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外大生 就活のリアル
2016 年度採用から就職活動のスタート時期が変更され、就活生も、そうでない人も就職活動について不安や疑問を持っている人は
多いのではないでしょうか。ただし、時期が変更になっても、企業研究に自己分析にやることは同じはず。前向きな気持ちで就職活
動に取り組めるよう、就職活動の基本や今できることを紹介します！「就職活動は、まだ先」な、１・２年生も参考にしてみてください！

＜2017 年卒 就職活動スケジュール＞
３月 ：企業の広報開始
６月 ：選考開始（内々定）
10月 ：内定
就活準備期間が長くなり、実際の活動が短
くなったことにより、インターンシップを
積極的に行う企業が増加したようです

決めろ！スタート
ダッシュ！

8 月
2015年 2016年

・業界研究
・自己分析
・インターンシップ
・OB・OG訪問など

12月 3月 4月 6月 8月 10月

（経団連加盟企業のケース）

就活準備期間
就　活　期　間

就活期間が短く、選考スケジュールが密になることが予想されます！

２
０
１
７
年
卒

企業の広報開始（説明会・会社訪問など）

内定

選考開始（筆記・面接など）

じゃあ、就活を
終えた外大生に
直接聞いてみよう！

なるほど！
でも、何から手を
つけたらいいやら、、、

就
活

気付けばもう
３年生も終わり。

まず、スケジュール
確認は必須！

１,２年でいろいろやってきた俺。
そんな俺を待ち受けるもの、、、、、

人生を決める大切な就活。
失敗したくない。
周りのみんなも少しずつ
準備してるのかな。

大丈夫？
ハッ

部活に、 アルバイトに、

勉強に、

何から始めたら
いいかわからなくて…助けてください

なるほど！
じゃあ、
私に任せて！

そ
れ
は
、

ジャ
ーン

お願いします



座 談 会

　就活時期

● 2015 年度に就活スケジュールが変更。
　影響はありましたか？

A：11 月にインターンに参加。最初から
頑張りすぎて、選考が始まるまでが長かっ
たです。
B：金融業界はセミナーが多いため、春
が忙しかったです。
A：インターン参加者を優先的に採用し
ている企業もありました。
C：内定が出る時期が業界により違うの
で、周りと比べて焦りました。8 月以前
は「面接」ができないため「面談」を行
うなど、選考フローが不透明だと感じる
ことがありましたね。

　面接・選考

●面接で印象に残っていることは？

C：私は、最初の面接がグループ面接で
した。他の学生と自分を比較してしまい
ました。
B：「面談」でもきちんと見られているの
で、最低限のマナーは大切です。また、
iPad でメモを取られているなど目が合わ
ない面接はやりにくかったです。
A：私は、初めての面接が３時間もあり
ました。「行きたくない部署は？」は答え
にくかったです。

●オワハラはありましたか？

B：ありませんでした。ただ、第一志望
でないことが先方に伝わってしまうと、
次の選考に進めないことはありました。
C：「他の企業は断ってくれますよね？」
と念を押されたことはありましたね。
A：他の選考状況はよく聞かれます。

●企業研究はどのようにしていましたか？

A：インターンなどを利用して現場に行
きました。
C：座談会に積極的に参加し、雰囲気を見
ました。社会人の友だちからのアドバイス
や、大学行事で知り合った 30 代・40 代
の方のお話もとても参考になりました。

●内定先の会社の決め手は？

A：内定先の会社は学内企業説明会で知
りました。面接後にフィードバックをく
れるなど、細やかな対応に惹かれました。
学内企業説明会でも社風を感じます。
B：挑戦できる・成長できる会社だと思っ
たこと、また自分の中でその業界のイメー
ジを変えてくれたことです。私も、社風
は自分に合っていると思います。

　外大生ならでは

●専攻語学について、どの程度聞かれまし
たか？

A：エントリーシート（ES）で書いた中
国語の南方・北方のなまり、日中関係に
ついて聞かれました。
C：「国際関係学科って何を学ぶところ？」
など、大学選択のこともどんどん掘り下
げられました。
B：「ロシア」と「法経商」が結びつきに
くいようで、「語学が専攻なのになぜ法律
関係の勉強？」と聞かれました。

●資格については？

A：HSK ６級※を持っていますが、あま
り知られていないようだったので、１か
ら説明しました。
C：TOEIC は頑張って勉強しました。中
国語や韓国語など他の言語にも興味があ
り、日常会話ができることはアピールし
ました。

●外大生であることをどうアピールしまし
たか？

C：留学経験や語学など、企業が外大生に
抱くイメージをそのまま PR しました。
A：語学力とその他の長所を場合によっ
て使い分けました。
B：外大生ですが、語学だけでなくファ
イナンシャル・プランニング技能士など
他の資格もアピールしました。アルバイ
トで英語を使って接客したことも話しま
した。

※中国政府公認の中国語資格で、初級レ
ベルの１級から上級レベルの６級まで、
級分けされています。

　後輩へのアドバイス

●就活を振り返っての失敗談やこうしてい
たらよかったことを教えてください。

B・C：SPI 等の対策は早めに！選考が始
まると対策の時間がなくなります。
A：企業独自のテストもチェックすべき
です。“ストロー”を使ってできることを
複数列挙するものもありました。キャリ
サポにある冊子が参考になります。
B：学内説明会は行きましょう。合同説
明会よりおすすめです。

●激励のことば

C：人と比べてしまい、誰かと話すのが
嫌になることもあるかと思います。でも、
たまにはご飯に行くなど殻にこもらず、
メンタルバランスを保ちながら頑張って
ください。
A：長期戦なので、ペース配分を考えなが
ら最後まで諦めずに頑張ってください。
B：台風など自力で解決できないこともあ
ります。でも、行くべきところに行くので、
自信を持って取り組んでください。

● 1、2 回生へ

全員：今はやりたいことをやりましょう！
経験は就活にも生きてきます。躊躇せず
にまず行動！

就職活動を終えた先輩方にスケジュールのこと、
面接のこと、そして外大生だからこそ感じたこと
などを教えてもらいました。

インタビュー・編集：広報サポーター

中国学科
A さん

内定業種：メーカー

ロシア学科
B さん

内定業種：金融

国際関係学科
C さん

内定業種：メーカー

何をするべきか
だんだんわかって
きたかもしれません！

さらに！さらに！
外大生に聞いた
就活情報も
教えちゃいます！



ア ーン トケ 結 果
続いて、就職活動を終えた先輩方に回答してもらったアンケート結果を紹介！
１・２年生も知っておくとためになる情報が満載です！
アンケート概要／対象：４年生　回答数：141名　実施期間：11月4日～10日

次のページにも就職活動に関する情報がたくさん！

ありがとうございます!!
俺、いいスタートダッシュが
切れそうです！

がんばってねアンケート回答より

＜こんな本を参考にしました！＞
・四季報
・四季報女子版
・業界地図

・これが本当の SPI３
・SPI ノートの会シリーズ
・速攻の時事

就職に関する本はキャリア
サポートセンターで閲覧・
貸出を行っています。
気になる本があれば、
まずキャリサポへ！

早いうちに情報を知れた。
インターン参加生のみの選考ルートがあった。
入りたくない業界がわかった。
興味のなかった業種の魅力を知れた。
インターンの時点で ES・グループディスカッ
ション（GD）・面接があることが多く、本番
での良い練習になった。
実際に働いている方とお話しできた。
★参加時期は、3 年生の 8 月から 4 年生の 4
月までさまざまでした。複数のインターンを
経験した人も！

エントリー数 ES提出枚数

インターン 参加してよかったこと
質問をあらかじめ考えておく
メールや電話のマナーを身に着けてから連絡
するなど
キャリサポの名簿を利用、先輩を訪問、企業の
人事の方から紹介など、きっかけはいろいろ。

OB・OG訪問
気をつけていたこと

・説明会の間など時間をつぶすための
カフェ代

・証明写真
・ストッキング、靴（すりへるので）
・とにかく交通費
・冬用のコート

交通費

こんなところに意外とお金が
かかりました！ HSK６級って中検だとどのレベル？

専攻言語を選んだ理由は？
ロシア語と英語はどちらのほうができますか？
仕事によっては、それほど英語を使わないけど
大丈夫ですか？
英語・国際関係を学んだのに、地元に帰って就
職するのはなぜ？

専攻・語学に関しての質問

実際に聞かれた質問

10 月
以前

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月
以降
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就職活動開始時期

僕自身、就活前に必要な情報を知ることができました。外大での学生生活を胸に、自信を持って就職活動に挑みましょう。
今回初めて広報サポーターメンバーとして GAIDAI NEWS の製作に関わらせていただきました。就活はまだまだですが、先輩方からの
アドバイスをもとに、充実した大学生活をおくりたいです。
外大の先輩方の貴重な経験談やリアルな就活のお話、データが満載な紙面になりました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

編
集
後
記

～20社
23%

その他
5%

～20枚
65%

21～40枚
27%

41枚～
5%

その他
3%

21～40社
17%

41～60社
26%

61～80社
9%

81～100社
16%

101社～
4%

～1万
11%

～5万
32%

～10万
29%

～20万
10%

～25万
2%

～30万
3% その他

10%

～15万
3%

参加
45%

した
31%

していない
69%

された
85%

されな
かった
15%

不参加
55%

昨年は、2 月ごろから就職活動をスタートさせてい
た人が多数。短期決戦の人もいましたが、「自己分析・
SPI は早めに始めるべき」という声多数！説明会等
がスタートすると、忙しくなってしまい、時間がと
れなくなってしまうようです。

インターン生に、早めに連絡があったり、GD が免除
されたりということがあったようです。志望の企業が
ある場合は、挑戦してみるのもいいかもしれません。
もちろん業界について知るためにも活用しましょう！

エントリーは１人平均 50 社、ES は 18 枚提出して
いたようです。エントリーした企業の中から選択し
て、ES を提出していたようですね。

貴重な時間をいただくので、質問をきちんと考えておくなどの準備
は必須ですね。話す場所を確認して、時間を無駄にしないようにし
ていた４年生もいらっしゃいました。

英語での面接や、自己紹介を専攻語ですることもあっ
たようです。
語学の検定など、外大生にとっては当たり前のことを聞か
れることもあるのできちんと説明できるようにしておこう！

東京など遠方での面接となると、けっこうかかってし
まうみたいですね。交通費以外にも、支出がたくさん！
対策が必須ですね。



１．就職支援講座　12月から1月にかけて下記のような講座が開催されます。
・就職基本ガイダンス ・英語面接講座
・グループディスカッション＆模擬面接講座 ・内定者体験報告会
・公務員採用試験個別相談会
・内定獲得のための就活準備講座 ～4年生の動きの総まとめ・面接対策～

２.就職に関する個人相談、カウンセリング
　キャリアサポートセンターのスタッフが就職希望の学生一人ひとりと面談し、キャリア計画作
り、会社選び、就職のためのスキルアップなど何でも相談に乗り、アドバイスします。
　早めにキャリアサポートセンターで予約を取って個人相談をしてください。

３.学内企業説明会
　2月中旬より200社近くの企業に本学にお越しいただき、会社説明会を開催していただきます。
できるだけ多くの説明会に参加し、企業研究を進めてください。詳細の日程は、決定しだい、
GAIDAI PASS等でお知らせします。

就職活動を通して本当にたくさんの企業、社員の方、就活生との出会いがあり、
大きく世界が広がったと感じています。悩んだり焦ったりすることもあると思
いますが、あまり抱え込まずに、就活生ならではのたくさんの出会いを楽しん
でください！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.28　

シスメックス株式会社　秘書室
8:30 上司出社

上司が出社したら1日のスケジュールを伝えます。

8:00 出社・朝の準備

上司（担当役員）が出社後すぐに仕事を開始できるよう、
部屋の電気や空調、PCのスイッチをオンにします。

この日は上司が出席するランチミーティングの開催日。お弁
当や資料を会議室にセッティングします。

11:30 ランチミーティングの準備

12:00 昼食

上司のお礼状やプレゼンの作成、出張時のホテル・移動・会
食場所等の手配を行います。

10:00 資料作成・各種手配

その日の自分の予定を確認し、やるべきことを明確にしてか
ら仕事を始めます。

9:00 始業

上司宛の郵便物を確認します。重要なもの、DMなど不要な
もの、他の部署に転送する必要があるものに仕分けをします。

　 郵便物チェック

他部門との打ち合わせ・外部との来客調整をします。

　 メールチェック・アポイント調整

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　入社後約1カ月の研修を経て秘書室に配属になりました。現在は外国人
役員2人の秘書業務を担当しています。秘書は多忙な上司にかわってスケ
ジュール管理、出張手配、来客対応や交際業務などを行い、上司がスムー
ズに仕事を進められるようサポートする役割を担っています。オフィス
で業務をすることが多いですが、出張や来客の際に上司に同行すること
もあります。

★社会人になって感じたこと
　優先順位をつけることの大切さです。仕事では、大小さまざまな業務が
同時に発生することや、自分だけでは完結しない業務が多くあります。そ
の中で重要度と優先度を考え、手際よく業務を進めていくことが重要だ
と感じています。

★大学生活を振り返って
　部活に勉強、アルバイトと忙しい毎日でしたが、とても充実した学生生
活でした。外大は語学力や国際的な視野をいかしてさまざまなことに挑
戦できる環境にあり、仲間とともに切磋琢磨しながら、自分の成長に繋が
る経験を積むことができたと感じています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　面接を楽しめるようになったことです。最初は相手からの質問に答え
る一方的なものだと考えていましたが、面接を通して企業や社員のこと
をより深く知ることができると感じました。それ以来、面接は「お互いの
ことを知るための場」と思い、自然体で臨むことができました。

（英米学科　2014 年卒業）

本社に勤務する同期とにぎやかな昼食タイム。
たくさん笑って息抜きをします。

上司に来客があった場合は秘書に連絡が来るので、取り次
ぎます。初めて会うお客様の場合は経歴や企業の情報も伝
えておきます。

13:00 上司との打合せ

伝達事項や確認することは簡潔に伝えられるよう事前にま
とめておきます。

16:00 部門業務に関する打合せ

秘書業務だけでなく、所属部門（秘書室）の業務もあります。

18:00 上司見送り・後片付け

上司の帰宅後は備品の確認やコーヒーメーカーの整備等を
行います。

18:30 退社

仕事後に買い物や習い事をしたり、同期と食事に行くことも
あります。

15:00 来客取次ぎ

　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！

　シスメックスは血液や尿の分析を行なう検査機器や診断薬、検査
情報システムの提供、さらにさまざまなサービス＆サポートを一貫
して行う総合メーカーです。
　中でも赤血球・白血球の数や機能を調べる検査装置（血球計数検
査）、血液の固まりやすさを調べる検査装置（血液凝固検査）はグロー
バルシェアNo.１を誇っています。
　現在は神戸を拠点に世界190カ国以上で事業を展開し、世界の約
90%に相当する地域に製品を供給しているグローバルな企業です。

就職活動スタートに備えて

社会人、頑張ってます！

　経団連より、来年度の大手企業の採用について、
会社説明会等の開始が3月から、選考開始が6月か
らという指針が出されました。
　会社説明会の開始は今年度と同じですが、選考開
始時期が２カ月早まったため、就職希望の学生は、
短期間に濃密な就職活動をする必要が出てきます。

　キャリアサポートセンターでは、2015年12月か
ら2016年3月にかけて、就職希望の学生への多様
な支援を用意しています。
　すでに来年度の就職活動は始まっていると考え
てください。そして、就職支援の方策、イベントに積
極的に参加し、それぞれの思い描く将来像を現実の
ものとしていってください。

就職活動＆インターンシップ体験記 !!

「大事なのは言葉じゃない。」とはよく聞くフレーズで、私も英
語を活かして、他の何かスキルとか特長など＋αを身につけよう
と香港へ行きました。現地では、会社本部で buyer サポーターと
して 2 週間、店舗に入って現場のアシスタントとして 2 週間、
City’Super さんのお仕事を学ばせていただきました。本部・店舗
ともに、1 週目は緊張もあり一つ一つの仕事をとても慎重にこなす
ことができましたが、2 週目に入ると職場や仕事にも慣れ、変に自
信がついてしまい、効率化ばかりを考えるようになりました。その
結果、利益計算でのケアレスミスなど、1 週目にはなかったミスを
指摘されるようになりました。私はこの 1 カ月の経験を通して、「慢
心せず、初心を忘れずに」ということを 1 番身に染みて学び、反
省しました。その後は同じ失敗をなくすため、どうすればいいか
考え、次の仕事に生かすようになりました。

今回のインターンシップで気づいたこと・学んだこと・身につ
いたことはこの他にもたくさんあり、例を挙げればキリがありませ
んが、どの経験も今後の自分の人生にとってかけがえのないもの
になったと思います。

将来の就活や仕事だけでなく、今の大学生活のなかでも取り入
れていけることも多くありました。まずはこの「慢心せず、初心を
忘れずに」ということを、普段の英語の勉強やゼミの活動などに
反映していけるよう尽力できればと思います。

兵庫県雇用開発協会のインターンシップ（IS）では、JICA 訪問、
『就活トレーニング』受講、プレゼンテーション作成発表を体験
しました。その中で、就活は恐れるものではなく、楽しんで前向
きにするものだということを学びました。就活とは、自分のキャ
リアプランをしっかり考え、やりたいことを見つけ、自分のこと
をとことん知る機会であると感じました。そして、社会人になる
前に、恥や失敗を恐れず、思いついたことは何でも挑戦すべきだ
と思いました。それが経験になり、将来生かすことができるかも
しれないし、それがきっかけとなり、やりたいことが見つかるか
もしれません。これから就職活動を始めるにあたって、さまざま
なことに挑戦しようと思います。また、グループディスカッショ
ンを通して、自分の意見を短時間でまとめ上げることがどれだけ
大切かを学びました。

IS 先の皆さんは、求職者に対して、とても親切に無料で就職
支援されていました。その姿を見て、人の役に立ちながら働くこ
とは誇らしいなと感じました。今まで、キャリアプランを考えた
ことがありませんでしたが、人の役に立つ仕事をするのは楽しそ
うだというビジョンが見えました。

若者しごと倶楽部では、就活に役立つセミナーや企業見学会、
模擬面接などさまざまな支援活動をしています。必ず、就職活動
の役に立ちますので、ぜひ立ち寄ってみてください。

就職活動体験記

インターンシップ体験記
City’ Super（香港） 英米学科３年　 兵庫県雇用開発協会

JFE 商事 株式会社 内定 日本モレックス合同会社内定英米学科４年　 英米学科４年　

私は人一倍心配性な性格のため、早めに就職活動をスタートしま
した。部活で夏のインターンシップには参加できなかったので、引
退後は、と思い２月にいくつかの 1day インターンシップに参加し
ました。インターンシップでは他大学の就活生と情報交換をしたり、
面接や ES の練習にもなったり、行きたい！という企業を見つける
ことができたり、逆にここは違うかな…という会社がわかったりで
きるので、都合がつく限り参加されるのをおすすめします。

JFE 商事も参加したインターンシップのうちの一つです。１日だ
けでしたが、この体験を通じて素敵な社員の方々と出会い、それか
らはこの会社がずっと第一志望でした。就職活動中はその熱意が伝
わるよう、できることは全てしました。例えば、学内説明会では、
説明が終わって帰ろうとしている人事の方にいくつかの質問をした
り、企業で行われた説明会でも質問をしたりと、「御社に興味があり
ます」とアピールをしながら顔と名前を覚えてもらえるよう努めま
した。面接でも、「インターンシップ後の懇親会で出会った○○さん
のこういったお話を聞いて、入社したいと思いました！」と、他の就
活生には話せない、私だけの志望動機を語ることができたのではな
いかと思っています。その熱意（しつこさ？）が伝わったのか、イン
ターンシップ参加者限定の面接で内定をいただくことができました。

このように私は、行きたいところを絞って就活をするという他の
方と少し違う進め方をしたように思います。一人一人違う就活の形
があって当たり前だと思うので、周りと比べて落ち込んだりするこ
となく、楽しく前向きに就活をしていただければと思います！

モレックスは外資系のコネクターメーカーです。私がこの会社に
出会ったのは 11月の業界説明会。１学年上の友人の「雰囲気が合っ
ていると思うよ」という一言がきっかけで参加しました。説明会で
はモレックスがいかにグローバルな企業であるか、そしてコネク
ターは私たちの生活に必要不可欠な部品であることを学びました。
業界の成長性や人事の方々の温かい雰囲気に惹かれ、さらに世界の
ものづくりが加速する中、営業の一員として商品開発の工程に関わ
ることで、世界の発展にまで間接的に関わることができる点も魅力
でした。就活を通じ、私がやってよかったと感じることは、2 月・3
月の学内説明会で業界を問わず多くの企業に参加したことです。参
加していると少しずつ業界の雰囲気が見えてくるので、その時点で
ある程度業界を絞り、3 月の就活解禁以降、1日数社ずつ合計約 50
社にプレエントリーしました。実際に ES を出したのは 10 ～ 15 社
ほど。面接では笑顔を心がけました。面接での緊張をどう乗り越え
るかも 1 つの鍵だと思います。私はジェスチャーをつけて話すとあ
まり緊張しません。どのようにしたら緊張が和らぐのか、自分の性
質と向き合ってみるのもいいかもしれません。
「就活」と聞くと、辛いというイメージがあると思います。確かに

多忙ではありましたが、私は全く辛くなかったです。いろいろな所
へ行き、さまざまな人と話し、とても視野が広がります。ですので「就
活」という漢字 2 文字の堅いイメージにとらわれず、自分にプラス
になることだと思って楽しく取り組んでみてください。

第２部英米学科３年　

月 就職活動全体の状況 内定先の活動状況 コメント

11月 インターンシップ申し
込みや筆記対策

インターンシップ申し
込み

焦りまくる

１・２月 インターンシップ参
加・ESも書き始める

インターンシップ参加 他大学の就活生から
刺激を受ける

3月 説明会に通う日々 説明会に参加 疲れるも、合間に
カフェに行き息抜き

4月 説明会に通う日 ・々少し
ずつ面接も始まる

インターン生限定面接
で内定をもらう

第一志望だったので
就活終了

月 就職活動全体の状況 内定先の活動状況 コメント
2月 学内説明会 ほぼ毎日大学に来ていました
3月 学内・学外説明会 学内説明会参加 企業研究→いいと思ったらプレ

エントリーを繰り返しました。

4月 説明会+ES ES提出 学校が始まり両立が少し大変！

5月 説明会+ES+テスト+
面接

テスト+面接 5 月後半が一番多忙でした

6月 最終面接⇒内定 面接の翌日に電話を頂きました



１．就職支援講座　12月から1月にかけて下記のような講座が開催されます。
・就職基本ガイダンス ・英語面接講座
・グループディスカッション＆模擬面接講座 ・内定者体験報告会
・公務員採用試験個別相談会
・内定獲得のための就活準備講座 ～4年生の動きの総まとめ・面接対策～

２.就職に関する個人相談、カウンセリング
　キャリアサポートセンターのスタッフが就職希望の学生一人ひとりと面談し、キャリア計画作
り、会社選び、就職のためのスキルアップなど何でも相談に乗り、アドバイスします。
　早めにキャリアサポートセンターで予約を取って個人相談をしてください。

３.学内企業説明会
　2月中旬より200社近くの企業に本学にお越しいただき、会社説明会を開催していただきます。
できるだけ多くの説明会に参加し、企業研究を進めてください。詳細の日程は、決定しだい、
GAIDAI PASS等でお知らせします。

就職活動を通して本当にたくさんの企業、社員の方、就活生との出会いがあり、
大きく世界が広がったと感じています。悩んだり焦ったりすることもあると思
いますが、あまり抱え込まずに、就活生ならではのたくさんの出会いを楽しん
でください！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.28　

シスメックス株式会社　秘書室
8:30 上司出社

上司が出社したら1日のスケジュールを伝えます。

8:00 出社・朝の準備

上司（担当役員）が出社後すぐに仕事を開始できるよう、
部屋の電気や空調、PCのスイッチをオンにします。

この日は上司が出席するランチミーティングの開催日。お弁
当や資料を会議室にセッティングします。

11:30 ランチミーティングの準備

12:00 昼食

上司のお礼状やプレゼンの作成、出張時のホテル・移動・会
食場所等の手配を行います。

10:00 資料作成・各種手配

その日の自分の予定を確認し、やるべきことを明確にしてか
ら仕事を始めます。

9:00 始業

上司宛の郵便物を確認します。重要なもの、DMなど不要な
もの、他の部署に転送する必要があるものに仕分けをします。

　 郵便物チェック

他部門との打ち合わせ・外部との来客調整をします。

　 メールチェック・アポイント調整

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　入社後約1カ月の研修を経て秘書室に配属になりました。現在は外国人
役員2人の秘書業務を担当しています。秘書は多忙な上司にかわってスケ
ジュール管理、出張手配、来客対応や交際業務などを行い、上司がスムー
ズに仕事を進められるようサポートする役割を担っています。オフィス
で業務をすることが多いですが、出張や来客の際に上司に同行すること
もあります。

★社会人になって感じたこと
　優先順位をつけることの大切さです。仕事では、大小さまざまな業務が
同時に発生することや、自分だけでは完結しない業務が多くあります。そ
の中で重要度と優先度を考え、手際よく業務を進めていくことが重要だ
と感じています。

★大学生活を振り返って
　部活に勉強、アルバイトと忙しい毎日でしたが、とても充実した学生生
活でした。外大は語学力や国際的な視野をいかしてさまざまなことに挑
戦できる環境にあり、仲間とともに切磋琢磨しながら、自分の成長に繋が
る経験を積むことができたと感じています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　面接を楽しめるようになったことです。最初は相手からの質問に答え
る一方的なものだと考えていましたが、面接を通して企業や社員のこと
をより深く知ることができると感じました。それ以来、面接は「お互いの
ことを知るための場」と思い、自然体で臨むことができました。

（英米学科　2014 年卒業）

本社に勤務する同期とにぎやかな昼食タイム。
たくさん笑って息抜きをします。

上司に来客があった場合は秘書に連絡が来るので、取り次
ぎます。初めて会うお客様の場合は経歴や企業の情報も伝
えておきます。

13:00 上司との打合せ

伝達事項や確認することは簡潔に伝えられるよう事前にま
とめておきます。

16:00 部門業務に関する打合せ

秘書業務だけでなく、所属部門（秘書室）の業務もあります。

18:00 上司見送り・後片付け

上司の帰宅後は備品の確認やコーヒーメーカーの整備等を
行います。

18:30 退社

仕事後に買い物や習い事をしたり、同期と食事に行くことも
あります。

15:00 来客取次ぎ

　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！

　シスメックスは血液や尿の分析を行なう検査機器や診断薬、検査
情報システムの提供、さらにさまざまなサービス＆サポートを一貫
して行う総合メーカーです。
　中でも赤血球・白血球の数や機能を調べる検査装置（血球計数検
査）、血液の固まりやすさを調べる検査装置（血液凝固検査）はグロー
バルシェアNo.１を誇っています。
　現在は神戸を拠点に世界190カ国以上で事業を展開し、世界の約
90%に相当する地域に製品を供給しているグローバルな企業です。

就職活動スタートに備えて

社会人、頑張ってます！

　経団連より、来年度の大手企業の採用について、
会社説明会等の開始が3月から、選考開始が6月か
らという指針が出されました。
　会社説明会の開始は今年度と同じですが、選考開
始時期が２カ月早まったため、就職希望の学生は、
短期間に濃密な就職活動をする必要が出てきます。

　キャリアサポートセンターでは、2015年12月か
ら2016年3月にかけて、就職希望の学生への多様
な支援を用意しています。
　すでに来年度の就職活動は始まっていると考え
てください。そして、就職支援の方策、イベントに積
極的に参加し、それぞれの思い描く将来像を現実の
ものとしていってください。



企業人事担当者から

1. 当社の社是は「意欲」ですが、その基となる「意思」や「熱意」
を最も重視しています。つまり学生が当社に入り何がやりたい
のか、将来的にどうなりたいのか、という点を持っているのか
を注視しています。仕事は正解があるとは限らない選択の繰り
返しですので、大変なこと、不安なことがたくさんありますが、
自分の中に意思や熱意があればどんな仕事であれ、意欲を持っ
て臨むことが出来、結果成し遂げることができると考えていま
す。ぜひ皆さんには自分自身の棚卸しをしていただき、自分自
身のやりたいこと・なりたい姿が何なのかを明確にした上で就
活に臨んでいただきたいです。

2. 単科大学の宿命で大人しい学生が多いかと思いきや、会ってみ

1.「人間性を重視」
　ＪＴＢ西日本では、単なる旅行の販売ではなく、人と人・人
と地域を結ぶところにビジネスを生む交流文化産業を主軸事業
としています。お客様と一緒になって作り上げていきますので、
やはり最も重要なものは「コミュニケーション力」です。みな
さんの「若い発想力」と「アグレッシブさ」を生かして活躍で
きるフィールドがあります。

2. 何と言っても「グローバル思考」
　皆さんの一番の魅力は語学力、グローバル思考です。まさに
我々はグローバルに展開をしています。これからは国内だけで
なく、海外で戦っていかなければなりません。皆さんの強みで

るとパワフルで明るい学生が多いように感じます。また入社後
でも、外国の方でも気にしないコミニケーション能力で、気付
けば同期の中心になっていることも多々見受けられます。

3. 外大生は全体的に海外留学をアピールされますが、外大以外で
も留学経験のある学生がそれなりにいることを踏まえると、た
だ海外経験がある、ということでだけではアピールになりませ
ん。「なぜ」その地に行き、「何」を考え、「どう」行動したのか、
そして結果的に得たもの、を理論立てて説明できる必要があり
ます。そしてその経験を自分の武器とし、志望する会社の仕事
にどう生かすことができるのか、という点についてしっかりと
考え、自分の言葉で伝えて欲しいと思います。

ある語学を生かして活躍してください。但し、今はそういった
学生も沢山いるので、＋α私には○○がありますとアピールす
ることが大切です！

3. 企業名だけでの判断は危険
　ＪＴＢ西日本もそうですが企業名だけで、企業を選択するの
は避けた方が良いです。企業名と実際行っている事業が異なっ
ている場合もありますので、ぜひ会社説明会に行き、生の声を
聴いてください。
面接では…
面接は、皆さんの企業へ対する熱意を表現する場です。長くな
りがちですが、自分の言葉で端的に話すことが重要です！

1. 新卒採用の際に重視するポイント
2. 他大学と比較しての本学生の良いところ・悪いところ
3.�就職活動において、本学生に『ココは気をつけてほしい！』
または、『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

ニプロ株式会社

株式会社ＪＴＢ西日本

西日本旅客鉄道株式会社

象印マホービン株式会社

～人事担当者からのアドバイス～

＜読み方＞

1. 求める人材像
　お客様から安心信頼して、ご利用いただける鉄道を築き上げ
ることは、もちろん未来の「ありたい姿」を描き、地域ととも
に歩み、“次の一歩”を踏み出せる人材。具体的には、求める
人材像　①責任感　②チャレンジ精神　③コミュニケーション
能力をポイントとして採用活動を行っております。

2. 外大生らしく
　真面目で大人しいイメージがありますが、実は外国語学習を

1. その人が持つ人間力や魅力！
　みなさんの個性と当社の社風や考え方がマッチするかを見て
います。当社は風通しが良くアットホームな社風で、仕事を楽
しむことができる社員が大勢います。仕事をしていると辛いこ
ともたくさんありますが、やらされるのではなく、自ら前向き
に取り組んで自己成長に繋げることができれば結果は大きく変
わってきます。就職活動も「これだけたくさんの業界・企業を
見ることが出来るチャンスは、おそらく人生で一度きり。」と
捉えるだけで、一気に充実した期間になると思います。

2. 相手の目を見て、しっかりと話を聞いてくれる方が多い！
　（学内説明会に参加した時に感じました。）
仕事は社内社外とコミュニケーションを取りながら進めていく

通じて培ったさまざまな価値観を受け入れ、それに対応するコ
ミュニケーション能力の高さとグローバルな感覚はピカイチ！
そんな外大生らしさをぜひ当社のフィールドで！！

3. 枠にとらわれず
　失敗を恐れず、枠にとらわれず本気の意見をぶつけあえる学
生を心待ちにしております。　

ものです。聞く姿勢がしっかりしていると相手の話す内容を正
しく理解し、的確な答えを導き出すことができると思います。

3. 自分の言葉で思いを伝えてください！
　企業側はエントリーシートを１枚１枚見ながら、または短い
面接の時間の中でみなさんのエピソードをイメージし、頑張っ
ている姿をイメージし、そして入社後の姿を想像します。 そ
のため、テンプレートのような抽象的な言葉を並べるのではな
く、自分の言葉でありのままに語ってほしいと思っています。
学業、部活、アルバイト、何でも構いません。それは、あなた
しか経験したことがない唯一無二のエピソードです。そこで磨
いた魅力を自分らしくアピールしてくださいね！



1. 当社はモーションコントロールをキーワードに事業展開してい
る機械メーカーであり、人目につきにくい制御機器をさまざま
な業界に提供し貢献しています。したがって、弊社の中身や就
きたい仕事が、業界研究等を通じてある程度明確に描けている
学生を好んで採用します。

　また、人物的にはバランスを求めます。バランスとは学力、人物、
社会性等の弊社で働く上での適性を指しますが、最近は、「そ
つなくこなす若手社員」が多いので、例えば、学生時代に経験
した武勇伝や特異な知識等を持っているといった少し尖った人
物が欲しいといったところです。

2. 弊社には貴校の卒業生はごく少数しか在籍していません。しか
しながら、少ないながらもほとんどの方が海外の事業所に勤務
されているので、学生時代から海外で働くということを意識し

ているのだろうと思います。
　語学力はどうあれ、日本を出て働いてみたいという気持ちと、

その時々の適応力や柔軟性を期待できるのが神戸市外国語大学
の学生の良いところだと考えています。

3. 通訳や翻訳のために外国語大学の学生を採用するのではなく、
会社の成長そのものを託したいのだ、ということを意識しても
らえればと考えます。

　製造メーカーは労働集約的な産業といわれ、社内には実に多く
の業務が存在するため、入社後に製品知識や品質、顧客や業界
環境といった業務上の必要な知識を身に付けていただきたいと
考えています。機械や工業の知識を知らなくても全く気にする
ことはありません。

ナブテスコ株式会社

みなと銀行

株式会社ニトリ

京セラ株式会社

1. 当行では求める人材像を、「１. 熱意・意欲のある人」、「２. 行
動力・実行力のある人」、「３. 向上心が高く、何事にも粘り強
く取り組む人」としています。総合すると、意欲・やる気が高
く、自ら行動できる人、また、困難にぶつかってもくじけずに
頑張れる人物かどうかを見ています。さらには、銀行はお客さ
まの大切な資産をお預かりする仕事ですので、誠実であること
は言うまでもありません。

2. 留学経験が豊富で語学力が高く、好奇心旺盛であるという印象
です。オンリーワンの個性をお持ちで、行動力のある方が多い
と感じています。一方で、「外国語大学出身だから、専門の語
学が生かせる仕事に就く」という考え方の方が多いように思わ

1. 働く目的を持っているかどうか
　皆さんは、自分がなりたい将来像を描けていますか？難しい
ことですが、これは非常に大切なことです。さまざまな企業を
見ていくと、正直どの会社でもやってみたい・興味のある仕事
が見えてくると思います。しかし、その企業で 40 代・50 代
になったときに実現したいことがあるかどうかで、その人の成
長は大きく変わってきます。今の自分にできることや目先の仕
事ではなく、ぜひ、将来を見据えた就職活動をしていただきた
いと思います。

2. 謙虚で、何に対しても貪欲に吸収をしようという姿勢
　ニトリで働く神戸市外国語大学 OB・OG の方々は、成長す
るスピードが非常に速いと感じております。これは、常に謙虚
で、何事にも果敢に挑戦するという姿勢を保っている方々ばか

1. 京セラの経営や社風への共感
　京セラという会社を好きになり、仲間と共に成長していきた
いという人に入社していただきたいと思っています。京セラは
何よりも仲間同士の絆を大切にし、その強い心のつながりを
ベースにした経営を行ってきたからこそ今日まで一度も赤字を
出すことなく、継続した発展を遂げています。自分自身の成長
と共に、仲間とともに全員で会社を良くしていきたい、そのよ
うな人材を求めています。

2. グローバルな視点を持つ学生が多いところ
　京セラは売上の約 6 割が海外です。生産拠点も最適地を求め
てグローバルに広がっているので、どんな職種でも海外との関わ
りは多いと思います。留学経験が多い神外大生は、さまざまな語
学はもちろん文化や思考を取り入れる力（グローバルな視点）

れます。就職活動においては、「語学が生かせそう」というイメー
ジに拘らず、幅広く業種を見ることで、自分自身の思わぬ適性
に出会えることもあると思います。

3. 友人等周囲の学生の考えに惑わされないようにしてほしいと思
います。好景気になるとどうしても大手思考になりがちです。
例えば、「地元に貢献したい」と思っていても、気付けば全国
転勤の大手企業にばかり応募している、というようなことがよ
くあります。重要なのは、自分が将来どのように働きたいかで
あり、誰もが知っている有名な企業に入社することが全てでは
ないと思います。どの会社で働けば、自分が一番輝けるのかを
しっかりと考えてほしいと思います。

りだからです。ニトリには『配置転換教育制度』というジョブ
ローテーションの仕組みがあり、社員全員が平均 2 ～ 3 年ご
とに 27 部署 100 職種以上ある仕事をさまざま経験します。そ
のような仕組みを上手く活用して成長できる方が、数多くい
らっしゃると思います。

3. 飾らない自分を見せてください！
　就職活動は「縁」だとよく言われますが、その通りだと思い
ます。自分を飾って入社をしても、それはあるべき姿ではあり
ません。先ほども少し述べましたが、「将来の自分を見据えた
就職活動をすること」が最も皆さんに気をつけていただきたい
ことです。良いところばかりを見せようと頑張る必要はありま
せん。内定がゴールではないということを常に肝に銘じて、就
職活動に臨んでください！

を持つ人が多いと感じており、グローバル展開をしている弊社に
おいて、その強みは十分活かしていけるのではないでしょうか。

3.「どんな経験をしたか」ではなく「どうチャレンジしたか」を
教えてください
　面接では海外経験をアピールされる方がいますが、経験自体
ではなく、その経験の中で「どのような目標を掲げ、それを乗
り越えるために何を考え、どう行動したか」をぜひ聞かせて欲
しいと思います。京セラには、「人生 · 仕事の結果＝考え方×
熱意×能力」という方程式があります。この 3 つの要素のプラ
イオリティは、考え方、熱意、能力の順です。採用面接におい
ても現時点の能力だけで判断せず、その人の考え方や熱意を重
視しています。 正しい考え方と溢れるような熱意があれば、
結果は自ずとついてくると思います。



お 知 ら せ
　後期試験

　2016 年 2 月 2 日（火曜）～ 2 月 8 日（月曜）に後期試験を行います。
（2 月 9 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

　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 奨学金継続説明会

1. 対象者：日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている全学生
ただし、下記の学生は必要ありません。
①最高学年の学生（卒業予定者）
②現在、休止中または停止中の学生

※来年度以降の奨学金の辞退を希望する場合は、学生支援班へ申し出て
ください。
2. 日時：1 月 6 日（水曜）　大ホール　　1 月 13 日（水曜）　大ホール

※ 対象の日時に参加できない場合、他の日程に参加してください。
3. 「継続願」入力期間：2016 年 1 月 6 日（水曜）～ 29 日（金曜）
手続きを怠ると、4 月から奨学生としての資格は廃止されます。いずれ
かの日程に必ず出席してください。

　授業料減免申請の受付

　2016 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
　生活保護法による生活扶助を受けている学生、または授業料の支払い
に困難をきたしている学生で、かつ、所得・学業成績において所定の減
免基準を満たしている学生（注　2016 年度前期分の減免より申請時の奨
学金受給要件は撤廃されました。）
※ただし、単位不足による留年者を除く
２. 申請書交付期間：2016 年 1 月 5 日（火曜）～ 22 日（金曜）
３. 申請受付締切日：1 月 22 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

　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 29 日（火曜）から 2016 年 1 月 3 日（日曜）までは、
事務の取扱いおよび施設の利用はできません。
＜学生支援・教育グループの窓口時間＞
12 月 21 日（月曜）・22 日（火曜）：8 時 30 分～ 21 時 10 分
12 月 24 日（木曜）：8 時 30 分～ 18 時
12 月 25 日（金曜）：8 時 30 分～ 19 時
12 月 28 日（月曜）：8 時 30 分～ 17 時
＜学生会館＞
12 月 21 日（月曜）～ 25 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）
12 月 26 日（土曜）・27 日（日曜）9 時～ 18 時

（ただし会議室等の施設の利用は、17 時 30 分まで）
※ 28 日（月曜）の体育施設を含む施設の利用は、12 時まで
＜学生相談室＞
12 月 21 日（月曜）：12 時～ 18 時 45 分
12 月 24 日（木曜）：11 時～ 17 時 45 分
12 月 25 日（金曜）：12 時～ 17 時 45 分
12 月 28 日（月曜）は終日閉室
＜学生コンピュータ室＞
通常通り 8 時 40 分～ 21 時

ただし、12 月 28 日（月曜）および土日曜・祝日は終日閉室です。
＜キャリアサポートセンター＞
通常通り 9 時～ 19 時 30 分
ただし、12 月 24 日（木曜）・25 日（金曜）：9 時～ 18 時、12 月 28 日

（月曜）：9 時～ 17 時。また、12 月 29 日～ 31 日および土日曜・祝日は
終日閉室です。
＜図書館＞
○ 12 月 21 日（月曜）から 12 月 28 日（月曜）の開館時間は次のとお
りです。
　12 月 21 日（月曜）～ 12 月 25 日（金曜）：8 時 40 分～ 21 時 20 分
　12 月 28 日（月曜）：9 時～ 16 時 30 分
○休館日　日曜・祝日、12 月 19 日（土曜）、12 月 26 日（土曜）
　　　　　年末年始　　12 月 29 日（火曜）～ 1 月 3 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　2015 年 12 月 7 日（月曜）～ 12 月 25 日（金曜）
返却日　　2016 年 1 月 8 日（金曜）
※院生は 12 月 11 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：2016 年 1 月 12 日（火曜）～ 2 月 8 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

　2016 年 1 月 15 日（金曜）はセンター試験準備のため、休講となりま
す。また、1 月 15 日（金曜）・16 日（土曜）・17 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。ご協力をお願いします。

　課外活動報告

　10 月 18 日、大阪スカウト会館において、「第 33 回全日本中国語スピー
チコンテスト大阪府大会」が行われ、朗読発表会大学生の部で、第 2 部
英米学科 2 年の畑翔斗さん、弁論大会大学生の部で、中国学科３年の小
田真璃奈さんが優勝しました。

　行事予定（12月～2016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/

時　間 対象者
13時～14時 学部１年生
16時～17時 第２部１年生

時　間 対象者
13時～14時 学部2年生以上
16時～17時 第２部2年生以上

日　時 行　事

12月21日（月曜）～25日（金曜） 補講・集中講義

12月29日（火曜）～1月3日（日曜） 冬季休業

2016年1月13日（水曜）・14日（木曜） 補講

1月15日（金曜） 大学入試センター試験準備のための
休講

1月16日（土曜）・17日（日曜） 大学入試センター試験（立入禁止）

2月2日（火曜）～8日（月曜） 後期試験

2月13日（土曜） 大学院博士課程入学試験・
修士課程第２次入学試験


