ている企業をリストアップして振り分けました。それ以降は
企業研究として、同様のシートをつかい、本社の場所、何をし
ていて、これからどのように社会に貢献し、企業規模を拡大
していくのかなど、一つずつ徹底的にウェブや有価証券取引
書などを参考にして、調べました。

　私の自己分析手法は生まれてから今までの「経験」を思い
出せるだけ書き出す作業でした。ただ書き出すだけではな
く、その経験をなぜしようと思ったのか。その経験を通して
何を得たのか。その時自分は何を考えていたのか。そして、自
分の行動によって周りの人間は自分のことをどういう風に
思っていたのかまで書き出すようにしました。文章に起こす
ことで、自分の行動パターンや、どんな時に幸せや悲しみを
感じるのかが客観的に分かり、どんな姿で働きたいかが見え
てくるようになりました。
　皆さんも大学生時代の自分だけでなく、さらに過去の自分
に目を向けてください。どんな業界・企業で働きたいかがよ
り明確に見え、自分に嘘をつくことなく、一貫性を持って自
分自身をアピールできると思います。就職活動頑張ってくだ
さい。応援しています。



就職活動で避けて通れない「電話」。普段はメールなどで連絡を取り合うことが多いので、「電話が苦手…」という人も多い
ハズ。しかし、ポイントを押さえておけば大丈夫です。今回は、好感の持たれる電話のかけ方について考えましょう。

①企業のシステムを理解する！
　パンフレット等に載っている電話番号は、ほとんどが企業
の代表番号です。目的の部署が不明な時は、最初に出た方に要
件を伝え、担当の方に繋がったら、必ず再度学校名・氏名・要件
を話しましょう。
②要件を整理してからかける！
　電話は要領よく、内容をきちんと伝えましょう。電話をする
前に、要件を箇条書きにしたメモを手元に置いておけば、焦ら
ずに落ち着いて話せます。もちろんメモに沿って話が進むとは
限りませんので、事前に家族や友人と練習しておくと良いで
しょう。

③時間帯をチェックする！
　企業への電話は勤務時間内で、先方が忙しくない時間帯を
選んでかけるようにしましょう。勤務時間は9時～17時30分
が一般的です。
【避けるべき時間帯】(緊急の用件がある場合は除く)
始業直前・就業間近／昼休み(11時30分～13時30分)／月曜日
の午前中・金曜日の午後／月末・月初

以上のことに気をつけ、好感の持てる電話のかけ方をマス
ターしましょう。

これからの社会人生活は長くありますので、焦らず、じっくりいろんな
会社を見てみてください。必ず「ここで働きたい」と思える会社に出会
えるはずです！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.23　

トラスコ中山株式会社　海外調達課

9:00 社内業務・ミーティング

営業に出かける前に、ご提案資料の作成等
をします。また支店内で営業活動をしてく
れる内勤営業と情報共有も欠かせません。

8:30 出社

出社したらまずはメールや FAXをチェック
して 1日のスケジュールを確認。8:50 から
朝礼が行われます。

販売店様もこの時間帯は外出していること
も多いため、その時間を利用して社内業務
をすることも。メーカー様との商談やお客
様からの宿題を確認したりします。

13:00 社内業務・商談

15:00 販売店様訪問

昼食でほっと一息。外食をする時もあれば、
支店に一旦帰社して同僚と一緒に食事をと
ることもあります。

12:00 昼食

お客様である販売店様を訪問します。お客
様のニーズをしっかり踏まえつつ、＋αのご
提案が出来るように心がけます。

10:00 販売店様訪問

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　物流センター業務、営業業務をそれぞれ一年間経験し、現在は海外調達
課で輸入業務を中心に行っています。海外商品の採用・開発もしており、
現地まで足を運んで新規開拓しています。トラスコの強みは「即納」で、お
客様が欲しいものを常に在庫していることが大切です。私自身も営業業
務を経験したらからこそ、当時自分がお客様からの要望にお応えできな
かった商品も参考にしながら、輸入業務では取扱アイテム拡充を行って
います。

★社会人になって感じたこと
　人との繋がりの大切さをより強く感じます。仕事において社内のさま
ざまな部署、仕入先様、販売店様等多くの方と関わります。一人で完結す
る仕事は無く、常にお互い協力し合って仕事が成り立っていることを実
感します。

★大学生活を振り返って
　大学生活は専攻語であるロシア語漬けの4年間でした。語学を通じてさ
まざまな国の人々と出会い、あらゆる文化や考え方を知り、視野を広げら
れました。

★就職活動時の印象に残った出来事
　さまざまな企業の方と話したり、会社訪問ができるのは就職活動の時
だけだと思います。私は業界を絞らず多くの会社を自分の目で見て回る
ようにしました。あらゆる企業の考え方や人に出会え、大変貴重な経験に
なりました。

（ロシア学科　2012年卒業）

午後の営業へ出かけます。タイミングを失
うと他社へ案件が持っていかれてしまうこ
ともあるので、フットワークとスピードが
大切です。

仕事後は、ジムや習い事に行ったり、社員
同士で飲みに行ったりリフレッシュの時間
に使います。社員同士も仲が良く、オンオ
フのメリハリがある社風です。

18:00 帰社・翌日の準備

営業を終えたら帰社して、メールチェックや
資料作成など、翌日も良いスタートダッシュ
が切れるように仕事を整理して帰ります。

18:30 退社

　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！

　当社は機械工具・産業用消耗品をはじめとしたプロツールの
卸売業を通じて、日本の基幹産業であるモノづくりに貢献する
会社です。入社後は営業（ルートセールス）の仕事が中心ですが、
他社が真似できない商品力・情報力・物流力を武器に自分自身で
戦略を考えて営業活動をすることができ、キャリアステップの中
でさまざまな仕事を経験することが可能です。また産休・育休や
雇用延長等、性別・年齢関係なく活躍できる環境が整っています。

電話のかけ方

社会人、頑張ってます！
営業担当の

就職活動＆インターンシップ体験記 !!

本インターン（以下 IS）で学んだことは①営業の楽しさ②動くこと
の大切さ③トラスコ中山の暖かさです。①私がこのインターンに参加
した動機は、営業は嫌だから IS で体験だけしよう、というものでした。
最初は営業＝きついというイメージでしたが、実際に体験すると、面白
みに気づきました。例えば、セールストークの後、お忙しい中お客様か
ら丁寧なフィードバックを頂いたとき。お客様に喫茶店に連れていって
もらい、貴重なお話を伺ったとき。人と人との繋がりが、営業の醍醐
味だと知りました。②本 IS では、常に行動することが求められました。
何をするにもほぼ挙手の立候補制だったので、慣れないうちは辛かっ
たです。しかし、実際に行動することで初めて客観的に評価してもらえ、
アドバイスももらえると学びました。何もしないままではもったいない、
何かしよう！と思えるきっかけをもらえました。③お昼休みは毎日社員
食堂で食べており、社員の方々と交流することができました。お話しす
る社員の方々はみんなとても親切で、仕事についてさまざまなことを
教えていただきました。また、採用課の方々がとても暖かったです。時
には厳しく、時には優しく指導していただきました。何か悩みがあれば、
IS 終了時間後も残って相談に乗ってくださいました。頑張れば頑張る
ほど応援してくださる採用課の方々のおかげで、自分の中に限界を設
けず挑戦することができました。本当に貴重な 9 日間でした。

特別、公務員になりたいというわけではありませんでした。それで
もこの垂水区役所のインターンシップに参加したのはその実習内容が
非常に魅力的であったことに加え、それが私の関心のある分野だった
からです。内容を簡単に説明すると、いわゆるインターンシップ先の
業務を実際に体験する形ではなく、「学生の方が上手くできる事」を
自分たちで考え実践する形で、具体的には垂水区役所の facebook
ページを使って企画を考え、垂水を PR するといったものでした。

私は阪神・淡路大震災系の企画を提案し、神戸のさまざまな場所で
幅広い年齢層の方々に震災についてインタビューを行い、それを
facebook ページで発信していきました。学生が企画やイベントの提
案をすることに留まるインターンシップが多い中、それを実践し報告
までの一連の流れを経験することが出来たのが大きな特徴だったと思
います。

このインターンシップでの公務員体験を通じ、さまざまな経験をし
て新しい視点や考え方を得ることができましたが、やはり公務員にな
りたいとは思いませんでした。インターンシップの上手な活用とは言
えないかもしれませんが、私の中にあった将来の選択肢を少し狭める
ことができました。インターンシップの生かし方は人それぞれだなと
感じました。

インターンシップ体験記

就職活動体験記

トラスコ中山株式会社 英米学科３年 神戸市垂水区役所 まちづくり推進部　まちづくり課

日　数 実習の内容 コメント
応募前 エントリーシート（以下

ES）提出、事前面接
学内選考を経て、面接へ。面接ではESをもとに質
問をされた。初めての面接で、とても緊張。

1日目 ガイダンス、会社説明 とにかく初日は緊張しっぱなし。採用課の方々に
何度も注意され、きついなあという印象。

2日目 業務内容理解、企業の歴史
や企業理念の勉強、訓話

業務内容や企業についての理解を深める。「社員
を一番大事にする」という企業理念に感動。

3日目 営業ロールプレイング、ビ
ジネスマナー講座

内勤、外勤営業のロールプレイングは、採用課の
方々が扮するお客さんの要望に応えようと奮闘。

4日目 支店に行き営業同行 各支店に行き、社員の方のサポートを受けながら
営業体験。セールストークの難しさを実感。

5日目 プラネット神戸（物流セン
ター）にて物流の仕組みの
勉強。営業同行の振り返り

物流センターで実際の業務体験！効率的に進め
るためのシステムがたくさんあり、感動！営業同
行振り返りでは皆からフィードバックをもらう。

6日目 翌日の提案営業に向けて
の企画準備

提案営業（お客様のお困りごとを考え、売る商品
を考える）のための準備。お客様の立場で考える
ことの難しさを痛感。

7日目 各支店にて提案営業 いよいよ提案営業！自分たちの案はすでに実行
されていたと聞き、撃沈。リサーチの重要さを知
る。でもいい経験になりました。

8日目 最終プレゼン準備 最終プレゼンの調整。あまりうまく進まず、終了
時間後も残ってプレゼン準備。終電まで話し合い
をし、クタクタで帰宅。

9日目 最終プレゼン、懇親会 プレゼン発表！プレゼンのあと全員に表彰状と
コメントが。皆思わず涙。その後の懇親会では採
用課以外の方々も参加してくれていた。

11月
下旬

就職活動講座、同窓会 ESの書き方指導や面接の練習。その後は飲食店
にて懇親会！とても仲が良いメンバーなので、楽
しかった！

国際関係学科３年

日　数 実習の内容 コメント
1日目 ①垂水区についてのオリエン

テーション
②区役所内見学
③マナー講座

垂水区の概要について課長から説明していた
だきました。垂水区でインターン活動を行う
上で知っておくべき知識を学びました。

2日目 ①学生企画打ち合わせ
②垂水区HPレイアウト検討
③パールキャンドルPR事業補助

垂水区のHPのレイアウトを学生インターン
の視点で検討しました。

3日目 ①学生企画打ち合わせ
②学生企画提案会ー区長、副区
長、課長、係長

10分程度で自分たちの企画についてプレゼ
ンを行いました。事前の準備が大変でした。

4日目 ①パールキャンドル2014出務 運営の手伝いをしました。一日いっしょに活
動する中で区役所の職員さんたちと親睦を深
めることができました。

5日目 ①学生企画実践
＠神戸市外大

神戸市外大で学生やキャリアサポートセン
ターの職員さんにインタビューを行いました。
兵庫県外の学生の意見を聞くことができました。

6日目 ①学生企画実践
＠人と防災未来センター

実際に阪神・淡路大震災を被災した語り部さんに
当時の惨状についてお話を伺うことができました。

7日目 ①学生企画実践
＠本州四国連絡高速道路株式
会社

垂水区のシンボルでもある明石海峡大橋を管
理している会社の方にお話を伺いました。当
時海峡大橋は地震の影響で全長がわずかに伸
びたようです。現在は震災に対する工夫が充
実しているそうです。

8日目 ①学生企画実践
＠垂水消防署

垂水消防署内の設備を見学させていただいた
り、震災当時、消防士として活躍された方々の
お話を伺うことができました。

9日目 ①学生企画実践
＠県立舞子高校

環境防災課の先生にお話を伺いました。国際
震災会議に参加するために希望する生徒が海
外に派遣されるという話が印象的でした。

10日目 ①学生企画報告会ー課長、係長
②インターンシップ総括

自分たちの企画を振り返り、成果や反省点を
報告しました。１人10分程度のプレゼンを行
いました。

株式会社　時事通信社 イスパニア学科４年

共同通信社の秋採用を受けていたとき、選考で模擬取材をすることが
ありました。東京は新橋周辺で取材をし、記事を書くというものです。
飲食店を中心に取材していたのですが、仕込み等で忙しい時間だったこ
ともあり、なかなかお話を聞かせてもらえませんでした。それでも締め
切り時間までに書き上げなければならず、一度断られても、「３分、いや
１分でもいいので！」としつこくお願いして取材させてもらい、なんと
か記事にしました。その時に改めて、記者の仕事には粘り強さが肝要だ
と感じました。

就職活動においても、私の場合は諦めが悪く、夏の終わりまでずっと
粘りました。特に業界を拡げるわけでもなく、出版か報道の分野でどこ

月 就職活動全体の状況 内定先の活動状況 コメント その時の気持ちの波
1月 出版社書類/筆記対策 説明会に参加 書類を書くのに忙殺 ただひたすらに多忙。

2月 出版社選考/新聞社書類 書類準備 書類を書くのに忙殺 選考始まり、「いよいよ」と。

3月 出版社選考/新聞社書類 書類準備 書類書きつつ、選考。忙殺。 調子よく進み、いい感じ。

4月 出版社・新聞社選考 書類提出→５月から筆記、面接 出版社、最終落ちもあって沈む。 最終落ちで、１週間ほど冬眠。

7月 秋採用書類提出 最終選考で一度敗退 スーツが暑くなる。 「秋で決めよう」という感じ。

8月 秋採用の筆記、面接 連絡があり、繰り上げで内々定 拾われて救われました。 とりあえず安心。

か募集していれば書類を出す、という案配です。それが良いのか悪いの
かは結局、分かりませんが、結果が出て、今はとりあえずほっとしてい
ます。そういう意味では結果が全てなのかもしれません。少なくとも、
今後何年間も働く（はずの）場所を探す以上、時間がかかってもいいの
ではないでしょうか、ということは経験した身として申し上げます。

ところで、今後就職活動をする人で、それを機に新聞を読むようにな
る人もいるでしょう。「A 紙と B 紙で言っていること逆やん！」という時
などは、是非、「時事ドットコム」を見てくださいね。とてもとても中立
的な報道機関、時事通信社を今後ともよろしくお願いします！



就職活動で避けて通れない「電話」。普段はメールなどで連絡を取り合うことが多いので、「電話が苦手…」という人も多い
ハズ。しかし、ポイントを押さえておけば大丈夫です。今回は、好感の持たれる電話のかけ方について考えましょう。

①企業のシステムを理解する！
　パンフレット等に載っている電話番号は、ほとんどが企業
の代表番号です。目的の部署が不明な時は、最初に出た方に要
件を伝え、担当の方に繋がったら、必ず再度学校名・氏名・要件
を話しましょう。
②要件を整理してからかける！
　電話は要領よく、内容をきちんと伝えましょう。電話をする
前に、要件を箇条書きにしたメモを手元に置いておけば、焦ら
ずに落ち着いて話せます。もちろんメモに沿って話が進むとは
限りませんので、事前に家族や友人と練習しておくと良いで
しょう。

③時間帯をチェックする！
　企業への電話は勤務時間内で、先方が忙しくない時間帯を
選んでかけるようにしましょう。勤務時間は9時～17時30分
が一般的です。
【避けるべき時間帯】(緊急の用件がある場合は除く)
始業直前・就業間近／昼休み(11時30分～13時30分)／月曜日
の午前中・金曜日の午後／月末・月初

以上のことに気をつけ、好感の持てる電話のかけ方をマス
ターしましょう。

これからの社会人生活は長くありますので、焦らず、じっくりいろんな
会社を見てみてください。必ず「ここで働きたい」と思える会社に出会
えるはずです！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.23　

トラスコ中山株式会社　海外調達課

9:00 社内業務・ミーティング

営業に出かける前に、ご提案資料の作成等
をします。また支店内で営業活動をしてく
れる内勤営業と情報共有も欠かせません。

8:30 出社

出社したらまずはメールや FAXをチェック
して 1日のスケジュールを確認。8:50 から
朝礼が行われます。

販売店様もこの時間帯は外出していること
も多いため、その時間を利用して社内業務
をすることも。メーカー様との商談やお客
様からの宿題を確認したりします。

13:00 社内業務・商談

15:00 販売店様訪問

昼食でほっと一息。外食をする時もあれば、
支店に一旦帰社して同僚と一緒に食事をと
ることもあります。

12:00 昼食

お客様である販売店様を訪問します。お客
様のニーズをしっかり踏まえつつ、＋αのご
提案が出来るように心がけます。

10:00 販売店様訪問

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　物流センター業務、営業業務をそれぞれ一年間経験し、現在は海外調達
課で輸入業務を中心に行っています。海外商品の採用・開発もしており、
現地まで足を運んで新規開拓しています。トラスコの強みは「即納」で、お
客様が欲しいものを常に在庫していることが大切です。私自身も営業業
務を経験したらからこそ、当時自分がお客様からの要望にお応えできな
かった商品も参考にしながら、輸入業務では取扱アイテム拡充を行って
います。

★社会人になって感じたこと
　人との繋がりの大切さをより強く感じます。仕事において社内のさま
ざまな部署、仕入先様、販売店様等多くの方と関わります。一人で完結す
る仕事は無く、常にお互い協力し合って仕事が成り立っていることを実
感します。

★大学生活を振り返って
　大学生活は専攻語であるロシア語漬けの4年間でした。語学を通じてさ
まざまな国の人々と出会い、あらゆる文化や考え方を知り、視野を広げら
れました。

★就職活動時の印象に残った出来事
　さまざまな企業の方と話したり、会社訪問ができるのは就職活動の時
だけだと思います。私は業界を絞らず多くの会社を自分の目で見て回る
ようにしました。あらゆる企業の考え方や人に出会え、大変貴重な経験に
なりました。

（ロシア学科　2012年卒業）

午後の営業へ出かけます。タイミングを失
うと他社へ案件が持っていかれてしまうこ
ともあるので、フットワークとスピードが
大切です。

仕事後は、ジムや習い事に行ったり、社員
同士で飲みに行ったりリフレッシュの時間
に使います。社員同士も仲が良く、オンオ
フのメリハリがある社風です。

18:00 帰社・翌日の準備

営業を終えたら帰社して、メールチェックや
資料作成など、翌日も良いスタートダッシュ
が切れるように仕事を整理して帰ります。

18:30 退社

　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！

　当社は機械工具・産業用消耗品をはじめとしたプロツールの
卸売業を通じて、日本の基幹産業であるモノづくりに貢献する
会社です。入社後は営業（ルートセールス）の仕事が中心ですが、
他社が真似できない商品力・情報力・物流力を武器に自分自身で
戦略を考えて営業活動をすることができ、キャリアステップの中
でさまざまな仕事を経験することが可能です。また産休・育休や
雇用延長等、性別・年齢関係なく活躍できる環境が整っています。

電話のかけ方

社会人、頑張ってます！
営業担当の



企業人事担当者から

1. 優秀な人財とは学力と人間性を兼ね備えた人です。成績証明書
や筆記試験の点数も重視しますが、やはり人間性を重視します。
当社の求める人財は、①プラス思考の人、非凡な人、②何か一
つナンバーワンを持っている人、③勇気と目標を持っている人
です。プラス思考の一例ですが、参考にしてください。吐く（は
く）という字は口からプラスなこともマイナスなことも言うこ
とですが、マイナスなことは言わず、プラスなことばかり言う
ことで叶う（かなう）という字になります。夢や希望が叶うの
です。

2. ズバリ偏差値の高い大学で、何といっても学力があることです。
神戸市外国語大学に入学できたのは、高校時代に頑張った結果
だと思います。それが良いところで全般的にいえることです。

悪いところは全般的にはいえません。学内説明会などで個人個
人を見ていて、悪いところではないのですが、少しおとなしい
人がいます。もう少し元気であってほしいと思います。

3. ココは気を付けてほしい点は、容姿・態度・清潔感・服装センス・
礼儀正しさ・親しみやすさ・バイタリティー・若々しさ・明るさ
等です。一度自己チェックしてみてください。また、他の学生
さんを見て“あのような人になりたい”とか“あのような人に
はなりたくない”とか思う人がいると思います。自己分析したり、
他己（他人）分析したりして改善するべき点を改善してください。
ココはそんなに気にしなくても良い点の一例です。面接などで

「○○させていただいています」と言われる方がいますが、あま
りへりくだらないで「○○しています」で結構ですよ。

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

ＴＯＮＥ株式会社

株式会社インテリジェンス

ダンロップスポーツ株式会社

野村貿易株式会社

～人事担当者からのアドバイス～

＜読み方＞

1.自分の意志で「あなたらしい」価値を社会に提供したいと思う方
　実は弊社の選考では基本的に志望動機は聞きません。皆さん
が将来の「なりたい姿」や「やりたいこと」に対してどれだけ

「意思」を持っているかを重視しています。意思を持っている
かは社会人になる上で大事な要素です。特に人材ビジネスでは、
明確な「正解」がなく、その「正解」を意思を込め、創造して
いかなければなりません。正解がないビジネスに、自分の意志
で「あなたらしい」価値を社会に提供したいと思う方、お待ち
しております。

2.「謙虚」で「誠実」なイメージです。
　謙虚で誠実に人と向き合っている方が多いと感じています。
人材ビジネスは「ヒト」ととことん、向き合うビジネスですの
でそういった意味では合う方が多いのかと感じています。「謙

1.自分で考えて、やり抜ける素養があるか
　当社は少数精鋭で仕事をしているため、ひとりひとりが大切
な戦力です。そのため、社員全員には自律的な行動が求められ
ます。それは、ベテラン社員でも新入社員でもどんな立場の人
間でも変わりません。「学生時代にこんなことをやった！」「こ
んな成績を残した！」というのもひとつの重要なアピールポイ
ントですが、「なぜやろうと思ったのか」「どんなプロセスをた
どって結果に結びついたのか」もしっかり見ています。

3-1.ありのままのあなたを見せてください！
　採用面接を受けていると、周りを気にして心にもないことや
時には嘘をついてしまうこともあるかもしれません。ですが、

1.信頼
　経営理念として掲げている「信頼」は約 100 年前の創業当
初から大切にされてきたものです。当社は海外と関わるビジネ
スが 90％以上を占めていますが、人種や習慣が異なっても、
お互いの信頼関係なくして良いビジネスは築けませんし、続か
ないと考えています。社内社外問わず信頼関係を築ける方と一
緒に仕事をしたいと思っています。

2.芯がしっかりしている
　当社で活躍している神戸市外大 OB・OG 社員は一見控えめ
に見えますが、海外留学経験が豊富なこともあってか、自分の
考えをしっかり持ち、かつ相手に伝えられる力があり、頼られ
る存在です。また選考を通じて今までお話させていただいた皆

虚」の裏返しかもしれませんが、外国語大学出身だから英語を
使える仕事を選ぶのではなく、英語を使って何をしたいのかと
いう風に自分の可能性を信じて、価値観を広げてみることもよ
いかもしれません。

3.「どこに行くのか？」ではなく、「どうなりたいか」をとことん
考えてください。
　そう考えた先に、結果として自分らしく働ける場所が見つか
ると思います。
　社会に出る前にとことん自分に向き合い、自分の足を使って
世の中の「知っていること」の幅を広げてください。そうすれ
ば必ず、「あなたらしく」働ける場所は見つかるはずです。
　今の日本の就職活動は内定が「ゴール」になりがちです。ぜ
ひ内定が「スタート」となる就活へ頑張ってください！

私たちが知りたいのは、「ありのままのあなた」です。採用業
務のひとつに面接者の本音を見定めることがあります。取り繕
うことに良い印象は持てません。
　「これが私です！」という等身大の自分を見せてください。

3-2.周りに流されないでください！
　人としての礼儀は必要ですが、その他のハウツー情報は気に
することなくご自身を表現してください。また、他の人の就職
活動状況も気にしなくて大丈夫です。
　他人と比較し、焦ったり安心したりしても仕方がありません。
　自分自身の大切な将来のことですから後悔のないようにやり
抜いてくださいね。

さんの先輩方も、とても誠実で安心感があり、かつ豊かな国際
感覚を持ち合わせていると感じます。これからの時代には必要
不可欠な要素だと思いますので、ぜひ自信を持ってください。

3.自分の言葉で表現
　最近は面接マニュアル本も多く存在しますが、そういったも
のでテクニックを磨いても本当のあなたは伝わってきません。
たいした経験はしていないと思われている方もいるかもしれま
せんが、いかなる経験もあなたの経験はあなただけのものです。
気持ちを込めれば自然と自分の言葉で伝えることができます。
　就職活動は今までの自分を見つめ直し、未来を想像する貴重な
機会と捉え、有意義な時間を過ごしていただきたいと思います。



1. 将来の「ビジョン」が共有できるかだと思います。「私はこん
なことをやってきた」と過去を分析することも大事なのですが、
会社に入って「どんなことがしたいか、どんな風になりたいか」
ということの方がもっと大切です。なぜなら、それらはこれか
ら新しく創りあげていくことだからです。そのビジョンに差異
があるならば、例え過去にどんなに素晴らしい経験をしていて
も、幸せに働くことは難しいのではないかと思います。「ビジョ
ン」を共有できる企業を探して頂けたらと思います。

2. 良いところはやはり、語学に精通したうえでグローバルに活躍
する意欲が非常に高いことです。また、留学の経験から多様な

1. 物流企業である山九の基本は作業会社で、お客様工場構内、港
湾などの現場でさまざまな作業を提供している会社です。「人
間力」を大切にしている当社では社員１人ひとりを最大の財産
と考え常に現場を重視していますので、それぞれの現場で管理、
監督できる資質を有しているかがポイントとなり、それらを面
接でチェックします、要は人物重視です。論理的な説明力、そ
の会社に入社したい熱意、元気で前向きな姿勢、グローバルに
活躍したいという強い意志と向上心があるか、などを見ます。

2. 基礎学力、語学力、コミュニケーション能力が高く、国内、海
外どこでもグローバルに活躍したいという学生さんが多く、誠

文化や考え方を理解し、コミュニケートできる学生が多いと思
います。悪いところは特にありません。

3. 素直に自分の想いや、考えをぶつけてください。就職活動は「選
考」という建前ですが、「マッチング」の場であると私は考え
ています。「選考」される結果が全てであれば、自分を偽って
でも選ばれることに必死になってしまうのかもしれません。し
かし、入社する会社との付き合いは一生です。嘘偽りのない気
持ちを伝えて、相思相愛の関係になれる企業と巡り会えるまで
諦めずに努力していただけたらと思います。

実で真面目な面が見受けられます。
3. 外大生は語学力が高く、海外志向の強い学生さんが多いのです

が、あまり海外ばかりにこだわりすぎるとマイナスに見られる
ことがあります。まずは日本国内で基本を磨いてから海外勤務
となります。翻訳や通訳の採用ではなく総合職（将来の経営幹
部候補）としての採用となりますので注意してください。志望
動機を言われる際、就活本に書かれているような抽象的でマ
ニュアルどおりの表現が数多く見受けられます、何事にも自分
の言葉で具体的に述べてください。

阪和興業株式会社

山九株式会社

株式会社 千趣会 （ベルメゾン）

日本電産株式会社

リゾートトラスト株式会社

1.ビジョンへの共感
　千趣会の「ウーマンスマイルカンパニー」という企業ビジョ
ンに共感できるかどうかは非常に重要です。企業の目指してい
る方向性と、自分自身の目指したい方向性が一致することが、
就職において何より重要であると考えています。その共感があ
るからこそ、具体的にやりたい仕事等が明確になってくると思
いますので、まずはどの企業を見る時も、会社がどのようなビ
ジョンを持っているかを確認してほしいと思います。

2.変化を恐れない姿勢、自ら考え動く主体性
　外国語大学という事もあってか、現状に満足しておらず、留
学のように日常に変化を起こして、主体的に行動する方が多い

1.『人柄』と『感性』を重視
　自己 PR で「○○長を務めた」や「国際○○でリーダーを…」
など、「分かりやすく目に留まる話をしなければいけない」と
思われる方もいますが、話のスケールの大小ではなく、そのエ
ピソードの中で「あなただからこそ何を考え何を行い、どんな
影響を与えることができたか」という細部を話してほしいと思
います。組織の中でよりよい方向への協力体制が自然にできる
心構えを持ち、人の想いを読み取ろうと努力できる「感性豊か
な人」と一緒に働きたいと思っています。

2.グローバル感覚とアグレッシブさ
　日本電産は海外生産比率 100％、海外売上比率 77％と、海外
との関わりが非常に重要です。その点で高い語学力とグローバ
ル感覚、そして新たな環境に飛び込むアグレッシブさを兼ね備

1. 弊社の主力商品である「会員制リゾートホテル エクシブ」の
主要顧客は会社経営者の方々です。そのため、顧客と信頼関係
を構築する「営業職」、顧客の非日常をプロデュースする「ホ
テル運営職」においても人間力が必要となるため、面接におい
ては「これまでの経験を糧に、今後どのように成長することが
できるのか」を最重視しております。

2. 外国語学習を通じた高いコミュニケーション能力・継続力が、
神外大生の強みだと考えております。弊社での募集予定職種に
おいて、外国語を活用した業務は多くはありませんが、これら

と、OB・OG の千趣会社員を見て感じています。入社後に必
ず必要となる考え方ですので、これからお会いする方にも、そ
の点を求めています。

3.海外経験の中で何を考え行動したか
　決して海外経験があることがアドバンテージになることはな
く、その環境の中で何を考え、どう行動したか、という点が重
要なポイントだと感じています。ですので、就職活動の際は、
そのように一歩踏み込んだ視点で物事を考えるようにしてほし
いと思います。また、決して海外でなくとも、そういった経験
をされていることがあれば、ぜひお話を聞かせていただきたい
と思います。

える神外大生は、当社の中でもさまざまな部門で活躍しています。
　そして神外大生は元気な人、優しい人、気配りの上手な人等、
とても個性豊か！常に回りの同僚に愛される人ばかりなことも
あり、これから入社してくださる方にも期待しています。

3.「選ばれる」より「選ぶ」気持ちで！
　面接ではしっかり「会話」して、お互いに「一緒に働きたい！」
とワクワクする出会いを探しましょう！企業は「一字一句間違
えずに話せる人」を探しているわけでありません。面接で「う
まく話す」ことを意識しすぎず、皆さんの個性と魅力を伝えて
ほしいです。聞こえの良い表面的な言葉よりも、皆さんのあり
のままの言葉を聞くことで、入社後皆さんの個性がどんな風に
生きるのかを、相互に確認したいと思っています。皆さんも私
たち企業を「選ぶ」気持ちで会いに来てください！

の強みはビジネスの場面において求められる力です。
3. 面接での自己 PR の際にエントリーシートを丸暗記されていて、

一字一句間違えずに話そうとする方がいらっしゃいます。面接
は暗唱大会ではないため、エントリーシート記載以外の「あな
たにしかない魅力」を採用担当者に伝えてください。
　また、第一印象を良くするために身だしなみに気を使うこと
は大事ですが、内面まで装う必要はありません。自分自身のあ
りのままをさらけ出して得た内定でなければ、本当の「納得内
定」には繋がらないかもしれません。



お 知 ら せ
　後期試験について

　2 月 3 日（火曜）～ 2 月 9 日（月曜）に後期試験を行います。
（2 月 10 日（火曜）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（教務入試広報班で受
け取り又は GAIDAI PASS からダウンロードしてください）と事由証明
書を教務入試広報班へ提出してください。

　日本学生支援機構奨学金について

「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、
スカラネットパーソナル　http://www.jasso.go.jp/security/spopen.
html 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。スカラネットパーソナルへの
登録がまだの方は、至急登録をしてください。
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 月下旬に掲示予定。

【問合せ先】学生支援・教育グループ学生支援班　TEL：078-794-8131

　授業料減免申請の受付

　2015 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：下記の要件のどちらかに該当する学生のうち、減免基準を
満たす学生
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：2015 年 1 月 6 日（火曜）～ 23 日（金曜）
３．申請受付締切日：1 月 23 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。

【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班　TEL:078-794-8131

　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 10 日（水曜）
　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：１月５日（月曜）、６日 ( 火曜 )
　※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

　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 27 日（土曜）から 2015 年 1 月 4 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 22 日（月曜）～ 26 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22日（月曜）～25日（木曜）、26日（金曜）８時30分～21時10分
12月24日（水曜）８時30分～19時
＜学生会館＞
12 月 22 日（月曜）～ 26 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）
※ 26 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 20 日（土曜）
　年末年始　12 月 27 日（土曜）～ 1 月 3 日（土曜）
★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　2014 年 12 月 8 日（月曜）～ 12 月 26 日（金曜）
　返却日　　2015 年 1 月 9 日（金曜）
　※院生は 12 月 12 日（金曜）以降の返却日は 4 週間後になります。
　貸出冊数　通常通りです。
★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：
　2015 年 1 月 13 日（火曜）～ 2 月 9 日（月曜）（閉館日・土曜日を除く）
　開館時間：8 時 40 分～ 21 時 30 分

　センター試験準備及び試験当日に伴う休講について

　1 月 16 日（金）はセンター試験準備のため、休講となります。また、
1 月 16 日（金）・17 日（土）・18 日（日）の 3 日間は、準備・試験のた
め、学内全施設使用できません。ご協力をお願いします。

　課外活動報告

☆第 10 期親善大使「スマイル神戸」
　中国学科 2 年小谷茜さんが、神戸市の親善大使である「スマイル神戸」
に選ばれ、10 月 3 日（金曜）から神戸市の観光宣伝事業、親善交流事業
等で活動しています。
☆第 6 回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト
　10 月 4 日（土曜）神戸市立灘区民ホールにおいて、「第 6 回兵庫県中
国文化交流会中国通コンテスト」が行われ、創作部門で、中国学科 3 年
の春口昌輝さんが最優秀賞、同じく中国学科 2 年の縬谷翼さんが優秀賞
を受賞しました。
☆第 32 回全日本中国語スピーチコンテスト富山県大会
　10 月 25 日（土曜）富山県中小企業 研修センターにおいて、「第 32
回全日本中国語スピーチコンテスト富山県大会」が行われ、スピーチの
部大学生部門で、中国学科３年の川上俊輝さんが優勝しました。

　クラブ・サークル等のお知らせ記事掲載について

　GAIDAI NEWS では、次号よりクラブ・サークル等学生団体の方から
のお知らせを掲載するコーナーを設けます。希望がある団体の方は、広
報班までお知らせください。

【問合せ先】経営企画グループ　広報班　TEL:078-794-8106
announce@office.kobe-cufs.ac.jp

　行事予定（12月～2015年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22日（月曜）～26日（金曜） 補講・集中講義

12月27日（土曜）～2015年1月4日（日曜） 冬季休業

1月12日（月曜）～15日（木曜） 阪神・淡路大震災20年パネル展

1月16日（金曜） 大学入試センター試験準備の
ための休講

1月17日（土曜）・18日（日曜） 大学入試センター試験

1月27日（火曜）～29日（木曜） 補講・予備日

2月3日（火曜）～9日（月曜） 後期試験


