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保護者の皆様へ
お子様の大切な将来のために必ずご一読ください

神戸国際大学 キャリアセンター
〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中9丁目1番6 （キャンパス内 3号館1階）
TEL：078-845-3109（直通）　E-mail：syuusyokuka@kobe-kiu.ac.jp　
業務取扱時間：平日9時15分～17時00分
https://www.kobe-kiu.ac.jp/career/

大学生活で大切なこと
写真左から、國見さん、杉山さん、前平さん

卒業生からの
メッセージは
こちら

INTERVIEW

私が就職活動で一番大切にしていたこと
は、「切り替え」です。就職活動は全て自分
で考えて挑戦しなければなりません。30社
エントリーしてもすべての会社から不採用通知が来る可能性
もあります。そういう場面に直面した際に、毎回落ち込んで
いたら全く就職活動が進まなくなり、どんどんやる気がなく
なっていきます。正直なところ、私も10社以上から不採用通
知が届きましたが、そういう時はまず「相手の面接官の見る
目がないのだな」と自分を肯定します。そして、面接内容を思
い出して難点を自分で分析して次に繋げます。そうすると落
ち込んでいる時間がもったいなく感じ、すぐに次の会社の企
業分析に取り組めるようになり、早期内定に繋がります。この
「切り替え」を意識して4か月で就職活動を終え、残った期
間は仕事で必要な宅地建物取引士資格の試験勉強に充てま
した。卒業までの時間を有意義に使うためにも、立ち止まら
ず前を向いて取り組むことを大切にしてほしいと思います。

卒業生卒業生

就職活動において、不思議と焦りや不安
はありませんでした。その一番の要因とし
て、事前に行っていた自己分析が大きいと
思います。面接では志望動機や自身の就職活動の軸などを
含めて、自分がどういう人間であるかを正確に伝えることが
大切だと考え、しっかり自身を見つめ直して臨みました。こ
のように準備に時間を費やしていた理由は、インターンシッ
プやキャリアセンター主催の就職ガイダンスで自己分析の
重要さを痛感したからです。参加することで、自分自身に足
りていない部分に気付くことができ、貴重な機会を設けてく
ださったことに感謝しています。また、就職活動では家族の
サポートも欠かせないものであると実感しました。私の家
族は就職活動に対して静かに見守ってくれました。そのおか
げで、プレッシャーに感じることなく、自分のペースで進め
ることができました。本当に家族の支えはありがたいもの
ばかりだったので、一人で抱え込まないことが大切だと思い
ます。今後の就職活動を頑張ってください。

本学卒業生3名が勤務する株式会社ヤマイチテクノ様を取
材し、活躍する卒業生の様子を動画にしました。
就職活動に取り組む在学生が、社会人となった身近な先輩
方の姿を観て、より具体的に働くイメージを持ち、将来への励
みしてもらうことが目的です。
株式会社ヤマイチテクノは、大阪に本社がありOA機器やオ
フィスの問題解決サービスを提供する企業です。
何を売るかよりも自分から買ってもらえるかが重要で、その
ためにはこまめな訪問や素早い対応が大切だという言葉が印
象的でした。
大学時代のゼミナール活動や部活動を通して、人との関わ
りや自分なりに挑戦した経験が今の仕事に活かされていると
語ってくれました。

卒業生企業様

Q.大学生活を送るうえで心掛けておくことは何ですか？
学生と社会人の違いは様々ありますが、私は時間の使い方
が一番変わったと感じています。社会人はある程度決められ
た時間で働きますが、学生の間は授業以外の時間は基本自
由になります。だからこそ何事にも興味を持って、時間を有
意義に使ってください。その中でも常に挑戦する気持ちを持
ち続けて欲しいです。社会人になると責任が重くのしかか
り、失敗を恐れて行動が出来なくなる人が多くいます。それで
は新しい自分の発見や大きな成長は見込めません。挑戦を
重ね、いくつもの大きな壁を乗り越える経験はいずれ自身に
ヒントを与えてくれます。学生の間に失敗を恐れず、挑戦する
習慣を持ってください。
Q.学生にはどのようなことを大切にしてほしいですか？
常に目標を持ち、それに向かって行動することを心掛けて
欲しいです。また目標を持つだけでなく、その目標を達成す
る為に行動を細分化することが大事です。細分化すること
で、今から自分は何をすべきかということが明確になり、行動
しやすくなります。このスキルがあれば、就職活動・仕事にお
いても目標設定や細かなスケジュール管理を難なく行うこと
ができます。学生の間は大学での授業以外にアルバイト、部
活、サークル活動など様々な経験ができる場所があります。
その場所毎に自分に合った目標を見つけ、すぐにできる行動
から始めていく事を心掛けてください。

國見 拓実さん（2018年卒業）
杉山 　陸さん（2019年卒業）
前平 恵佑さん（2019年卒業）

株式会社ヤマイチテクノ

2022年3月卒業（京都府出身）

セキスイハイム近畿
株式会社

2022年3月卒業（兵庫県出身）

ルートイングループ
（ROUTE INN HOTELS）

株式会社たけでん 
人事部　清水 瑛夫 様

内定先 内定先
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七夕祭

七夕祭

神国祭

クリーンア
ップ作戦

自己分析

インターンシップ

業界研究・企業研究

応　募（エントリー）

企業説明会（セミナー）

応募書類提出

筆記試験

面　接

内々定

「自分はどんな人間か」
などを問う自己分析は、
就職活動の第一歩。

働くことを体感して将来
の自分が具体的に描ける
ようになる。

入社後のギャップを防ぐ
ためにも、しっかり研究
しよう。

パソコン・インターネッ
ト環境は必須アイテム。

ここでしか手に入らない
リアルな情報が手に入
る。殆どの場合、選考に
進むためには参加必須。

志望度の高い学生を絞
り込み、企業に合う人を
探すための選考。

筆記試験・適性検査は内
定獲得への第一関門。

学生と企業の「対話」の
場。選考過程で最も重要
な試験。

晴れて内定。嬉しい気持
ちもあるけれど、慎重な
対応を。

平素は本学の教育活動につきまして、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。2020年初頭より
世界中で感染を拡大した新型コロナウイルスは大学での授業や学生生活に多大な影響を与えることになりました。
それは就職活動においても例外ではなく、学生たちは戸惑いの中での活動となりました。説明会のみならず選考
においてもオンラインを用いる企業が急増し、新しいマナーやルールに対応する必要に迫られる状況にあって、学生
たちは懸命に就職活動に取り組み、結果を出してくれました。キャリアセンターでは必要に応じて、対面、オンライン
併用のハイブリッドで支援を継続しています。この様な不確かな時代の中で、学生たちは自らの将来を生き抜いてい
かねばなりません。そのために就職活動は自身が成長する良い機会です。本学では低学年次からの意識付けを目的
として、カリキュラムでもキャリア教育の科目を編成しています。また、部活動やボランティア、インターンシップなど
大学が提供する社会活動を通じて、充実した学生生活を送り、その上でアルバイトなど学外へ出る経験を積めば、就
職活動にも前向きに取り組めることと思います。このように低学年次からの取り組みを積極的に行えるよう、ご家庭
でのご助言、ご協力をお願いいたします。キャリアセンターでは実りあるサポートが行えるよう全力を尽くします。

保護者様へ部活動（ハン
ドボール部

）

学生会主催
 交流研修旅

行

部活動（野球
部）

SDGs KIU
 FARM

経済学部2年次生 4月～ 経済学部3年次生 3月～　※ 企業によって順番が入れ替わることもあります。

ここが未来への
スタートラインです。

1

今できること
卒業後には多くの人が就職という大きな選択をします。
そこで、このキャリアデザインを大学生の早いうちからやっておくと、
将来の進むべき道が明確になり、納得できる就職につながります。
「目標を立てる」、「交友関係を広げる」、「世界を知る」
という3つのポイントを押さえ、自由度の高い学生時代を有効に活用し、
将来のことを見据えた大学生活を送る計画を立ててみましょう。

01はじめに

目標設定 交友関係広げる 基礎学力向上

就職活動の道のりについて

「学生時代に頑張ったことは何ですか？」
は、面接試験の定番の質問。
大学生活のテーマを見つけることから始めてみ
ましょう。学業やサークル、アルバイトなどそれ
ぞれの活動で長期的にモチベーションを維持で
きる目標を設定することが大切。自分の成長を
感じながら、楽しんでそれぞれの活動を充実さ
せましょう。

友人と夢を語り合うと、
実現しやすくなる。
大学内の友人だけでなくアルバイト先の先輩な
ど、価値観の違う様々な仲間と向き合いながら
関係を築いていく過程は、自分はどうありたいか
や自分らしさを問う良い機会です。積極的に他者
と関わり、たくさんの刺激を受けて視野を広げ
ていきましょう。

1～2年次生の「勉強」が
3年次生からの動きに大きく影響する。
3年次生になるとゼミが始まります。希望のゼミ
に入るためにも、1～2年次生の頃から学業を疎
かにしないことが大切です。どんな分野を一番
勉強・研究したいのか、その方向性を決めてか
ら、履修科目を選択すると3年次生からの研
究、自身の専門性につながっていきます。

「内々定」を獲得するまでの心得と対策ポイントです。各過程への事前対策が就職活動の
成功へのカギとなります。多くの困難を乗り越えた先に、目標としていた未来が広がっています。

経済学部1年次生 4月～
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学業成績と就職について
毎年、就職が決まっていながら留年となる学生がいます。本人のみならず、家
族・企業・大学にとっても残念なことです。このような事態にならないように、日
頃から学生の本分である勉学にしっかり打ち込んでおきましょう。

学
生
の
本
分
は「
勉
学
」。

企
業
が
成
績
を
重
視
す
る
傾
向
は

今
後
も
続
き
ま
す
。

2022年度の見通しについて
2023年卒の採用予定数は増える見込み。
選考の早期化傾向が見られ、長期化の懸念も。

2023年卒の採用予定人数は2022年卒実績を上回り、企業の採
用意欲の増加傾向が見てとれます。採用基準は2022年卒で「厳し
くした」と回答した割合が高まったものの、2023年卒では大半が
「前年並み」と回答。ただし、求人の増加傾向や内定者確保の難易
度が上がることが想定され、選考の早期化はさらに進みそうです。
特にWeb上の面接開始時期を見ると2月以前の企業が3社に1社
となり、前年から10ポイント以上増加の見通しです。また、2月以前
の内定出し開始も2022年卒の9.0％から18.5％と大幅に増加して
います。面接・内定出し開始のピークは3月・4月となっています。
オンライン活用が広がり、2022年卒では面接（Web）を実施し
た学生の割合・社数共に、面接（対面）を上回りました。また、企業
の約8割が面接（Web）を実施。オンライン化によって、今まで企
業等が用意した場に集まるという形式からいつでもどこでも情報
にアクセスできるようになり、移動時間や費用も減少され、双方の
出合いは効率化されました。

出典：株式会社リクルート　就職みらい研究所「就職白書2022 （2022年2月発行）」

3

U・Iターン就職について
採用人数が少ないため、早めに採用の流れを確認して、エントリーや説明会予約などを進めましょう。

02就職活動状況とスケジュールS
TA
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●自己PRをしてください（エピソードを添えて）。
●長所と短所は？自身の強みは？
●学生時代に頑張ったことは何ですか？
●困難だったことをどのようにして乗り越えましたか？
●志望理由について述べてください。
●入社後のキャリアプランを教えてください。
●大学では何を専門に学びましたか？

学生の「人間性（＝どんな人物であるか）」を深く掘り下げて採否を決めるという傾向が強い。
企業理念やビジョン、実際に展開しているビジネスの内容を確かめて、自分に合っているかどう
かを見極めることが重要です。

近年の就職活動の特徴は「人物重視」

面接で
よくある質問

夏インターン開催 秋・冬インターン開催

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

合同企業説明会 合同・単純企業説明会

早期選考

本選考

エントリー・GD・面接

3年次生 4年次生

エントリー・GD・面接

夏インターン参加 秋・冬インターン参加

早期選考（面接）

エントリー・GD・面接

自己分析

企
業
の
動
き

学
生
の
動
き

情報収集、業界・企業分析、筆記試験対策
3年前期・後期：キャリアセンターによる就職ガイダンス等に参加

1年次生・
2年次生から
始めましょう

就職活動スケジュール
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●兵庫県経営者協会　●姫路経営者協会　●和歌山県経営者協会　●堺・南大阪地域インターンシップ推進協議会　
●岡山県中小企業団体中央会　●とっとりインターンシップ推進事業　●ふるさと島根定住財団　●福井県交流文化部等　など

大学連携先の各地域インターンシップ取り扱い団体

M
EM

O

インターンシップ
インターンシップとは、学生が企業などで就業体験を
することです。本学では、夏季休暇期間中に参加でき
る様々な体験型インターンシップを案内しています。参
加にあたり、自己分析や履歴書作成を進め、参加学生
のための事前と事後のガイダンスを受講します。ただ
参加するだけでなく、準備から振り返りの一連の流れ
を経験することにより、進路選択に向けて大きな一歩
を踏み出すことができます。

◆2年次生のためのキャリアガイダンス
低学年次から主体的に自分のキャリアについ
て考え、人生をデザインしていく力を育むため
のプログラムなどを実施します。持っていたイ
メージとのギャップなどを早めに感じ取ること
で、より具体的に将来について意識することに
つなげます。

◆地域連携ボランティア活動
就職活動の面接において、「学生時代に頑
張ったことは何ですか？」は必ずと言っていいほ
ど聞かれる質問です。神戸市や兵庫県を中心と
した地域のボランティア活動や地域と連携した
プロジェクト活動『ちぃ活』に参加してみません
か？一つのことに継続して取り組むことや、地元
の方々とふれあい社会のリアルに触れる経験を
通して、社会で求められる力を養います。

※詳細につきましては
　大学ホームページを
　参照してください。

低学年次生のためのプログラム

PROGRAM

キャリアセンターについて
1年次からご利用いただけます。
進路を考え、悩んでいれば、キャリアセンターにお越しください。

就職活動を行う3、4年次生だけではなく、低学年次から学生一人ひとりのキャリアデザイ
ンの支援や進路指導を行うため、さまざまな情報提供を行っています。ガイダンスの実施
以外にも、対面またはオンラインにて随時個別相談も受け付けています。

※2019年度までのインターンシップの様子

5

神戸国際大学では、学生のキャリアデザインや就職支援を目的にキャリアセンターを設置してい
ます。1年次から始まるキャリア教育に加え、低学年次から参加できるインターンシップの案内や
キャリアガイダンスを実施しています。さらに、学生一人ひとりに対して細やかなカウンセリングが
できるよう担当カウンセラーを配置しています。少人数制を活かし学生の個性や強みを正確に把握
して、一人ひとりに合わせたキャリアカウンセリングや支援を行っています。

03キャリアセンターの支援プログラム

少人数制を活かし、
学生の個性や強みを正確に把握して、
一人ひとりに合わせた支援を。

「自己分析の方法」「応募書類の書き
方」「面接対策」「ビジネスマナー」など、
就職活動における重要な内容をこの1
冊にまとめています。神戸国際大学の
ホームページから閲覧可能なので、い
つでもどこでもスマートフォンで内容
を確認できます。就職活動の時期には
手放せない、必需品です。

キャリアガイドブック

M
EM

O

S
U

PPO
R

T PR
O

G
R

A
M

S

●キャリア・プランニング 
●大学基礎論Ⅰ　●大学基礎論Ⅱ
●インターンシップⅠ 
●インターンシップⅡ 
●インターンシップⅢ
●キャリア形成と社会 
●ビジネスマナー　など
※カリキュラム改編や履修状況などに
　よっては不開講となる場合もございます。

キャリア教育科目

2022年3月卒
アンケートより

キャリアセンター
満足度

94.7％

キャリアセンター
年間学生来室回数

延べ

1,946回
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本学が選ぶ企業セミナー参加企業選定のポイント

卒業生が活躍している実績があ
るため、在学生も将来の自分をイ
メージしやすいというメリットがあ
ります。また、企業側も、本学の学
生の長所を理解したうえで採用し
ていただいているようです。

卒業生在籍企業

本学に直接求人票をくださる企
業、インターンシップでお世話に
なっている企業、授業に講師とし
てお越しいただいている企業な
ど、本学とつながりの深い企業を
お招きしています。

本学とつながりの深い企業

一般には名前が知られていない
場合もあるのですが、企業間取
引を行うB to B（Business to 
Business）の優良企業も多くお
招きしています。

B to B 優良企業

アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社、いすゞ 自動車近畿株式会社、化研テクノ株式会社、カツヤマキカイ株式会社、株式会社関西ケーズデン
キ、株式会社クレ・ドゥ・レーブ、株式会社クワタ、株式会社サイプレス・ソリューションズ、株式会社ダイサン、株式会社タカゾノ、株式会社たけでん、辰巳屋興
業株式会社、株式会社ドームユナイテッド、トヨタモビリティパーツ株式会社、株式会社中の坊（有馬グランドホテル・中の坊瑞苑）、株式会社西原商会、ネッツ
トヨタゾナ神戸株式会社、株式会社日立物流西日本、株式会社ビショップ、姫路ホテルマネジメント株式会社（ホテル日航姫路）、ブリヂストンタイヤサービス
西日本株式会社、株式会社プレジデント社、株式会社ベルチャイルド、リコージャパン株式会社、株式会社リブドゥコーポレーション、株式会社ロイヤルパーク
ホテルズアンドリゾーツ、他

参加企業（一例）

M
EM

O

◆合同企業研究セミナー
キャリアセンターが選定した多くの企業を学内にお
招きして業界・企業研究セミナーを開催しています。
例年このセミナーを通して、多くの学生が優良企業
に内定を頂戴しています。

◆学内単独企業説明会
選考が本格化した後も、本学の学生との出会い
を求める企業の要望は後を絶ちません。そのお声
に応える機会として、個別の説明会を開催していま
す。毎年多くの学生が内定を得ています。

業界・企業研究セミナー

7
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就職ガイダンス
3年次生になればいよいよ就職活動が本格的に始
まります。キャリアセンターでは、5月以降の毎週木曜
日の4時限目に年間20回以上の就職ガイダンスを実
施しています。年間を通して参加することで、スムーズ
に就職活動を進めることができるので参加必須のガ
イダンスです。

PROGRAM

お子様は履歴書に記載できる資格は持っていらっしゃいま
すか？就職活動の履歴書には資格記入欄があります。自信を
持って就活に臨むためにも、早くから取得しておくことをお勧
めします。
また、社員の資格取得を義務付けている企業もあるため、
社会人になってからの昇進やキャリアアップにつなげること
ができます。
もちろん就職以外に、大学院進学、海外留学、起業等を検
討される場合にも有利な資格があります。
資格を取得し、将来の進路選択の幅を広げてください。

資格取得支援

神戸国際大学独自のカリキュラム
学生の皆さんのキャリア形成や就職活動の支援を目的とし
て、各種資格取得に向けた講座を開講しています。合格直結
型のカリキュラムを提供すると共に、「学生の皆さんに立派な
社会人として巣立っていただくこと」を念頭に置き、社会で発
揮できる実践力を身につけます。また、学生割引制度を設け
ており、特別価格で知識や力を身につけることができる貴重
な機会です。

●国内旅程管理主任者　●日商簿記検定3級　●福祉住環境コーディネーター検定2級
●パソコン講座　●ケガの手当講習会　●ユニバーサルスポーツ体験　●英会話

夏季休暇期間・後期開催予定の講座

●旅行業務取扱管理者（国内・総合）　●TOEIC®L&R600講座　●ファイナンシャル・プランニング技能検定3級
●色彩検定3級　●秘書検定2級　●日商リテールマーケティング（販売士）検定3級　など

その他 開講実績（一例）

M
EM

O

●就職活動の進め方　●自己分析の方法
●業界/企業研究　●履歴書/エントリーシートの作成
●筆記試験（一般常識/SPI）対策　
●面接対策冬季就活集中セミナー　●面接トレーニング講座　など

主な講座内容

M
EM

O

ガイダンス
年間参加人数
延べ

2,079名

2022/07/21 09:03:00
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就職活動は自分自身と向き合うことだからこそ、保護者の皆様のサポートが必要不可欠です。
お子様が全力で臨めるよう、現代の就職活動についてご理解いただき、適切なアドバイスや環境
づくりをお願いいたします。

最新情報を収集し、
一番の理解者・支援者でいてあげてください

05C
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ご家庭でのコミュニケーション

途中で止めたくなっても、最後まで聴いてあげてください。
お子様に興味・関心を持って話を聴く

体ごとお子様に向けて、集中して聴いてあげてください。
目を見て、うなづいたり、あいづちを打ちながら聴く

ご自身の意見や考えは一旦横に置いて「良い・悪い」「好き・嫌
い」の評価を入れないようにしてください。
※NGワード：でも、しかし、いや、そうじゃなくて

否定や批判、または反論しない

保護者の考えを一方的に押し付けず、お子様にはお子様の価値
観や考えがあることを認めてあげてください。

お子様の世界観を尊重する

言葉だけでなく、非言語（表情・声のトーンや大小・姿勢など）に
も注目してください。

どんな気持ちや考えの上で話をしているのか、
その気持ちを汲み取りながら聴く

話を聴くときのポイント

後ろ向きで不安に思わせる内容、
やる気を失わせるような言葉は避け
てください。
保護者の考えを一方的に押し付
けたり、誰かと比較したり、逆に甘
えの気持ちを引き出すような一言も
避けるよう心掛けてください。

フリーターをしながら、
ゆっくり探したら？

言ってはいけないNGワード

就職するなら
地元にしなさい

そんな会社知らないぞ。
大丈夫なのか？

不況に強いから
公務員にしなさい

そんな会社は恥ずかしくて
親戚に言えない

営業職は大変だから
やめたほうがいいわよ！

お友達はもう内定
もらっているんでしょ？

◆お子様と離れて暮らす皆様へ
日頃離れて暮らしていらっしゃるため、なかなか大学生活のことをお話する機会もないかと思いますが、お
子様からの相談や問いかけにはじっくりと耳を傾けていただき、一番身近で信頼できる理解者・支援者でいて
いただければと思います。初めての就職活動で誰しも不安に感じたり、壁に突き当たったりするものです。その
壁を越えて成長した先には、目標としていた企業への内定を獲得して喜ばれるお子様の姿があるでしょう。

◆自宅での学習と環境
食事や睡眠の様子や生活習慣を見守っていただき、自立した生活が
できるようサポートをお願いします。また、就職活動にはWeb環境が
必須です。自宅での通信環境を整えていただき、静かに集中できるよ
うな環境面でのサポートも大切です。

◆経済面でのサポート
採用選考のオンライン化が進んだことで交通費や宿泊費が縮小しま
した。とはいえ、就職活動には何かと費用がかかります。ご家族に負担
をかけたくないと言い出しにくい学生もいます。就職活動に集中するた
めにも、経済面でのサポートはお子様の心の支えとなります。

1

2

3

4

5
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キャリアセンターでは、社会情勢の変化を把握しながら、早い段階から就職への
意識を高めるサポートを行っています。また、専属のキャリアアドバイザーが個別に
内定まで導く体制を整えることで、高い就職実績につながっています。

就職実績 （2021年度 日本人学生）

主な就職先 （2018年度～2021年度卒業生）

学部/学科

経済学部/経済経営学科

経済学部/国際文化ビジネス・観光学科

合計

卒業者数

116名
67名

183名

就職希望者数

97名
53名

150名

就職者数

95名
52名

147名

大学院進学者

0名
0名
0名

就職率

97.9％
98.1％
98.0％

【建設・メンテナンス】 
ヴェル・ハウジング（株）
（株）奥村組
小野工建（株）
（株）コンテック
セキスイハイム近畿（株）
大東建託（株）
ファースト住建（株）
（株）吉田組　　
【流通・小売り】 
いすゞ 自動車近畿（株）
（株）インターナカツ
（株）エーコープ近畿
神戸トヨペット（株）
（株）神戸マツダ
是川ホンダ販売（株）
さが美グループ
　ホールディングス（株）
（株）サマンサタバサ
　ジャパンリミテッド
サントリービバレッジサービス（株）
（株）JAM TRADING
（株）スギ薬局
（株）スズキ自販兵庫
大黒天物産（株）
ダイレックス（株）
ダンロップタイヤ近畿（株）
つるや（株）
トヨタカローラ香川（株）
トヨタカローラ神戸（株）
日産大阪販売（株）
（株）ニトリ
ネッツトヨタ神戸（株）
はるやま商事（株）
阪神サンヨーホールディングス（株）
兵庫スバル自動車（株）
兵庫ダイハツ販売（株）
兵庫日産自動車（株）
藤井寺スポーツ（株）
（株）ホンダ四輪販売関西
（株）マルハチ
森尾青果（株）
（株）ライフコーポレーション
（株）良品計画　　
【金融・保険】 
アイフル（株）
イオンクレジットサービス（株）
（株）沖縄銀行
（株）ジャックス
但陽信用金庫
（株）中国銀行
萩山口信用金庫　　

【商社】 
アラマークユニフォーム
　サービスジャパン（株）
小川電機（株）
桑原繊維（株）
（株）ショクブン
化研テクノ（株）
KeePer技研（株）
シンコー（株）
（株）スギモト
DAIWA CYCLE（株）
（株）タカゾノ
（株）たけでん
辰巳屋興業（株）
（株）谷商会
中央魚類（株）
ディーゼルジャパン（株）
トヨタモビリティパーツ（株）
（株）西原商会
（株）フォーバル
ブリヂストン
タイヤサービス西日本（株）
ブリヂストンタイヤ
ソリューションジャパン（株）
マツダパーツ（株）
丸井産業（株）
宮野医療器（株）
ヤチヨコアシステム（株）
（株）リード　　
【不動産・物品賃貸】 
（株）穴吹ハウジングサービス
（株）エイブル
エスリード（株）
（株）オンテックス
共同エンジニアリング（株）
新日本住設（株）
セキスイハイム近畿（株）
積水ハウス不動産関西（株）
東建コーポレーション（株）
（株）日商エステム
NITOH（株）
（株）福屋不動産販売
（株）プレサンス住販
【製造】 
アイリスオーヤマ（株）
（株）伊藤園
（株）稲坂歯車製作所
エスフーズ（株）
大塚食品（株）
（株）岡山木村屋
カネテツデリカフーズ（株）
（株）神戸製鋼所
（株）シマブンコーポレーション

（株）ジョーニシ
住友大阪セメント（株）
（株）ダイムワカイ
大和冷機工業（株）
辰巳屋興業（株）
宝酒造（株）
（株）中国日立
（株）松本電機製作所
（株）平和実業
（株）平山
（株）トキワ漢方製薬
（株）ニプロン
マリンフード（株）
丸井産業（株）　　
【運輸・倉庫】 
あいの風とやま鉄道（株）
（株）アクティオトランスポート
植田運送（株）
ANA沖縄空港（株）
岡山交通（株）
関西エアポートリテールサービス（株）
国際航空旅客サービス（株）
シモハナ物流（株）
全日本空輸（株）
センコー（株）
日本通運（株）
（株）日立物流西日本
（株）ムロオ　　
【旅行・ホテル】 
（株）安達・グリーンワールド
（株）嵐山観光ホテル 花筏
（株）エアサーブ
（株）共立メンテナンス
（株）神戸ポートピアホテル
（有）三晃商事 夢乃井
ジィ・アンド・ジィ（株）
　えすぽツーリスト
（株）白浜館ホテルシーモア
（株）旅工房
（株）中の坊有馬グランドホテル
西鉄旅行（株）
ヒルトン沖縄北谷リゾート
ヒルトン広島
（株）ホテルニューアワジ
（株）ホロニック
ヤサカ観光バス（株）
まる久旅館
（株）むさし
リゾートトラスト（株）
ルートイングループ
（株）ロイヤルパークホテルズ
　アンドリゾーツ

【サービス】 
伊丹産業（株）
（株）王将フードサービス
くら寿司（株）
（株）KSP・EAST
こうち生活協同組合
（株）すかいらーくホールディングス
（株）セノン
高見（株）
TBCグループ（株）
西日本高速道路パトロール関西（株）
（株）ドコモCS中国
西日本電信電話（株）（NTT西日本）
MXモバイリング（株）
（株）システナ
【情報通信】 
（株）アドックインターナショナル
合同会社ユー・エス・ジェイ
ワタベウェディング（株）　
（株）Plan Do See
（株）MARRY MARBLE
（株）フジデン
（株）ブルズ
（株）ベルチャイルド
【医療・福祉】 
（福）明石愛老園
あなぶきメディカルケア（株）
（福）敬仁会
（福）ささゆり会
（福）神港園
（福）祉友会
（医）尚和会 宝塚第一病院
SOMPOケア（株）
（株）チャーム・ケア・コーポレーション
（医）東浩会 石川病院
（医）徳洲会 吹田徳洲会病院
（株）ニチイ学館
（福）のじぎく福祉会
（福）兵庫県社会福祉事業団
（福）福竹会 鹿児の郷
（株）ベネッセスタイルケア　　
【公務（行政職）】 
大阪府警察
京都府警察
徳島市役所
姫路市役所
福井県庁
防衛省・自衛隊
JAえひめ南
JA尾道市
JA加賀
JA京都にのくに
他多数（50音順）
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就職率
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保護者の皆様へ
お子様の大切な将来のために必ずご一読ください

神戸国際大学 キャリアセンター
〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中9丁目1番6 （キャンパス内 3号館1階）
TEL：078-845-3109（直通）　E-mail：syuusyokuka@kobe-kiu.ac.jp　
業務取扱時間：平日9時15分～17時00分
https://www.kobe-kiu.ac.jp/career/

大学生活で大切なこと
写真左から、國見さん、杉山さん、前平さん

卒業生からの
メッセージは
こちら

INTERVIEW

私が就職活動で一番大切にしていたこと
は、「切り替え」です。就職活動は全て自分
で考えて挑戦しなければなりません。30社
エントリーしてもすべての会社から不採用通知が来る可能性
もあります。そういう場面に直面した際に、毎回落ち込んで
いたら全く就職活動が進まなくなり、どんどんやる気がなく
なっていきます。正直なところ、私も10社以上から不採用通
知が届きましたが、そういう時はまず「相手の面接官の見る
目がないのだな」と自分を肯定します。そして、面接内容を思
い出して難点を自分で分析して次に繋げます。そうすると落
ち込んでいる時間がもったいなく感じ、すぐに次の会社の企
業分析に取り組めるようになり、早期内定に繋がります。この
「切り替え」を意識して4か月で就職活動を終え、残った期
間は仕事で必要な宅地建物取引士資格の試験勉強に充てま
した。卒業までの時間を有意義に使うためにも、立ち止まら
ず前を向いて取り組むことを大切にしてほしいと思います。

卒業生卒業生

就職活動において、不思議と焦りや不安
はありませんでした。その一番の要因とし
て、事前に行っていた自己分析が大きいと
思います。面接では志望動機や自身の就職活動の軸などを
含めて、自分がどういう人間であるかを正確に伝えることが
大切だと考え、しっかり自身を見つめ直して臨みました。こ
のように準備に時間を費やしていた理由は、インターンシッ
プやキャリアセンター主催の就職ガイダンスで自己分析の
重要さを痛感したからです。参加することで、自分自身に足
りていない部分に気付くことができ、貴重な機会を設けてく
ださったことに感謝しています。また、就職活動では家族の
サポートも欠かせないものであると実感しました。私の家
族は就職活動に対して静かに見守ってくれました。そのおか
げで、プレッシャーに感じることなく、自分のペースで進め
ることができました。本当に家族の支えはありがたいもの
ばかりだったので、一人で抱え込まないことが大切だと思い
ます。今後の就職活動を頑張ってください。

本学卒業生3名が勤務する株式会社ヤマイチテクノ様を取
材し、活躍する卒業生の様子を動画にしました。
就職活動に取り組む在学生が、社会人となった身近な先輩
方の姿を観て、より具体的に働くイメージを持ち、将来への励
みしてもらうことが目的です。
株式会社ヤマイチテクノは、大阪に本社がありOA機器やオ
フィスの問題解決サービスを提供する企業です。
何を売るかよりも自分から買ってもらえるかが重要で、その
ためにはこまめな訪問や素早い対応が大切だという言葉が印
象的でした。
大学時代のゼミナール活動や部活動を通して、人との関わ
りや自分なりに挑戦した経験が今の仕事に活かされていると
語ってくれました。

卒業生企業様

Q.大学生活を送るうえで心掛けておくことは何ですか？
学生と社会人の違いは様々ありますが、私は時間の使い方
が一番変わったと感じています。社会人はある程度決められ
た時間で働きますが、学生の間は授業以外の時間は基本自
由になります。だからこそ何事にも興味を持って、時間を有
意義に使ってください。その中でも常に挑戦する気持ちを持
ち続けて欲しいです。社会人になると責任が重くのしかか
り、失敗を恐れて行動が出来なくなる人が多くいます。それで
は新しい自分の発見や大きな成長は見込めません。挑戦を
重ね、いくつもの大きな壁を乗り越える経験はいずれ自身に
ヒントを与えてくれます。学生の間に失敗を恐れず、挑戦する
習慣を持ってください。
Q.学生にはどのようなことを大切にしてほしいですか？
常に目標を持ち、それに向かって行動することを心掛けて
欲しいです。また目標を持つだけでなく、その目標を達成す
る為に行動を細分化することが大事です。細分化すること
で、今から自分は何をすべきかということが明確になり、行動
しやすくなります。このスキルがあれば、就職活動・仕事にお
いても目標設定や細かなスケジュール管理を難なく行うこと
ができます。学生の間は大学での授業以外にアルバイト、部
活、サークル活動など様々な経験ができる場所があります。
その場所毎に自分に合った目標を見つけ、すぐにできる行動
から始めていく事を心掛けてください。

國見 拓実さん（2018年卒業）
杉山 　陸さん（2019年卒業）
前平 恵佑さん（2019年卒業）

株式会社ヤマイチテクノ

2022年3月卒業（京都府出身）

セキスイハイム近畿
株式会社

2022年3月卒業（兵庫県出身）

ルートイングループ
（ROUTE INN HOTELS）

株式会社たけでん 
人事部　清水 瑛夫 様
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