
　経済学を学べることはもちろん、国際交流ができる大学を探していて神戸国際大学に進学しました。
1年次には海外研修で韓国へ留学し企業訪問や文化体験をしました。現地の学生と交流もでき貴重な時間
を過ごすことができました。
　公務員を目指しており、経済特別クラスは、公務員専門学校の対策講座に通える制度（学費大学負担・選択あり）があるというこ
とで希望しました。
　少人数制で、先生との距離が近く分かるまで教えてもらえるところはとても助かりました。また、e-ラーニングで反復学習をする習

慣がつき、ほかの授業でも反復学習の習慣がつきました。
公務員試験は大変でしたが、空き時間が少しでもあれば勉強や対策をした結果、姫路市市役所に内定をいただくことができました。
姫路市は祖父母が住んでおり親しみ深い街なので、発展に貢献していきたいです。

学生が成長するための
キャリアプログラムがさらに充実！！

他の学生のインタビューもぜひご覧ください。 みんなのインタビュー　右記 QRコードからアクセス！
https://www.kobe-kiu.ac.jp/prospective_students/interview/

大学生活や就職活動について、在学生のリアルな声をお届けします。

詳しくは中面へ
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開催時間（2部制）　①10：00～（受付時間 9：30～）　②14：00～（受付時間 13：30～）★
開催時間　10：00～（受付時間 9：30～）

2022 OPEN CAMPUS DAYS

神戸国際大学公式
オープンキャンパスサイト
右記QRコードからアクセス！
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の声

ヒルトン広島 内定
経済学部　国際文化ビジネス・観光学科　4年次　広島県 尾道高等学校出身　観光特別クラス

もともとウェディングプランナーになりたい夢があり進学しましたが、1年次に観光
学の科目を受講するうちに、高校生の時に考えていたよりも「観光」に関わる業界は
幅広いと感じるようになり、仕事に対して視野が広がったように感じます。
観光特別クラスでは3年次に旅行プランを制作しコンペで選ばれたツアーを販売

する取り組みをしています。このコンペには、旅行会社の方が数社いらっしゃいます。
私たちの企画「クロアチア満喫ツアー」は企画概要が見やすいこと、ツアーのオプ
ションを選べるのが面白いなど好評いただき、販売対象に選ばれました。
部活動は学生会に所属しました。学生会は学園祭など大学行事のイベントを企画

する団体です。3年次には代表を1年間勤めました。部員に指示を出すことや人前に立つことは正直苦手でしたが、こ
の経験を経て、堂 と々話すことができるようになりました。自分の意思を相手に正確に伝えることがいかに重要かを学
ぶこともできました。コロナ禍の中、初めてのオンライン学園祭の運営にも携わりいい経験ができたと思います。
コロナ禍の就職活動は、オンライン・対面と両方実施され、戸惑うことがありましたがキャリアセンターからのサポー

トでしっかり対応することができました。面接対策では自分自身の癖を指摘いただき修正しながら挑みました。最終的
には、旅行会社とホテル業界に内定をいただき、両親や先生のアドバイスなど総合的に考え自分が自信をもってがん
ばれる「ヒルトン広島」に決めました。英語の面接などもあり非常に緊張したことを覚えています。
今後の目標は自分に自信を持つことです。今まったく自信がないわけではありませんが、もっとできることを増やし自
分を誇れるような人になりたいです。

内定者の声

姫路市役所 内定 公務員

兵庫県職員 内定 公務員

外資系ホテル

経済学部　経済経営学科　4年次　兵庫県立須磨東高等学校出身　経済特別クラス

「立場の弱い人にやさしくできるから理学療法士（PT）に向いているのでは？」と
いう母のアドバイスを受けPTを目指しました。神戸国際大学は、立地が良く少人数
教育なので手厚く指導していただけると思い進学しました。
入学して感じたのは、実習に役立つ情報を教えてくれる先輩や就職活動の相談に

のっていただける先生がいて救われました。縦のつながりと先生たちとの距離が近い
ところが少人数教育のいいところだと実感しました。
実習前は「シュミレーション実習」という、患者役と先生役で実際の実習を想定し

た授業を行います。この実習のおかげで実習先でもスムーズに実施することができ
ました。また、大学で学んだ基礎学習の理解を深めることで、より良い医療を提供できると感じました。
もともと人前で話すのは苦手でしたがオープンキャンパスや学内行事の学生スタッフとして積極的に参加しました。
器具の紹介などをする中で、苦手意識が減ったと思います。また、オープンキャンパスの来場者の方で、困った人に積
極的に声掛けをするなどよく周りを見て行動するように意識をしたことで、実習先でも「周りをよく見ていますね」とお
褒めの言葉をいただきました。
実習中、以前はリハビリに来なかった方が、私に対して「会いに来たよ」と通っていただいたことがうれしかったです。
就職は、地域医療の中心である県立病院を選びました。就職活動は、実習と同時並行で行われますが、私は面接

が苦手でキャリアセンターの方に何度も練習してもらいました。うまく話すことができず泣いてしまうこともありましたが
励ましてもらい就職活動に挑むことができました。向上心や謙虚さを合わせ持ったPTとして人に信頼されるようにが
んばりたいです。

内定者の声
リハビリテーション学部　理学療法学科　4年次　愛媛県立松山北高等学校出身　

兵庫県の淡路島と徳島県へ
の研修旅行の幹事をしました。
徳島県でのラフティングや、
BBQ、淡路島の観光名所など、
留学生と交流でき、友達と行く
旅行とはまた違った楽しさがあり
ました。終わった後「みんなが楽
しかった」と言ってくれて本当に
嬉しかったです。
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Point

Point

留学生交流研修バス旅行

2年次に1年生の歓迎会の幹
事スタッフをしました。
自分達が新入生の時も先輩
達が歓迎会を開いてくれました。
この交流のおかげで先輩との
縦の繋がりを持つことができ、そ
の後勉強や実習のアドバイスを
いただくことができました。代々
受け継ぐという良い伝統ができ
ていると思います。

Point

新入生歓迎会



PBL（Project-based Learning）　学外での課題解決型学習に参加

1年生　知る・関心 2年生　知識習得・体験 3年生　実践型就活準備 4年生　面接・結果

キャリアデザイン科目
社会・ビジネスから期待される

人物形成

キャリアデザイン
入門

1年前期　必修

1年生プレ就職ガイダンス 2年生プレ就職ガイダンス 3年生就職ガイダンス

担当者個別面談と指導

学内企業説明会

学内、学外行事参加（部活、留学、海外セミナー、ボランティア、イベント等）の就活の活かし方指導

筆記試験対策（一般常識試験、SPI、基礎数学、公務員対策等々）

資格取得（TOEIC、色彩検定、ジョブパス、ビジネス能力検定、経済学検定、経営学検定、ITパスポート、MOS検定等々）

①職業体験型インターンシップ 夏期（本学独自） ②就活直結型インターンシップ 夏期・春期

③海外インターンシップ（本学独自）

キャリアデザインA
1年後期　選択

キャリアデザインB
2年前期　選択

キャリアデザインC
2年後期　選択

キャリアデザインD
3年前期　選択

働く体験による社会形成
インターンシップ

問題解決型学習による
社会形成

PBL

就活支援

筆記試験対策支援
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1年生 2年生 3年生 4年生

研修・講座 スタートアップ講座
1年生 4月

SEQ受診
1年生 5月

SEQ受診
3年生 9月

SEQワークショップ
1年生 6月
実習後

SEQワークショップ
1年生 9月

SEQワークショップ
医療接遇
DVD上映
2年生 1月

SEQワークショップ
3年生 10月
実習後

SEQワークショップ
3年生 12月

小論文・一般教養対策講座
3年生 3月

学内
合同就職説明会
4年生 8月

個別対応
（個人面談、履歴書・小論文添削、面接練習）

4年生 通年

実習前マナー講座
1年生 6月

社会人基礎力研修
2年生 1月

実習前マナー講座
3年生 11月

面接対策講座
4年生 8月

履歴書対策講座
4年生 8月

社会人
スタートアップ講座
4年生 2月

SEQ
（こころの知能指数）
ワークショップ

就活支援

筆記試験対策支援

資格取得支援

3年生
就職ガイダンス
3年生 2月
内定者報告会
3年生 2月

資格取得（TOEIC、MOS検定、福祉住環境コーディネーター、中級障がい者スポーツ指導員、コーチングアシスタントなど）

大学4年間でキャリアをデザインし、「生き抜く力」を身につける。
入学時から4年生まで、授業や課外活動、就職ガイダンスや資格取得を統一的に組み合わせてキャリアを設計。また、身の回りや社会での 課題を発見し、その解決方法を考え見いだし、実行する「生き抜く力」を習得し、希望する職業や企業・病院への進路決定を実現します。

コロナ禍を通して、変化に対応できる柔軟性が企業や人 に々今までよりもさらに求められていると言えます。また、次世代の変化
を見通せる力が必要であり、今後は「業界」というよりも、それぞれの企業の取り組み方が問われる時代になると予想されます。こ
のような時代にあって、ぜひ高校生や大学生の間に自ら行動する自主性とフットワークの良さを培ってほしいです。そのためには、
学業はもちろん、学内外問わず何か一つでも努力したと胸を張って言える経験を積み、様々な年代の方 と々のつながりを持ち、視
野を広げていただきたいです。
本学の学生は素直で心の優しい学生が多いと感じます。素直さは社会に出て評価される資質の一つですので、元々持っている

力に気付いて存分に発揮してほしいと願い、学生に向き合っています。

特別クラスは、経済・観光・英語の3種類であり、
少人数・選抜制で1年次からハイレベルな環境で
学びます。経済特別クラスで、かつ公務員を目指
す学生は、3年次からKIUが提携する専門学校へ
通学しながら、確実な合格を目指します。専門学校の学費は本学が負担しま
す（選抜条件あり）。

経済学部　キャリアカウンセラー　馬渕有美

KIU特別クラス

経済学部 リハビリテーション学部

本学では定員80名に対し、最低でも400件以上の求人をいただいており、毎年90%以上の学生が病院に就職しています。ただし、エ
リアや病院によっては倍率が高いので事前の対策は必須です。本学では書類や面接、小論文対策はもちろん、各病院や施設の採用試
験内容を1期生の分から残しており、受験先に応じてマンツーマンで採用試験対策を実施し、希望を叶えられるようサポートしています。
大学での勉強は想像以上のレベルかもしれません。まずは高校生のうちから「何のために勉強しているのか」という目的意識を持ち、

コツコツと学ぶ姿勢を身につけてください。コミュニケーション能力も必要となるため、自分と違うタイプの人と積極的に関わり、多様な価
値観や考え方に触れることで視野を広げられるとよいかと思います。私たちは支援者という立ち位置で向き合っています。皆さんには必
ず強みがあります。自分では気づいていない強みを自信に変え一歩踏み出せるよう、二人三脚で将来に向かって歩みを進めています。

リハビリテーション学部　キャリアカウンセラー　清水千絵

知名度は低く一般的に知られていなくても、高い技術力や社員を大切にする
といった優良企業が沢山あります。特に卒業生が内定・就職した企業は、本学と
のつながりを持つことから、継続して採用してくださいます。学内説明会などを通
して、そのような企業を積極的に紹介しています。またリアルな体験を積めるよう、
模擬面接練習は複数回実施しています。

Point

就職にかかるサポートのみならず、メンタル面のサポートにも注力しています。
臨床実習や国家試験対策と並行して就職活動を行うため大きなプレッシャーや
ストレスを感じているためです。また、卒業後も自立・自律できるよう1年次からマ
ナー研修やEQ（心の偏差値）などを活用した講座も実施し、学生のこころの成
長を促す支援にも力を入れています。

Point

Career support
Career support

対策講座では少人数で質問がしやすく、理解できるまで教えていただき合
格することができました。1日平均3～4時間学習し、復習することの大切さに
気付きました。
この講座では試験に合格するための基礎知識を教わりますが、それ以上
に旅行に関する最新情報をどれだけ自分で調べられるかが1問でも多く解く
方法だと感じました。大手ホテル会社への就職という目標に向けて次は簿記
2級を目指して頑張っています。
高校生の皆さんもやりたいことがあれば、”逆算して目標を立てる”とモチ

ベーションが上がります。今自分に足りていないところがはっきりと分かるので、
目標とギャップを埋めることができます。小さな目標を立てていって、いろいろ
なことに挑戦して夢を実現してください。

経済学部
国際文化ビジネス・観光学科 2年次

兵庫県立東灘高等学校出身

旅行業務取扱管理者　国内・総合　ダブル同時合格！

KIU での学びや課外活動、留学などさまざまな経験をした先に広がる進路は多種多様です

「そだてる」は経営コンサルティング事業中心の会社で、漫画を活用した
広告物、営業研修など人材育成研修も実施されている企業です。
そのような様々な業種の企業と関わりがある会社の価値観を学びたいと
思いインターンシップに参加しました。今回は、オンラインで５日間、他大学の
学生と一緒に参加しました。インターンシップでは「株式会社そだてる」の社
員の方たちをインタビューし、学生採用に向けた漫画を作るためのレポートを
作成しました。
主体性をもってやること、少し背伸びして挑戦することが成長につながるこ

とがわかりました。インターンシップ後には、経営者の方々の集まりにもお誘い
いただき就職に向けて学ぶことがすごく多かったです。貴重な縁をいただき
参加して本当に良かったと思います。

経済学部
国際文化ビジネス・観光学科 3年次

岡山県立水島工業高等学校出身

インターンシップ　株式会社 そだてる
実習前には、マナー講座や実技練習に参加し先生から指導を受けました。

また、先輩から病院の雰囲気やどんな疾患が多いかを事前に教えていただ
きました。
実習先では、急性期の患者様を担当しました。初日は、患者様と話すこと

に緊張していましたが日が経つにつれ緊張も解けていき問診はスムーズに行
うことができました。しかし検査測定では、私の体の支え方が悪く患者様の力
が常に入っている状態でした。測定を行うことに精一杯で、患者様の表情の
確認や言葉掛けが少なくなっていました。実習先にはKIUの先生が勤務され
ていたので見学や患者様の検査測定のフィードバックをいただきました。
今まで就職についてあまり考える機会がありませんでしたが、実習に参加

し先生方とお話をする中でどの分野に自分が行きたいのかどんな病院で働
きたいかなど考える機会が増えました。

リハビリテーション学部
理学療法学科 3年次

京都府立峰山高等学校出身

実習先　特定医療法人 誠仁会 大久保病院
大学で実施しているTOEIC®L&R600点対策講座を受講しています。ま

た、英語特別クラスでも、日頃から少人数制で英語学習を取り組んでいます。
高校の時とは違いアクティブラーニングがメインです。私が好きな授業は「北
米社会文化論」や「アジアの歴史と文化」です。授業は英語で行います。他
国の文化も知れるし英語で話すチャレンジにもなりとても楽しいです。
通常の英語の授業でもTOEICスコアupに役立つ授業もあり、高校で

習ったところから新しい文法も教えていただき基礎力も伸びたと実感できま
した。
将来は、外資系企業か海外ファッションブランドへ就職したいと考えていま

す。授業も、英語以外に、ファッションビジネスの科目も受講し夢に向かって邁
進しています。そのため、在学中にコツコツ勉強して、ＴＯＥＩＣの点数をさら
に向上したいです。

経済学部
国際文化ビジネス・観光学科 2年次

福井県立武生東高等学校出身

TOEIC 540点→660点UP！！

リハビリテーション学部の学生が「コミュニケー
ション」を学ぶために立ち上げました。国家資格
キャリアコンサルタントの資格やコーチングスキル
を持つ本学キャリアセンター職員が顧問を務めま
す。このサークルの学びを通して、就職後の医療業界で必須となるコミュニ
ケーション能力やチームワーク力などを養うことができます。

コミュニケーションサークル「５C」

トータル・キャリアデザインプログラム
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