創刊の辞

キャリア形成への強い味方、Career Visionを創刊
nを創刊！
Career Visionには、役立つ情報・知恵がいっぱい。
いっぱい。
◎先輩の体験談 ◎企業人事担当者のホンネ ◎就活のススメ方…など
就職活動が大きく変わります。
これにより、
新卒者をとりまく就職環境は一層厳しさを増していると言えます。
こうした厳しい環境だからこそ、
大学在学時におけるキャリア形成の重要性がかつてなく高まっています。
大切なのは、
自らのキャリア形成、
自分の未来にしっかりと向き合うことです。
キャリアヴィジョンは、
みなさんの強力な味方になることでしょう。

キャリア支援部長
援部長 能塚正義

CV

んでしたが、
会社を辞めてまで司法試験に挑
戦することを決め、
『法学部を出たことを周り
に認めてもらいたい』
という気持ちも強かっ
たので、
ひたすら勉学にいそしみました。
する
と、勉学を始めて5年目、法律を学んできた
多くの人がいう『法律の世界のすべてが見

時が二度ありました。
一度目は、
司法試験の

渡せるようになるときが、
突然やって来る』
、

受験を決意した時で、
二度目は高槻市長選

そんな瞬間が私にも訪れました。そして、司

人間に賭けてみよう』
と、
高槻市長選に立候

への立候補を決意した時です。
司法試験の

法試験に合格。将来への不安とも闘ってい

補して、当選を果たしました。今、就職活動

受験は、
『どこまでやり遂げることができる

た苦しい時期に打ち勝っての合格でした。
そ

に取り組んでいる皆さんも、
会社選びをはじ

か、
自分という一個の人間に賭けてみよう』

して、単純素朴な正義感 から検事の職を

めとして、
これからの人生で大きな決意をす

という、
人生で初めての大きな決断でした。

選びました。
しかし、
検事では、
不幸な人や打

ることが何回かやってくると思います。その

法学部の学生たちなら経験があると思いま

ちのめされた人を事前に救うことができない

時、
より高い目標をめざすならその目標に到

すが、
法律の勉学は、
思うように結果が出な

と、弁護士に転職。さらに、その延長線上

達するまで努力する、
また、
大きな決意をす

い時期が続くことがあります。
私の場合も、

に、歪みのない住みやすい街づくり がいち

るならそれに見合う大きな努力をする、
その

受験当初はなかなか合格ラインに達しませ

ばん大事と考えて、再び『自分という一個の

ことを心がけて頑張ってほしいと思います。

OB interview.

真剣勝負で取り組めば、
いつかきっと自分が
TVドラ
高校生レ マ
ストラン
輝いてくる。
のモデ

interview. OSAK A UNI VERSITY OF ECONOMICS AND LAW

1987年法学部卒/東京地検検事、
大阪地検検事を経て、
2002年6月より弁護士活動開始。現在、
本学法学部客員教授。

特 集 0 1 ： OB

（現・大阪府高槻市長）
弁護士
（１９９３年司法試験合格）

Takeshi Hamada Profile

私には、
社会に出てから、
大きな決意をした

2 0 1 1 . 1 2 . 1

大 阪 経 済 法 科 大 学 ／ 経 済 学 部・法 学 部

自分という
一個の人間に賭けた！
その決意が飛躍のとき。

濱田剛史 氏

創刊号

［キャリアヴィジョン］

OSAK A UNI VERSI T Y OF ECONOMICS AND L AW

OB interview.

市長に
高槻 選！
当
今春

CareerVision

ル！

村 林 新 吾 氏 （三重県立相可高等学校食物調理科教諭・専門調理師）
Shingo Murabayashi Profile
1983年経済学部卒/大阪あべの辻調理師専門学校に入学。同校で教職を10年勤め、
1994年三重県立相可高等学校に 食物調理科が設置されると同時に専任の教諭として採用される。

私の転機は、三重県立相可高校食物調理

んな中で、私はまず、生徒の意識改革から

科の教師になったことです。
ここ数年、
相可

取り組みました。そして、課外授業として調

欠席ゼロ、
そして、
職業科ですから、
就職希

高校食物調理科の授業は、
「日本一成功し

理クラブをつくり、授業時間の不足を補う

望者の就職率１００％という実績を誇り続

ている授業」として有名になり、今年はテレ

工夫をしました。調理クラブをつくったこと

けることになりました。その後、調理クラブ

ビドラマのモデルにもなりました。
大阪経済

で、
生徒たちが、
まっ先に私の理解者になっ

の活動のために総工費数千万円の実習レ

法科大学を卒業した後、辻調理師専門学

てくれました。
続いて、
保護者や学校からも

ストラン
「まごの店」
を創っていただき、
それ

園で修業し、そのまま辻調の教壇に立って

私の授業を理解していただくようになりまし

がテレビドラマにまでなったわけです。

いたのが、高校の教師に転職したのは、地

た。生徒たちが、やる気になってくれたおか

ここまでの道のりは決して平たんではありま

げで、私の受け持つ調理科は、遅刻ゼロ、

元の役所の方からの強い要請があったから

せんでしたが、今日、高い評価をいただくよ

です。しかし、高校に赴任して最初にぶつ

うになったのは、
常に、
生徒たちと真剣勝負

今年、
世間から大きく注目された2名のOBが、
就活中の後輩たちに熱いメッセージ

かった壁は、
高校の調理の時間というのは、

で向き合ってきたからだと思います。
これか

を届けてくれた。一人は、4月の統一地方選挙で注目された高槻市長選に出馬し

あくまでも授業の一環でしかないということ

ら就職活動に取り組む皆さんも、自分のや

て、見事当選した濱田剛史氏。もう一人は、日本テレビ系列で5月から放映された

でした。
授業時間が足りない！しかも、
生徒

りたいことに真剣勝負で向き合えば、
きっと

学園ドラマ
「高校生レストラン」
のモデルとなった村林新吾氏からのメッセージだ。

たちがプロをめざしているわけでもない。そ

道が開けてくると信じて頑張ってください。

CV

特 集 0 2 ：就 職 内 定 者 イ ン タ ビ ュ ー

内定獲得 秘訣は、
内定獲得の秘訣
自分の
就活必勝パタ
就活必
勝パターンを
CareerVision 見つけること。
MY就
MY就活
必勝
必
アイテム

創 刊 号 No . 01

［キャリアヴィジョン］

私の就活でイチバン活躍してくれたのは、

るといわれますが、
自分の意見を曲げないタ

iPhoneのGPS機能です。
50社近くの会社を受

イプなので、
その自己PRを聞いて、
面接官の

OSAK A UNI VERSI T Y OF ECONOMICS AND L AW

GPS機能を活用して、 ことなく、時間に余裕を持って会社に到着で
きました。
道に迷って時間に遅れるのは最悪
時間のロスなく、
ですからね。
そんな私が、
内定をいただいた
めざす会社に到着！ のは東海東京証券です。この会社の面接試

方は
「貴女が今までに内定をもらっていない

大 阪 経 済 法 科 大 学 ／ 経 済 学 部・法 学 部

験では、
フィーリングが合ったというか、
面接

です。
そして、
その目標にいちばん近い職業

の最後の５分間、
『ここが勝負所』
と感じて、

は、資産運用のコンサルタントです。今秋、

Hirano Sumie

模擬面接をICレコーダーに録音して、
自分の受け答えを何度もチェック！
野村春 華 さん（法学部４年生）
Nomura Haruka
高知県土佐女子高等学校出身

私の就職活動で、
イチバン役立ってくれたの

東海東京証券株式会社 内定

平野 寿美枝 さん（経済学部 4年生）

No.02

高知県職員採用試験上級試験
（警察事務職）合格

けましたが、
GPSのおかげで一度も道に迷う

滋賀県立大津清陵高等学校出身

のはおかしい。
貴女を不採用にした企業は、
きっと損をしたと思う」
と、
うれしいコメントを
してくださいました。
私の大きな目標は、
「お金
と楽しく付き合っていく人生」
を設計すること

「私の長所は、
包容力があることです。
どんな

ファイナンシャルプランナー2級も取得できた

お客様の話でも、
最後まで聞く辛抱強さに自

し、
経済学部の会計・ファイナンスコースで

信があります」
と、
思いっきり自分をPRするこ

学んだことを糧に、
これから金融・証券業界

とができました。
私は見た目はおっとりしてい

で頑張っていきたいと思います。

No.04

です。
そして、
後で聞き返して、
本当に自分の

みをいくつも挙げることができました。
また、

欠点が修正できているかどうか確認しまし

論文試験では、県のキャッチフレーズを創

た。
この方法で、
模擬面接での受け答えが目

り、
どういう風に県をPRしたらいいかを考え

を見張るほど進歩しました。
面接試験当日の

るという課題が出ましたが、
このときも、
森林

朝も、
これまでの模擬面接で答えられなかっ

率が約84％で全国一、
農産物でも生姜、
柚

た質問ばかりを集中して聞き、
しっかり答え

子、
茄子、
ミョウガなど全国一の生産量を誇

を用意して面接に臨みました。
私の面接対策

るものがあることを挙げて、
燃料や食料を自

は、
これだけではありません。
地方公務員の

給自足できる
「自給県」
をキャッチフレーズに

採用試験では、
郷土に対する愛着の度合い

PRしてはという提案をしました。
私は、
地元の

や、
郷土に貢献したい気持ちの強さも大きな

高知が大好きで、
これから県に戻って働ける

要素になります。
たとえば、
私が受けた面接

のがとても楽しみです。
仕事の目標としては、

試験では、
「県の取り組みをいくつ知っていま

高知県では市外に出ると信号機が急に少なく

すか？」と、問われました。私は、高知県の

なってしまい、
それが交通事故に繋がってい

消防士をめざすなら必読といえるのが、
「消

得た知識から、
「高松市の火災のいちばん

ホームページやツイッターを毎日チェックし、

るという問題があるので、
警察事務職の一人

防が10倍おもしろくなる本」
です。
面接試験

の原因がたき火なので、
よくたき火をするお
年寄りたちに、火の扱いの注意を促してい

面接で役立つ消防の知識！
これ一冊で消防士の
ことがまる分かり。
り。
高松市消防局 合格

MY就活
M
MY

田中栄 壮 君（法学部 4年生）
Tanaka Hiroo
香川県立香川中央高等学校出身

きました。
面接試験で
「消防士になって何が
したい？」と問われたときに、このツアーで
した

はICレコーダーです。
ICレコーダーを何に使

高知県の広報誌も手に入れて、
県の動向を

として、
まず、
県の交通事故件数を減らす取

で、
消防についてどれだけ知っているか尋ね

うかというと、
自分の模擬面接を録音するん

細かく知っていましたから、
具体的な取り組

り組みを考えていきたいと思っています。

られましたが、この本を読んでいたので、ど

きたい」
と答えると、
面接官の方たちが感心

の質問にもしっかり応えることができまし

された様子でした。
このようなアピールポイ

た。もう一つ、就職活動で役立ったのは、3

ントがあったので面接試験をクリアできま

年生の夏休みに、香川県の公務員Uターン

した。
筆記試験では、
Sコース・公務員講座

就職ツアーに参加したことです。
このツアー

や法学部授業
「公務員論」
で、
しっかり指導

では、
香川県庁や県警、
高松市役所や消防

してもらった結果、
無事に、
採用試験に合格

ピールポイントとして点数が高かったと思いま

局などを訪問し、
現役の消防官の方から地

できました。将来の夢の一つは、地元だけ

す。
成功のポイントをもう一つ挙げるとすると、
面

元の情報をたくさん教えてもらったほか、

でなく海外でもレスキュー隊として活躍す

No.03

営業職は「自分が商品
自分が商品」と心得て靴までピカピカに磨き上げる。
近畿労働金庫 内定

三木 真人 君 （経済学部 4年生）
Miki Masato
和歌山県立串本高等学校（現：串本古座高等学校）出身

M Y就
MY就活

接試験のうちの一つのグループディスカッション

「真剣に任務を遂行できる人材がほしい」
と

です。
これまでの授業での経験から、
ディベート

いう、
採用したい人材像もうかがうことがで

の隊員になることです。

に自信があったので、司会を引受け、テーマの

本学のキャリア・コンサルタントの方から受けた

「当庫の新しいキャッチフレーズを考える」につ

アドバイスは、営業職は、身だしなみがイチバン

いて、
笑いを入れながらみんなの意見を引き出し

大切だということです。
その身だしなみの最大の

い金融機関 をキャッチフレーズにする近畿労

たので、
議論が大いに盛り上がりました。
本学で

ポイントは、靴。朝、出かける時はもちろん、少し

働金庫。
働く人が、
働く人のために運営する非営

取得したファイナンシャルプランニング３級・２

歩きまわって革靴のツヤが鈍ってきたら、すぐに

利金融機関であることに惹かれました。そして、

級の資格をはじめ、ゼミで学んだ経済統計学、

クリーナーで磨いています。もちろん面接試験

近畿一円に展開する支店のうち、東大阪支店、

ゼミから出場した全日本証券研究学生連盟の

が始まる前も入念に磨いて、
ピカピカに。
営業職

神戸支店、和歌山支店の３支店を訪問し、なか

関西リーグ「討論大会」でのディベート体験、そ

は、
自分が商品みたいなものですから、
まず身だ

でも、神戸支店や和歌山支店では、１時間も時

して、就職活動にあたっては「キャリア演習」の

しなみを整えることから、
営業職の心構えを養っ

間を割いていただいて、
労金の仕組みや実際の

先生やキャリア・コンサルタントの先生方などの

ていきました。
さて、
就職活動全体として見ると、

業務について詳しく教えていただきました。この

指導・アドバイスなど、数え上げるときりがないく

成功したポイントは、面接試験に先だって支店

支店訪問については、
面接官の方が
「支店を３つ

らいのサポートやバックアップも力になって、就

訪問をしたことです。私の第一志望は、儲けな

も回ったのか」と感心した様子だったので、ア

職活動に成功することができました。

No.05

留学生対象のキャリア支援を活用！
憧れの日本の
自動車部品メーカーに就職
GMB株式会社 内定

劉恵 志 君 （経済学部 4年生）
Hui Zhi Liu
子どもの頃からクルマが好きだったので将来

品メーカーであるGMB株式会社から内定を

は、技術力の高い日本の自動車メーカーで

いただきました。
面接試験では、
国際ビジネ

働きたいと、
ずっと思っていました。
そして、
中

スや経営管理などの分野を中心に学んでき

国の高校を卒業後、
留学生に対するサポー

たこと、留学生と日本人学生の交流に積極

トが充実している大阪経済法科大学に留学

的に参加してきたこと、
学費はコンビニのア

し、
経済学と日本語を学んできました。
本学

ルバイトなどをして自分で負担していることな

では、
留学生を対象としたキャリア支援も実

どをアピールしました。
念願の日本の自動車

施されており、
中国人留学生対象の求人を

メーカーに就職ができたので、この会社で

紹介していただけます。
そして、
自動車の部

頑張っていきたいと思っています。

新聞記者や新聞社の社員に、みなさんはどんなイ

出会い、もまれる経験は社会に出てもとても役立ち

るのだろう？本当のところは？別の見方をすると？自

メージをもっているでしょうか。とくに記者は、専門

ます。
実社会では様々な世代、
立場、
考えを持った人

分で確かめてみよう！――。そうした考える力や行

特 集 0 3 ：企 業 人 事 担 当 者 イ ン タ ビ ュ ー

就職活動のスタートに向けて
勇気をくれるメッセー
勇気
ージが届い
ジ
た！
人間としての基本を
4年間でしっかり磨こう。

る、
高松市の高度救助隊
「スーパーアロー」

的な知識や勉強が必要なのかなと思っている人が

と会います。
考えの違う人であっても、
共通点を見出

動する力は、学問の世界だけでなく、社会人になっ

多いかもしれません。
もちろん、
そうした知識も必要

したり、意見の違いをすりあわせたりして仕事を進

ても必ず役に立ちます。
学生である時間を有意義に

ですが、一番大切なのは、丈夫な体、そして、困難に

めなければなりません。記者の取材でも、ビジネス

使い、いろいろな経験や思索を深めてください。そ

ぶつかってもへこたれず、ねばり強く努力を続ける

の世界でも、基本は人と人とのコミュニケーション

の延長上に自分がやりたい仕事が見つかれば、就

堀 江 浩氏

精神力です。そうした力はふだんの生活や勉強の

なのです。一方で、他人の意見をうのみにせず、自

職に向けた準備は80パーセント整ったといっていい

Horie Hiroshi

中で育まれます。
とくに学生のときにいろいろな人と

分の頭で考え、
行動することも大切です。
なぜそうな

でしょう。
あとは目標に向かって進むばかりです。

朝日新聞社人事セクション採用担当部長

Career Vision
キャリア ヴィジョン

第１回

自己PR
いま必要なことをやる！それが就職活動成功の秘訣。
編
ビジネスの実践知識を学ぶ

1
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Vol.1 CSR報告書
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自己ＰＲは、
得
何のためにするのか。 心

自己ＰＲは、あなたの
得
セールスポイントです！ 心

普段、自分をＰＲすることがないので、

求めるのは、面接でも、エントリシート

就職活動は、
あなたという
「商品(=人材)」
を

は、
あなたという
「商品」
がどのような特徴、

「自己ＰＲしてください」と言われると、

でも、見る時間は限られていますので、

企業に宣伝し、
売り込むことに例えることが

力をもっているかを知ったうえで、
あなたが

多くの人がとまどってしまうのではない

自己ＰＲ、長所や短所を通してあなた

できます。
宣伝にとってその商品のセールス

どのように成長して企業で成果を上げてく

でしょうか。企業があなたに自己ＰＲを

を知る手がかりにしたいからです。

ポイントは非常に大事です。企業にとって

れるかどうかを見極めようとします。

(Corporate Social Responsibility）

就活 虎の穴道場

企業理念や特色の
分析ツールとして最適！
CSR（コーポレート・ソーシャル・レスポン
シビリティー）とは、企業の社会的責任の
こと。今日の企業は、利益を追求するだけ
でなく、企業活動が社会へ与える影響に
責任をもち、ステークホルダー（利害関係
者：消費者、投資家等、及び社会全体）
の要請に応え、企業倫理の重視、情報開
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心得
自己ＰＲは、
具体的なエピソードを添えて 心得
「自分らしさ」
を表現することです！ オリジナリティのある表現にする！

示、社会への貢献などの社会的責任を果
たしていくことが必要とされている。同時
に、CSRを企業の戦略に積極的に取り入
れることで、企業のイメージ向上や競争力
強化につながるとされている。CSR報告書
は、そのような企業の社会的責任に関する
報告書。企業の理念や特色が反映される
ことから、企業研究に適した内容となって
おり、志望企業の面接対策として是非とも
確認してもらいたいポイントだ。

クラブ・サークル活動もしていない、アル

ると四番打者ばかり採用することはあり

また、それほど多種多様な特徴や力が

です。
「本をたくさん読みました」ではな

バイトもしていない。
していても自慢できる

ません。まずは、成功体験でも失敗体験

あるものでもありません。アピールした

く「1週間に2冊、年間10 0冊、3年間で

ような話はない、
成績も普通なので、
自己

でも、自分の体験、経験をすべて肯定的

いあなたの力が他の人と重なることは

3 0 0 冊の本を読みました」と表現すれ

ＰＲのネタがないと考える人がたくさんい

に洗い出すことからはじめましょう。
その

よくあることです。そのため、確かにあ

ば、読み手は、あなたがたくさん本を読

ます。誰かと比べるのはやめましょう。企

なかにあなたのセールスポイント、
あなた

なたの特徴、力であることを知ってもら

んだことが分かりますし、あなた独自の

業は、
同じような人材ばかり、
野球に例え

らしさが表れている材料があるはずです。

うためには具体的なエピソードが必要

オリジナリティのある表現になります。

今からでも
積極的に行動しよう！ 心得
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にも積極的に自信を持って行動するこ

と、企業が求める人材とは、
「 何事にも

とが何よりも大事です。そして、それは

自ら考え 、積 極 的に行 動する姿 勢を

今からでも始められます。是非、就 職

持つ学生」ということになります。何事

活動も積極的に取り組んでください。

最田誉三さん
君
（法学部３年生）

インターンシップ紹介と学生体験談
インターンシップに派遣された学生は、
何かをつかんで帰ってきます！それは、
自分の適性であったり！企業で働くことの実感であったり！
そんな貴重な体験ができるインターンシップを、
就職力アップに、
ぜひ活用してください。

販売に向いているなんて
将来、不動産鑑定士を
知らなかった！就労体験で、 めざしている自分に
自分の適性を発見！
ピッタリのインターンシップ。
派遣先：不易糊工業株式会社

派遣先：株式会社大林組

木 村 由 佳 さん

野田祥平君

（経済学部３年生／大阪府立花園高等学校出身）

（経済学部３年生／広島県立呉工業高等学校出身）

インターンシップでのいちばんの収穫は、私が販

スーパーゼネコンの一つである大林組でのインターンシッ

売に向いているという、自分でも知らなかった適性

プ。どうしても行きたいと思って志望し、選考を勝ち抜い

を発見したことでした。というのも「マイドームおお

て選ばれました。大林組では、最初の１週間は開発部に

さか」の展示会で、会社のブースに入って製品を販

配置され、まず、宅地・建物の売買契約時に必要な「重要

売させていただいたのですが、その会場では、私の

事項説明」についての説明を受けました。
「重要事項説

いるブースが特に賑やかで、その間の売り上げも

明」は、宅地建物取引主任者が記名押印する「重要事項

去年より大きく伸びたと、会社の人から褒めていた

説明書」の交付とともに行うもので、現在、宅建資格取得

だきました。私自身も、お客様とのやりとりが楽しく

をめざしている自分にぴったりの内容でした。続いて、地

て、楽しくて、あっという間に２日間が過ぎました。

図上から任意の土地を選び出し、その土地の不動産登記

その後、営業職の方に同行してお得意様を回った

を自分で調べて、そこに建造物を創る企画を立てるという

り、工場見学をしたりして、最後に少し日数をかけ

課題を与えられました。自分は、かなり広い土地を選んで、

て、フエキ君という会社のキャラクターを使った商

そこに世界一の大きさの木造建築物を立てる案を考え

品の企画を考え、アイデア会議でプレゼンテー

て、企画書にまとめて提出しました。後半の１週間は、建

ションさせていただきました。インターンシップの

築企画部に行き営業のアシストをしました。このインター

体験は、すごく達成感があったし、働くことの具体

ンシップによって、他ではできない貴重な実践的学習が

的なイメージがつかめたりと、就職活動のモチ

でき、
「働く前にいい人間」という社内に貼ってあったス

ベーションをグンと高めてくれました。

ローガンにも共感し、この会社が大好きになりました。

田中栄壮 君
（法学部４年生）

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
磨く
で
就
職
力
！

2 0 0 7年の経済産業省調査によります

キャリアメンター

キャリアメンター

平野寿美枝さん
（経済学部４年生）

Student
Presentation
Competition

学生
プレゼン
テーション大会

の
援 部 主催
」
キャリア支
ョン大会
シ
ー
テ
ン
ゼ
レ
「学生プ
て、
に参加し
こう！
技術を磨
ン
ゼ
プレ
キャリア支援部主催による「学生プレゼン
テーション大会」
が今年からスタートし、
経済
学部の専門ゼミを中心に、
日頃の研究成果
を発表する機会として多数の学生が参加しま
した。この「学生プレゼンテーション大会」

は、
個人でもチームでも参加は自由、
課題に
ついても制限はありません。
2011年7月のプレ
ゼンテーション大会では、
専門ゼミの研究発
表が続く中、
ひときわ異彩を放った
「ECO〜
る∞KEIHO」
（本学及び八尾地域で環境保
護活動を展開している本学の学生団体）
の
林さんが学長賞を受賞しています。
発表は主
にパワーポイントを使用するため、
ICTを使っ

たプレゼンテーション技術
の向上に役立ち、就職
活動に役立つので、
参加したことの
ない 学 生 たち
も、ぜひ参加し
てください。

志賀謙一 訓
君
（法学部３年生）

「ひとりで見る夢は
夢でしかない。しかし、
誰かと見る夢は現実だ。」
（オノ・ヨーコ）

女子学生 就活応
就活メイク講座【２・３年生女子対象】

学生の皆さんの夢。
経法大では、
多くの教職員が、
さまざまな形で、
サポートします。

頑張る女子の就活を
トコトン応 ！

大手化粧品会社の専属スタッフを学内に招き、
就職活動に最適なメイクアップを実践的
に学ぶことができる人気の就活講座です。
「社会人用のメイクを習いたかった」
と、
この講
座に参加した３年生の玉城さん。
「それまで、自分なりにしていたメイクは、かなり濃いめ
だったので、もっと薄くメイクする方法を教えてもらいました。メイクのポイントは、目です

学長
藤本
藤
本 和貴夫

ネ。
講座の後は、
ずっと社会人メイクをしており、
友だちや周囲の人が、
印象が変わったと褒
めてくれます」
。
講座で無料配布される有名ブランドの化粧品セットも好評です。

玉城史沙世さん
（経済学部３年生／沖縄県立具志川商業高等学校出身）

女子学生キャ
リアアップキャ
ンプ【２・３年生女子対象】

TOPICS

キャリアメンター
たちの活躍を、
ニュース番組が報道。

女子のみを対象に、
定員２０名の少人数で行われる１泊２日の就活対策講座。
ビジネスマナー講座、
個人面接、
グループディスカッショ
ンの実践対策などを中心に行われます。
今年は、
在学中から面接の達人といわれた卒業生の矢儀田汐理さん
（株式会社インテリジェ
ンス勤務）
がOB講師としてグループディスカッションを指導。
「メンバーに合わせて自分がリードすべきか、
サポート役に回るべきかを
見極めること。
また、
会話に入り込みすぎないように注意すること」
という貴重なアドバイスを受け、
連日の白熱した雰囲気に、
参加者た

11月14日夜、
「ニュース ＪＡＰＡＮ
（フジテレ

ちの就活意欲がぐんぐん高まりました。

ビ）
」
で、
本学のキャリアサポートが全国ネッ

女子就活ガイダンス

トで放映されました。中心となったのは、本
学独自のキャリアメンター制度。就活本番
を迎える3年生の玉城さんにスポットを当

上記以外にも、
多彩な女子対象の就職活動サポートを実施しています。
ぜひ、
活用してください。

て、
すでに内定を勝ち取った4年生の立川く
んや平野さんがキャリアメンターとして、
3年
生の就職活動を指導する様子が詳しく描か
れ、
実践的なアドバイスが印象的でした。

（経済学部４年生）

CAREER UP CAMP REPORT
「就勝実践Camp」
で、
内定獲得の極意を身に付けよう
！

もちろん、
わたしも来年の
キャンプに
参加します！

できるかな？答えはハンバーガーの下にあるよ！！
漢字の知識は、
社会人として重
要。就職試験でも教養試
験 で 頻 出 分 野だ 。そこ
で、このコラムで漢字
検 定１級の漢字に挑
戦して、自分の漢字力
をはかってみよう。

❷
︻ヒント︼百 獣 の 王 の
シンボル︒

本学では、厳しい就職活動を勝ち抜き志望企業への内定を獲得し
た４年生が、後輩のみなさんの就活準備やキャリア形成を強力に
バックアップします。個別の相談やキャリア演習でのアドバイザー
など、就活に関わる様々な場面で、在学生にとって頼もしい存在
キャリアメンター
となっています。先輩たちの就活体験談など、是非話を聞いてみ
三木真人 君
たいと思ったら、キャリア支援部までお問い合わせください。

漢検に挑戦 ！

❶
︻ヒント︼夜 に な る と ︑
包まれる︒

ǒȈȏǇȆȘǤ½ơࡆලƑƓƠ
ခƴƉŶֶٳయ«
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激戦区
！ 女子の就職戦線を勝ち抜く決め手！

私の座右の銘

知っておきたい

時 事 問 題 講 座
Vol.1 TPP
（環太平洋戦略的経済連携協定）

参加者全員がリクルートスーツに身を包み、
2泊3日で行われる
「就勝実践Camp」
。
今年8月に開催さ

2006年にニュージーランド、
シンガポール、
チリ、

間で取引される全品目について関税の完全撤

れたキャンプでは、
3年生の男女学生約80名が参加しました。
メイン企画は、
本番の選考を想定した

ブルネイの4ヵ国でスタートした経済連携協定。

廃をめざして交渉が続けられてきた。
日本の参

模擬面接。
企業の人事担当者と教職員が連携して模擬面接を実施するため、
本番さながらの緊張感

その後、
米国、
オーストラリア、
ペルー、
ベトナム、

加をめぐっては農業関係者等の反対が多かった

を味わうことができます。
また、
本番の選考ではあり得ない、
企業人事担当者によるフィードバック
（面

マレーシアの5ヵ国も交渉に参加し、
工業製品や

が、
今年の11月にハワイで行われたAPECで、
野

接の講評）
を受けられることも、
このキャンプの大きな魅力です。
しかも、
個別面接から集団面接、
グ

農産品をはじめ、金融、労働規制、医療サービ

田総理大臣が参加を表明した。
カナダとメキシ

ループディスカッションなど、
様々な選考形態をすべて体験できます。
この他にも、
自己分析やビジネス

ス、
政府調達、
知的財産権までを含めて、
加盟国

コもTPP交渉への参加を表明している。

マナーに関するガイダンスをはじめ、
パネルディスカッション
「先輩が語る就活の現実」
、
エントリー
シート作成のグループワークなど、
内定獲得に向けた実践的な就活スキルを磨くことができます。

福田櫻子さん（法学部２年生）

ここがおススメ！
八尾駅前キャンパス
周辺グルメスポット

八尾駅前キャンパスの周辺には、
歩いてすぐの近さにグルメなお店があります。
そんなお店の中から、
おススメショップを紹介。

デザートバイキング

ǒȈȏǇָৣ
就職活動のベースキャンプの役目を担う

３年次に履修できる
「キャリア演習」
。
経済学や法学の専門ゼミに加えて行
われるこの演習は、まさに「就活特訓ゼミ」というべき内容です。しかも、
演習という少人数クラスの運営のため、とても授業内容が濃いのが特長
です。自己分析や業界研究、企業研究など、グループワークを中心に取
り組みながら、
プレセンテーション能力やコミュニケーション能力を培っ

「スイーツパラダイス」

ていきます。また、秋学期にはリクルートスーツの着用が義務づけられ、

経法大の女子学生なら、もう説明は要らな

ビジネスマナーや身だしなみチェックなども行われます。リクルート

い。デザートバイキングのスイーツパラダイス

スーツの着こなしから、
頭髪や靴の手入れまで細かく指示が

（八尾アリオ２Ｆ）。クラブ活動の後に、行事

飛び、
いやがおうにも就活への意識が高まります。他大学に例

の後の集合場所に…、
すでにご存じですね。

を見ないこの
「キャリア演習」
、
履修しないと後悔しますよ。

武田優美さん（法学部３年生）
手作りハンバーグと
コーヒーショップ

「香留壇」

手切りした和牛１００％の手作りハンバーグを使った
ハンバーガー。
牛肉の濃厚な味わいをベースに、
ベー
コンとチーズ、
アボガドとチーズ、
照り焼きなど、
多彩
な味を組み合わせた絶品のハンバーグ＋多めの野菜
をバンズではさんで。
ボリュームたっぷりなので、
ガブ
リと豪快に食べよう。高いハンバーガーという印象
は、
一口食べるとなくなるに違いない。
フレンチフライ
と飲み物とのセットがお得。

2011年12月八尾駅前キャンパス竣工
梅田・難波に直結するアクセス至便の八尾駅前キャンパスが、
2011年12月に完成
します。
少人数教育のためのインターゼミ、
ITCアクティブラーニング、
プロフェッ
ショナルなアドバンスドラーニングなど、一歩進んだ教育を実現するための多彩
な教室を完備。
プロフェッショナル教育とキャリア形成教育に重点を置き、
地域へ
の発信力を強め、
就職活動の拠点となる新都市型キャンパスです。

❶とばり
❷たてがみ

