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お子さまのよりよい就職のために、

保護者の皆さまにできることがあります。

社会の中でどう生きていくかを考える就職活動は、

学生が本当の自立に向けて成長するよい機会です。

就職活動をするのはあくまでも学生本人。親があれこれ世話を焼き、口を出すことではありません。

だからといって、何もせずただ見守っているだけでよいということでもありません。

お子さまのよりよい就職のために保護者の皆さまにもできることがあります。

このパンフレットは、保護者の皆さまの立場に立って作成しています。

本誌を参考に、ぜひご家庭でのよりよい支援につなげていただければと思います。

私たち龍谷大学はあらゆる取り組みを通し、全力で学生の就職活動をサポートしています。

ぜひ、ご家庭でもしっかりお子さまをサポートし、

大学とともに、お子さまのよりよい就職を実現させましょう。
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キャリアセンターの支援内容詳細はP.09へ

キャリアセンター  一同

龍谷大学のキャリアセンターは、

全学生を対象に充実した「キャリア教育」と

きめ細かな「進路・就職支援」を行っています。

学部と各機関が連携して行う「キャリア教育」では、

正課教育を中心とするさまざまな教育を通じ、

実社会で役立つ基礎的・汎用的能力を育成。

確かな職業観を醸成し、生涯にわたって持続する「働く力」を育てます。

学生一人ひとりの個性を尊重した「進路・就職支援」では、

社会状況や就職事情をふまえ、face to faceの面談を重視。

学生の考えを主体にした進路選択・就職決定のための

さまざまな支援プログラムを実施しています。

キャリアセンターからのご挨拶
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現在の就職状況 - 保護者世代との違い
Step 1

PICK UP

求人倍率について求人倍率について
就職希望学生1人に対する求人倍率は2008年のリーマンショックの影響で下降傾向にありました。
しかし2012年頃から徐々に上昇し、2017年は1.74倍、2018年は1.78倍まで回復しています。

企業の動きは早まる傾向に企業の動きは早まる傾向に
各社が個別で行なう会社説明会の開始は、全体的に前倒し傾向にあります。広報活動を始めた直後から会社説
明会を積極的に行うなど、企業の動きは年々早くなっています。

未定 /
前年実績なし

遅らせる

同時期

早める

未定 /
前年実績なし

遅らせる

同時期

早める

大学の就職課に貼り出された求人票や企業案内のパンフレット
や就職情報誌を見て、企業にコンタクトを取りました。

保護者世代では

現在は

就職情報サイト就職情報サイト

経済事情、ネット環境、学生気質……現在と保護者世代とでは環境やプロセス、状況が異なります。現状をきちんと

把握し、お子さまの就職活動の事情を正しく理解するように努めましょう。

Q3

Q4

Q1

Q2

エントリーシート

Q5

市販、あるいは大学指定の履歴書に詳細を記入し、志望企業に提
出。記入する内容もごく一般的な履歴書レベルでした。

保護者世代では

現在は

エントリーシートエントリーシート

エントリーシートの一例

筆記試験と面接で一般常識や人柄、適性を判断していました。
適性試験も紙への書き込み式の試験が一般的でした。

保護者世代では

現在は

多くの企業は（株）リクルートの適性検査「SPI3」を使用していま
す。なかにはネットを通じて、WEB上でエントリー・テストを実施
する企業もあり、そうした場合は企業に出向くことなく自宅での受
験も可能です。

多くの企業は（株）リクルートの適性検査「SPI3」を使用していま
す。なかにはネットを通じて、WEB上でエントリー・テストを実施
する企業もあり、そうした場合は企業に出向くことなく自宅での受
験も可能です。

WEBテスト（SPI）WEBテスト（SPI）

会社説明会を実施するのは中堅企業、中小企業。大手企業はゼミ
やサークルの後輩を通じて行っていました。

保護者世代では

現在は

合同企業説明会とよばれる説明会で、企業の事業内容や仕事内
容、求める人物像などが伝えられます。当大学が独自に行なう学
内合同企業説明会のほか、（株）マイナビや（株）リクルートなどの
企業や自治体による合同企業説明会があります。

合同企業説明会とよばれる説明会で、企業の事業内容や仕事内
容、求める人物像などが伝えられます。当大学が独自に行なう学
内合同企業説明会のほか、（株）マイナビや（株）リクルートなどの
企業や自治体による合同企業説明会があります。

学内・外の合同企業説明会学内・外の合同企業説明会

「エントリーシート」「面接」の質問では、ここを見られている！「エントリーシート」「面接」の質問では、ここを見られている！
企業が選考の中で最重要と位置づける面接。ここではいかに論理的に、具体的に、素の自分を伝えられるかが
ポイントです。
（例）

企業が知りたいのは、「結果」ではな
く、その結果のための努力、試行錯誤、
失敗をどう克服したかなどの「プロセ
ス」です。面接の練習の際は意識をして
みましょう。

学生自身についての質問

企業は学生をより深く知るために、「大学時
代に打ち込んだこと」を中心に学生生活で
の経験に関する質問をします。

業界・企業研究を重ね、他社比較や、
業界での企業の立場なども意識する
ようアドバイスしてください。言葉に深
みが増し、より熱意のある明確な志望
動機になるはずです。

企業・業界についての質問

面接ではもちろん、エントリーシートなどで
も、問われることのある「志望動機」。数多く
の学生の志望動機を聞く人事担当者が、納
得できる志望動機が必要となります。

ニュースや情勢の理解度はもちろん、
それに関する自身の意見の内容も見
られていますが、実は、溢れている情報
の中からの情報収集方法も重要なポ
イントとして注目されています。

ニュースや時事についての質問

目まぐるしく新しい情報が飛び込んでくる
日々の中で、「気になるニュースは？」と聞か
れると、ニュースの新旧ばかり気にされてい
ませんか。

2017年卒 2018年卒
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就職情報サイトや企業の公式サイトを通じてコンタクトを取りま
す。エントリー受付については、前年よりも「早める」と答えた企業
が12.9%と、「遅らせる」の0.8%を上回り、早まる傾向に。開始
のピークは3月で、約85.9%を占めています。

就職情報サイトや企業の公式サイトを通じてコンタクトを取りま
す。エントリー受付については、前年よりも「早める」と答えた企業
が12.9%と、「遅らせる」の0.8%を上回り、早まる傾向に。開始
のピークは3月で、約85.9%を占めています。

一般的な履歴書に書く内容のみならず、自己PRや学生時代に打
ち込んだ活動など、学生のパーソナリティが見える自己紹介に加
え、業界・企業研究を行わないと書けない内容も求められます。
エントリーシートの記入は就職活動の最大の課題の一つです。

一般的な履歴書に書く内容のみならず、自己PRや学生時代に打
ち込んだ活動など、学生のパーソナリティが見える自己紹介に加
え、業界・企業研究を行わないと書けない内容も求められます。
エントリーシートの記入は就職活動の最大の課題の一つです。

出所：2018年卒マイナビ 企業新卒採用予定調査

採用に直結する会社説明会・セミナー開始時期
出所：2018年卒マイナビ 企業新卒採用予定調査

面接開始時期
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就職情報サイトへの登録は定番
エントリー受付は早まる傾向に

シート記入は就職活動の第一関門
企業研究に注力することが大事

自宅で適性試験が受けられる時代
ネットで採用試験を行うケースも

学内・外にて合同で開かれる説明会は
合同企業説明会とよばれている
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※第34回ワークス大卒求人倍率調査
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Step 2

企業内で就業体験が行えるインターンシップは、業界・企業研究を深めることはもちろん、自身の適性を探るための良い機

会となります。積極的に参加することで実社会での経験を通じて将来の進路を考えるきっかけとなります。

インターンシップで、職業現場を実体験
龍谷大学の4つのインターンシッププログラム

龍谷大学が独自で協定を締結する企業･団体等において約2週
間のインターン実習を行います。
事前･事後学修も充実しており、就業体験を通じて学生は大きく
成長しています。

協定型インターンシップ

2013年度から、新たなインターンシップ・プログラムがスタート。
事前学修としてビジネスマナーや職業観を学修後、1週間インター
ンシップ実習に行きます。実習先企業は金融や行政等、バラエティ
に富んでおり、学生の多様なニーズに応えられるようにしています。

短期体験型インターンシップ

体験型インターンシップ

学生企業

龍谷大学

学部における専門教育の一つの柱として、大学で学んだ
ことを、実際の現場で生かします。普段の学生生活では関
われない社会人の方や地域住民との出会いが、学生の可
能性を広げます。

アカデミックインターンシップ

京都にある大学が連携して運営する、大学コンソーシア
ム京都が実施しているプロジェクト型インターンシップ。
約半年にわたりプロジェクトの企画･運営を行い、受入
先のメンバーとして業務に携わります。

長期プロジェクト型インターンシップ

海外における就業体験は、日本国内では経験できない、
海外の文化や働き方の違いなどを肌で感じることがで
き、グローバルな視点が身につきます。

海外インターンシップ

数年前までは、大手企業が夏に1週間～10日程のインターンシッ
プを実施するケースがスタンダードでした。しかし近年では規模に
関わらず、多くの企業がインターンシップを実施するようになりまし
た。特に冬にかけて1日～2日の短期インターンシップを実施する
企業が増え続けており、その影響を受け、冬のインターンシップに参
加する学生も増加傾向にあります。

体験型や長期プロジェクト型など、さまざまな種類があるインター
ンシップ。近年は、グループワークや討論会を通じて学生の個性を見
ようと体験型インターンシップを受け入れる企業が増えています。
そうしたなか龍谷大学では約100社の企業・団体等と協定を結
び、独自の協定型インターンシッププログラムを実施。協定締結先
企業でのインターン実習に加え、充実した事前・事後学修により、
参加学生の進路選択の可能性を広げます。

独自の協定型インターンシップ
プログラムで可能性を広げる

企業単独型インターンシップの流れ

就職サイトプレオープン

就職サイトプレオープン！イン
ターンシップを行なっている企業
の情報などが公開されます。学生
はインターネット上で個人情報
の登録が可能になります。（採用
のための会社説明会の予約とは
異なります。）

2月 3月以降1月12月11月10月9月8月7月6月以前
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協定型インターンシップの流れ

月上旬4 月下旬4

インターンシップ
ガイダンスに参加

出願 選考・
マッチング

事前学修

月7

事前訪問

月下旬～6 月中旬7 月中旬～8 月初旬9

インターン
シップ実習

（実働10日以上）

マイナビやリクナビのイン
ターンシップ募集企業検索
や、大学の就職課、企業のサ
イトを直接見るなどして受
け入れ先を探します。

受け入れ先企業を探す

1

募集開始は企業によります
が、およそ開催前の２～３カ
月前と考えておくと良いで
しょう。応募の際にエント
リーシート等を提出させる
企業も多いです。

応募

2

こちらも企業によりますが、
エントリーシートに加えて、
筆記試験や面接などを設け
る企業もあります。

選考

3

あまり多くありませんが、事前に課題を出す企
業もあります。必要なものはスーツや筆記用具
など、本番の就職活動で必要なものばかりで、
特別何かを用意するということは滅多にありま
せん。名刺などを用意しておくと、社員や、他大
学の学生との交流の際に便利です。

準備

4
インターンシップ参加

56月1日～

出所：2018年卒マイナビ内定者 意識調査

インターンシップ参加時期

1社だけで終わらずに、さまざまな企
業のインターンシップに参加するよう
に促してしてみましょう。学生自身がど
のような業界・職種に向いているの
か、少しずつ見えてきます。

夏実施と秋冬実施のインターンシップ
の大きな違いは「日数」になります。夏
は長期（1週間～10日以上）で実施
する企業も多くあります。秋冬は1日
や2日の短期のものが多くなります。
様々な企業を比較するためにも、夏頃
からの参加を意識してください。

終了後

企業より
「実習評価書」を

受けとる

月中旬9

事後学修
学内での

報告会・評価会

参加中はマナーに気をつけなけれ
ばなりません。自信のない方は、マ
イナビの「インターンシップのマ
ナー」を読んでおくと良いでしょう。
また、遅刻や無断欠勤などは無い
ようにしましょう！　
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秋季試験（9月～10月）
春季試験（2月）

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

民間企業
（予定）

公務員
（予定）

進 学

業界、企業、職種ごとにスケジュールは異なります。
志望する企業のスケジュールを早めに確認し、企業ごとの対策を万全に行いましょう！企業・公務員等採用スケジュール

一般試験

龍谷大学の
就職サポート
体制

龍谷大学の
就職サポート
体制

出願

国家専門職（国税専門官、労働基準監督官など）・地方公務員 出願期間や試験日程は各省庁・各自治体などによって異なります

1次試験

1次試験

2次試験

2次試験

グループディスカッション、集団面接、個人面接

福祉職場説明会（都道府県ごと）

書類選考、筆記試験、論作文選考

社会福祉士国家試験講座

4年生 短大２年生 修士２年生

福祉系採用スケジュール

○福祉企業は上記民間企業のスケジュールに準じます。
○公務員福祉職は上記公務員のスケジュールに準じます。
○相談職、病院一般事務職、介護職などの福祉職は欠員募集が多いため、
　募集時期が遅く、また事業所ごとにスケジュールが大きく異なります。
○福祉系就職でも対策方法の基本は同じです。3年生からの大学内の
　支援プログラムを受講するよう心がけてください。

〈福祉系採用スケジュール〉

3年生 短大１年生 修士１年生

Contents 充実しています！ 龍谷大学の就職サポートメニュー

8
9 10 10 1011 121

2
3

7

6

4
5

書類選考、筆記試験

合同企業説明会、セミナー、自社説明会
【3/1～】　就職情報サイトにおける求人情報公開、エントリー開始

グループディスカッション、集団面接、個人面接

福祉関係

1
夏休みから後期までの期間に何をすべきか、
何ができるかを考える機会を提供。就職活
動が本格化するまでにやるべきことを詳しく
説明します。

就職活動ガイダンス

6
各業界に精通した人物・団体による講演会を
開催。各業界の主要企業や関連業界につい
て知ることで、数多くある企業から自分に
合った企業を見つけるヒントが得られます。

業界研究会

3
就職活動では「自己分析」によって自分自身を
理解することが大切。グループワークを交え
て行う自己分析セミナーでは、実際に役立つ
自己分析の方法を学べます。

自己分析セミナー

2
筆記試験は早めの対策が肝心。筆記試験が
どのようなものかを理解するために模擬試験
を行い、さらにフォローアップとして弱点を補
強する講座を実施します。

筆記試験対策講座 8
どのようなエントリーシートにも対応できる
よう、さまざまな設問について考え、実際に文
章化します。文章作成が苦手な学生には書き
方のポイントを指導します。

エントリーシート対策講座

7
面接のスキルアップを目指し、実践的な形式
の模擬面接を実施します。多種類のセミナー
を用意しているため、自分に必要な模擬面接
に参加することができます。

個人・集団模擬面接 11
公務員を目指す学生のために、公務員採用
説明会を実施。自治体の採用担当者から今
後実施される採用試験や職種ごとの業務内
容について直接話を聞くことができます。　

公務員採用説明会

12
資格試験の対策、語学能力の向上、自己能力
開発の支援など各種講座を開講します。信頼
と実績のある専門学校や資格試験予備校と
提携し、受講料も安価に設定しています。

資格取得支援講座

9
学生が業界・企業・仕事に対する理解や知識
を深め、将来を考えるために、座談会形式で
卒業生から働くという体験を聞く機会を用意
しています。

学内OB・OG訪問会

10
3月～7月には対象学年向けの学内合同企業
説明会を実施。学内で開催されるため学生も
気軽に参加することができ、多くの企業の人
事担当者との直接対話も可能です。

学内企業説明会

5
U・Iターン支援のため西日本を中心に16県
と就職に関わる協定を締結し、地元企業や合
同企業説明会に関する情報を提供。学内に
各県の企業を招き、相談会を実施します。

U・Iターン相談会

4
就職活動中は面接だけでなく、さまざまな場
面で言葉遣いや立ち居振る舞いを見られて
います。本講座では正しいマナーで第一印象
を向上させる方法を学びます。

マナー講座

内々定 内定（10/1）

国家総合職 出願

国家一般職 出願

学内推薦試験

広報解禁・就職情報サイトグランドオープン
就職情報サイトグランドオープン：企業の説明会情報が公開されます。学生はインターネッ
ト上で自身の個人情報を登録し、会社説明会の参加予約を行うことが可能になります。

3
1～

就職情報サイトプレオープン
就職情報サイトプレオープン：インターンシップを行っている企業の情報などが公開されます。学生は
インターネット上で個人情報の登録が可能になります。（採用のための会社説明会予約とは異なります）

６
1～

インターンシップ募集
1・2年生からの早期参加も有効です。

８
1～

社会福祉士
国家試験

精神保健
福祉士
国家試験

エントリーシート提出

4年生 短大2年生 修士2年生

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

インターンシップ
選考試験
対策セミナー

4年生 短大２年生 修士２年生

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

Step 3

3年生になると本腰をいれて就職活動に取り組む時期になります。就職情報サイトのプレオープン、インターンシップ

募集……企業の動きに合わせて準備を進めます。その節々でキャリアセンターのサポートメニューを活用しましょう。

全体の具体的な流れを把握しましょう
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Step 4

龍谷大学キャリアセンターの役割
1年生・2年生の頃から学生が自身のキャリアについて考えることは、学生の将来にとってとても有効です。キャリアセン

ターでは、キャリア教育を目的とした講座、低学年向けのインターンシップ、そして3年生と4年生には就職ガイダンスを

実施。キャリア教育と就職支援を軸として総合的に学生をサポートしています。

TOPICS

学生生活全般に関する
さまざまな相談をお受けしています。
一人で悩まず相談してみませんか？

本学において2003年度より実施し
ている合同企業説明会（合説）は、バ
ブル崩壊以降の就職難の時代に求
人を確保するため、学生と企業が直
接接点を持てる具体的な場として設
けられました。
約700社が参加する学内最大規模
の合説は、3年生の3月に開催され
ます。さまざまな業種の企業を誘致
し、本学の特設会場にて各企業の出
展ブースを設け、合同で企業説明会
を行います。参加企業は、メガバン
ク、鉄道などのインフラ系企業、京都

を代表するグローバルトップの電気
機器メーカー、食品メーカーなど多
岐に渡り、キャリアセンターの職員が
年間を通じて対話を重ねた上でお声
がけした信頼できる企業です。
本学の学生を採用した実績がある、
あるいは積極的に採用したいとい
う企業が集まることから、学生に
とっては、自己アピールがしやすく、
その後の面談に繋がる可能性も高
まるため、メリットがとても大きいと
いえます。

学内合同企業説明会は、
龍大生を積極的に採用したい企業が一堂に会する場

各学部にキャリア主任を配置し、学生一人ひとりに適し
た就職活動をバックアップ。1・2年生の段階から自身の
進路観・職業観を明確にするための意識づけを行い、
3・4年生時には実際の就職活動と連動した最適なタイ
ミングでガイダンスやセミナー、説明会などを実施して
います。

キャリア支援に沿ったプログラム

全国各地の企業から、龍谷大学にきている求人票の数
はおよそ1万6500件。各キャンパスや「龍ナビ」上でも
確認できます。その求人票の中で気になる企業を見つけ
たら、一度キャリアセンターのスタッフにお声掛けくださ
い。企業の特徴はもちろん、エントリーシート・面接の対
策まで丁寧にフォローします。

龍谷大学にきている求人票

お役立ち情報がWEBで収集できる、龍大生の就職情
報ナビ（龍ナビ）には「龍谷大学の学生を採用したい！」
という企業からの約1万6500件の求人票を掲載。さら
に、龍大に来訪される企業の人事担当者から得た情報
も「とっておき企業情報」として掲載しています。

龍大就職ナビ「龍ナビ」

龍大のキャリアセンターのキャリアカウンセラー在籍数
は全国の大学でトップクラスです。専門的な知識・能力
を持つ経験豊富な有資格者を各キャンパスに多数配
置。個別の相談から模擬面接、少人数ガイダンスなど学
生のニーズにあった、きめ細かなサポートを行います。

キャリアカウンセラー制度

龍大なんでも相談室（学生部）では、専門知識のあるカウンセラーが皆さんの相談
に応じています。入学して間もない時期の不安な気持ちや、進学・就職についての悩
み、家庭や友人関係の悩みなど、どんな些細なことでもOK。
また、保護者の皆さまからのお問い合わせ・ご相談も受け付けています。カウンセ
ラーが、一人ひとりに適したきめ細やかな対応をさせていただきますので、お気軽
にご利用ください。

龍大なんでも
相談室

各企業の人事担当者と身近に話すこと
ができ、とても企業理解しやすい環境で
す。自分のことを企業にアピールできる
絶好の機会でもあります。

学内なので気軽に参加でき、ダイレクト
に企業とコンタクトが取れます。また、そ
の場でわからないことがあればキャリア
センタースタッフに質問ができる安心感
も参加した学生からは好評です。

1・2年生

● 履修　● 部活　● 留学　● 学費　● 学内施設利用　
● 課外活動　● 協定型インターンシップ　など

※上記以外でも、大学生活に関することであれば、気
軽にお問い合わせいただけます。

入学時から継続的に、学生自身の目標を設定し、
確認･実行するためのキャリアガイダンスを実施
します。

3・4年生

● 履修　● 留学　● 課外活動　● 協定型インターンシップ
● インターンシップ　● 就職活動　● 大学院進学　など
就職活動に関する問い合わせが多くなります。時期に限らず、一人
ひとりの疑問や悩みを丁寧にヒアリングしますので、まずは窓口ま
でお越しください。

大阪梅田キャンパスにもキャリアカウンセラーが常駐。就職･
進路の個別相談をはじめ、企業説明会を個別に開催するな
どしてサポートしています。

主
な
相
談
内
容
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Step 5

学生Interview - 内定までの流れ
内定までの道のりにルールはなく、100名いれば100通りの不安や挫折、努力と希望があります。ここでは、志望企業への

就職が決まった3名の龍大生に、それぞれの歩みについて伺いました。

［就職先］京都市役所／法学部法律学科　羽山 貢輔さん

Ca
se

 1

3年生 11月 3年生 2月

一人で勉強していたときは見え
なかった自分のレベルが、仲間
と比べることでハッキリと見え
るようになり「このままじゃ絶対

ムリだ！」と実感。
本腰を入れて勉
強するきっかけに
なりました。

ム
本
強
な

仲間ができて、やる気UP！

公務員を目指して2年生の3月から予備
校へ通っていたものの、3年生の秋まで
は、ただやみくもに授業を受けているだ
けだったんです。転機となったのは11月。
予備校の飲み会で友達ができ、仲間と競い
ながら勉強するようになったおかげで、
モチベーションが一気にあがりました。

一時は、自信がなくなり、民間
企業への就職も視野に入れた
ほど。でも、あえて退路を絶ち、
人生でこんなに勉強したことは

ないというぐらい
自身を追い込み、
ようやく手応えを
感じるようになり
ました。

な
自
よ
感
ま

模試の結果にショック！

年明けから始まった模試の結果は、仲間内
でもダントツ最下位。勉強はしているのに
伸びない成績にショックを受けました。春
休みに入るとバイトをやめ、朝7時半か
ら夜10時まで予備校にこもり、みっちり
勉強するように。そこから本試験まで、
ゆるやかに成績が上がっていきました。

4年生 5月～8月

模擬面接で自信をつけて本番へ

各自治体の筆記試験を受けながら、並行し
て面接対策を開始。キャリアセンターの模
擬面接で「自己PRや志望動機は全く問題
なし！」と太鼓判をもらい大きな自信に。本
命の「京都市役所」の筆記試験を突破し、
いよいよ面接というときも、自分を偽ること
なく話せ、結果につなげることができました。

［就職先］株式会社りそな銀行／経営学部経営学科　長田 尚子さん

Ca
se

 2

3年生 6月～9月 3年生 2月

自分の意見や考えを伝えなけ
れば、周りとの信頼関係は築け
ません。そのことに気づかせて
くれ、自ら「変わりたい」と思う

きっかけを与えて
くれた企業や参
加者に感謝して
います。

き
く
加
い

自ら変わったインターンシップ

3年生の夏から秋にかけて、2社（金融とメー
カー）のインターンシップに参加。そこで学ん
だことは「自分自身が変わる」こと。それまで
自己主張はあまりせず、サポートにまわる性
格で、それが協調性だと思っていました。しか
し、多くの主体的な学生に刺激を受け、求め
られた時にしか発言や行動をしない自分に
は魅力がなく、積極的になろうと思いました。

キャリアセンター主催の講座に
参加するなど、ES対策はしてい
ましたが、3年生の12月まで
毎日ゼミがあり、SPI対策まで

手が回らず……。
もっと早めに対策
をしておけば！と
焦りました。

手
も
を
焦

自分らしさを伝えて自信に

1、2月の面接では緊張して思っているこ
とが言えず上手くいかない毎日でした。そ
んな時、ある企業の説明会で「根拠のない
自信を持って下さい」と言われ、面接に対
する心構えが変わりました。自分を良い様
に見せるのではなく、自分らしさを伝えた
いと思うと面接を楽しめるようになり、選
考通過と共に自信がつきました。

4年生 5月・6月

最後の答えは自分で導き出す

インターンシップに参加した企業と業界
トップクラスの企業、そしてもともとの第
一志望の企業から内々定をいただき、毎
日悩んで周りの人々に相談していました。
その時、キャリアセンターの方が「自分の
将来は自分のしたいように。周りから流さ
れなくてもあなたの中にもう答えはある
でしょ？」と言われ、心が決まりました。

［就職先］本田技研工業株式会社／理工学部機械システム工学科　植西 彩さん

Ca
se

 3

3年生 3月 4年生 4月・5月

SPI対策は早めに！とOBさん
に言われ、あわてて始めたもの
の続かず、結果が出るまで不安
の連続でした。やはり、SPI対策

は3年生の秋ごろ
から早めにとりか
かるべきだと思
います。

は3
から
かる
いま

合同企業説明会への参加がやる気に

就職活動といっても、何から手をつけて
いいかわからず、自己分析から始めまし
た。3月、合同企業説明会への参加を
きっかけに、周囲のやる気に感化されて、
SPI対策、ES対策を開始。ESでは、自分
の研究課題を明瞭に説明することが難
しく、ゼミの先生にアドバイスを仰ぎなが
ら進めました。

「志望企業が採用するのは院生だ
け？」と不安になり、 合同企業説
明会に来られていた、その企業の
技術者さんにメールで相談。する

と「学部生もいる
から大丈夫！」とお
返事をいただきま
した。気になること
は聞いてみよう！

と
か
返
した
は

中途半端なESは見透かされる

月に一度の研究発表に忙しく、ESづくりに
手間取りました。中途半端なことを書い
ても見透かされるので「この会社に入り
たい」ということを一歩踏み込んで作成。
「面接はいつ練習しよう？」と考えている
うちに、あっという間に本番を迎えてしま
いました。

4年生 6月

本音で向き合い共感を得る

面接では会社の「負の部分」についても
意見を述べました。また、私が乗っている
バイク(中型)の設計者の方に「なぜその
バイクを選んだの？」と聞かれ「最新で
ありつつアナログな部分があるのが良い」
と本音で答えると、喜んでいただけまし
た。素のままで話せたことが評価につなが
りました。
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二人の必勝アイテム 二人の必勝アイテム

清原 愛加さん　就職活動を始めた当初から

旅行業界を志望していました。家族旅行によく

行っていたので「旅」は身近な存在だったんです。

また、人と関わることも好きだったので、接客業

のブライダルやホテルなど、他業界の企業も多

数受けました。就職活動を始めたのは3年生の

秋。9月にサークルを引退し、10月以降はイン

ターンシップに参加。並行して自己分析も始めま

した。頭では、4年生の6月までに1、2社の内定

をいただいたうえで、経団連の解禁を迎えるイ

メージを描いていたんです。ところが、早い時期

から動いていたにもかかわらず、6月中旬まで

1社も内定がいただけず……周りでは自分より

遅くに就職活動を始めた人がすでに内定を

いただいており、「なぜ自分は決まらないの

か」と考え込んでしまいました。

由里子さん　普段は弱みをみせませんが、6次面

接まで残った会社に落ちてしまったときは、泣

きながら電話をかけてきましたね。

愛加さん　下宿していたため、家に帰っても一人。

精神的に追いつめられていたと思います。「家族

に心配をかけたくない」という気持ちも強くあ

り、内定を1ついただくまでは実家に帰らないと

決めていたんです。でも、大手のES〆切が迫る

なか、2社連続で最終面接で落ち、パンクしてし

まって。母に「帰りたい」と言いました。

由里子さん　世代も違うので、帰ってきた娘に、

具体的なアドバイスはできませんでした。た

だ、「最終的にはご縁があったところにいくん

だよ」という話をして、まだ内定を頂いていな

いことは問題ではないと伝えました。

愛加さん　母の言葉で気が楽になりました。

私が一人で考えすぎてしまっていたんです。

由里子さん　「親はこういう会社に就職してほし

いんだな」と思わせてしまうようなことは言わず

にいました。娘は自分で考えて、立ち直るしかな

いと思っていたので、聞く側に徹していました。

愛加さん　突然、母が「グルメライターになれ

ば？」なんて言い出して、笑ったことも（笑）そ

んなふうに母と話をするうちに、凝り固まった

考えがほぐれていったんです。そこから、自分

の知らない、素敵な企業が他にもあるかも

しれないと、キャリアセンターに届いている

あらゆる求人情報を調べました。そして「立ち止

まったら終わり」という思いで20社を受け、

最終的に志望していた旅行会社から内定を

いただくことができました。

一人で考えすぎてしまっていたとき、母の言葉で気が楽になったんです

新美 嘉基さん　志望の企業は年収ランキン

グを見て決めました。年収を重視した理由は、

5人兄弟の次男で両親に負担をかけてきたの

で、恩返しをしていきたいと思ったからです。就

職活動を始めたのは3年生の12月。1月には

自己分析を行い、自分に合う会社を模索しま

した。この先、「受けては落ち」を繰り返すのか

と思うと出口が見えない迷路の様に思えて、プ

レッシャーを感じましたね。結果的にはインター

ンシップに参加した3社のうちの1社であり、第

一志望の企業から内定をいただきました。

靖恵さん　親孝行したいという言葉は嬉し

かったです。でも、年収の高さは心配点でもあり

ました。それだけのお給料を頂くなら、しんどくて

当然だと。しかし話をしていると、その点は息子

も覚悟しているようだったので、息子の想いを尊

重しました。

嘉基さん　一般的に新卒社員の3割が3年

以内に辞職するといわれています。「新卒」と

いう大事なカードを失うことは、自分にとっても

企業にとっても不利益。その3割に入らない

よう自分に合う企業を探すのが就職活動だと

思います。自己分析を徹底し、「自分は何をした

くないのか」と消去法で志望職種を整理する。

仕事が辛くても納得して頑張れる会社であれば

続けていけます。この方向性が明確になること

で「自分はこんな人間ですが、どうですか？」と

いう企業と対等な姿勢が持てるようになりま

したが、それまでが厳しかったですね。

靖恵さん　あまり話もせず部屋にこもっていた

ので、「がんばっているな」と心のなかで思って

いました。私たちは話をする代わりに、好物の

甘いものを机に置いておくんです。「今日は

シュークリーム」「今日はチョコかな」と。甘さを

選べるチョコがあって、その日にどれくらいの

甘さが必要かわかります（笑）

嘉基さん　ずっと食べたいと思っていたチョコ

が出てきて「さすが！」と感動することも。それが

母とのコミュニケーションになっていました。

靖恵さん　本人は悩んでいたかもしれませんが、

私は息子の努力を見ていたので、心配はあり

ませんでした。息子のことは一歩下がって客観

的に見るよう心がけ、「人として恥ずかしくは

ない、大丈夫！」と思い、見守っていました。

嘉基さん　振り返って良かったと思うのは、

キャリアセンターでの「内定者の発表会」で

す。企業から内定をもらった先輩とざっくばら

んに話せ「こういう人が内定をもらえるんだ」

と実感。こうしたイベントでイメージをつかみ、

「自分はこんな人間です」という自覚とスタン

スを持つことが何より大切だと思います。

自己分析を徹底し、
「自分はこんな人間です！」というスタンスを持つことが大切です

保護者＋学生Interview「就職活動を振り返る」
Step 6

Ca
se

 1

Ca
se

 2

［就職先］
株式会社キーエンス
文学部真宗学科

新美 嘉基さん

保護者

新美 靖恵さん

［就職先］株式会社阪急交通社
社会学部
コミュニティマネジメント学科

清原 愛加さん

保護者

清原 由里子さん

文具が好きで、とくに欲しかったの
がこのボールペン。「仕事ができる
人の愛用品」というイメージで、「い
いボールペン持ってるね！」と企業
の方との会話のきっかけにも。

高級ブランドのボールペン

絶妙なタイミングで母から差し出さ
れるチョコレート。甘さを選べるも
ののうち、どれくらいの甘さのチョコ
が食べたいのか母にはわかるよう
で、食べると気分が楽になりました。

母が選ぶチョコレート

新聞社に勤めていらした教授にES
を添削していただいたのですが、さ
らに私の特長について書かれた励
ましのお手紙までいただきました。
何度も読み返した「お守り」です。

大切なメッセージ

実家からまとめて送ってもらってい
た新聞。時事と絡めて書かれている
コラムは就職活動に役立ちます。い
つも丁寧に残しておいてくれる母に
感謝していました。

新聞
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銀行の業務においても福祉や保険の知識を
生かせることを発見し、就職を決意

［就職先］株式会社第三銀行／社会学部地域福祉学科　鉢呂 美菜さん

福祉や保険分野に興味があり地域福祉学科へ。現場実習で地域福祉を推進する社
会福祉協議会へ伺い、さまざまな問題を抱えた方がおられることを実感。当初から社
会に出て知見を広めた上で、そうした方 の々力になる福祉の仕事に就こうと考えていた
ので、金融業界でも福祉や保険の知識を生かせることが分かり銀行への就職を決め
ました。

親への恩返しも兼ねて地元の銀行を志望、
「地域の方々の力になる」という夢に近づく

大学時代は親元を離れていたので、恩返しも兼ねて実家のある三重県の銀行を志
望しました。窓口業務では、お客様の悩みをお聞きし、保険等のご相談にのることがで
きます。自分が育った地元の方々の力になれ、「地域福祉」という目指す方向に繋
がっていることからも、Uターン就職は良い選択だったと思います。

Student comment

U・I ターン支援
本学ではUターン・Iターン支援強化のため自治体と連携を図り、全国に就職支援の拠点を拡大。29の都道府県にて全

国保護者懇談会を開催し、就職状況の説明や地元Uターン情報の提供、個別就職相談会を行っています。

就職先企業からのコメント
「良好な人材が多い」と企業担当者からの評判も上々の龍大生。具体的にどのような部分が評価されているのか？「龍大

生の可能性」が見えてくる、そんなコメントをご紹介します。

地域別就職先（抜粋）

（株）京都銀行／セキスイハイム近
畿（株）／（株）キーエンス／日本電
産（株）／西日本旅客鉄道（株）（JR
西日本）／任天堂（株）／タカラス
タンダード（株）／大和ハウス工業
（株）／積水ハウス（株）／日本ハム
（株）／ローム（株）／（株）関西アー
バン銀行／（株）阪急阪神百貨店／
京セラ（株）／（株）GSユアサ／（株）
村田製作所／大阪ガス（株）／西日
本電信電話（株）（NTT西日本）／
（株）高島屋／（株）りそな銀行

【近畿地方】

（株）宮崎銀行／（株）肥後銀行／（株）サニックス／
小野建（株）／ヤマエ久野（株）／（株）安川電機／
（株）ワールドインテック／（株）佐賀銀行／（株）九
電工

【九州・沖縄地方】

（株）百五銀行／（株）北國銀行／（株）第三
銀行／スズキ（株）／リンナイ（株）／東建
コーポレーション（株）／トヨタ紡織（株）／
（株）トーカイ／キッセイ薬品工業（株）／
（株）三重銀行／スルガ銀行（株）／（株）福
井銀行／（株）コメリ／東海旅客鉄道（株）
（JR東海）／（株）愛知銀行／三協立山
（株）／セーレン（株）／（株）アルペン／住
友電装（株）／敷島製パン（株）／日本メ
ナード化粧品（株）

【中部地方】
（株）ホームロジスティクス／（株）
ニトリ／（株）北海道銀行／（株）
七十七銀行／アイリスオーヤマ
（株）／（株）アインファーマシーズ
／（株）サンフレックス永谷園

【北海道・東北地方】

Step 7

関西電力株式会社
【就職活動中の龍谷大学の学生へのアドバイス】
就職活動は、自分自身ととことん向き合い、また、さまざまな会社の
話を聞くことができるとても貴重な機会です。いきなり間口を狭め
るようなことをせず、まずはいろんな業界、企業の話を聞いてみてく
ださい。そうすることで、今まで知らなかった社会、仕組みを知るこ
とができ、新たな気付きも得られると思います。せっかくの貴重な機
会なので、前向きに取り組んでください！

【低学年の学生に、就職活動が始まる前にしてほしいこと】
学業、課外活動等さまざまなことに主体的に取り組んで頂ければと

思います。そうすることで、ご自身がどんな人間なのか、どのように社
会に対して貢献していきたいかということが見えてくると思います。

【18卒の学生に内定を出した理由（内定者の傾向）】
“「Speciality」と「Diversity」の深化を通じて、専門性を極め、独自
の個性を発揮して、しなやかに、逞しく活躍できる人材”を当社の求
める人物像として掲げており、これに合致する方に内定をお出しし
ております。

株式会社日本アクセス
【就職活動中の龍谷大学の学生へのアドバイス】
就職活動は、皆さんのこれから進む道を決める大切な機会です。悔
いの残らない就職活動をするためにも自らの五感をフル活用してさ
まざまなことを感じてください。そして、最後まで熱い想いと大きな
夢を胸に全力で立ち向かっていってください。その中で自分自身が
ここで働きたい！ここでなら頑張れる！といった企業に皆さんが出
会え、納得した就職活動が出来ることを願っております。

【低学年の学生に、就職活動が始まる前にしてほしいこと】
就職活動のために何かをするのでなく、学生として最後の４年間に

今しかできないことに熱中し、そこで感じたことを大事にしていただ
きたいと思います。
そして、将来どうなっていたいのかを今のうちから漠然とでもイメー
ジしているとよいかと思います。

【18卒の学生に内定を出した理由（内定者の傾向）】
はつらつとしていて、社交性が高く、弊社で働くイメージを具体的に
もってくださっていたため。

株式会社イシダ
【就職活動中の龍谷大学の学生へのアドバイス】
後述の「人生観」に基づいた会社選び・仕事選びをされることをお
勧めします。そして選考の場面では自分を飾らず見栄を張らず、な
るべくありのままで臨んでいただくのが良いと思います。目一杯背
伸びをし、自分を飾って入る会社は、本来の自分と合わない会社で
ある可能性が高いです。就職活動は、最終的には「ご縁」です。「合
う・合わない」で結果が決まることも多くありますので、自分に「合っ
た」会社を見つけられるように頑張ってください。

【低学年の学生に、就職活動が始まる前にしてほしいこと】
是非早いうちから、「世の中の仕組み」に興味を持ち、色 と々調べた
り、多くの大人の話を聞いたりしておいていただければと思います。
そうすると就職活動における選択肢も広がってきますし、面接等で
話せる内容にも深みが出ると思います。

そして、自分の「人生を通じて成し遂げたいこと、人生のゴール、人
生の目的」といった、長期的なテーマについての思索を深めておか
れることをお勧めします。

【18卒の学生に内定を出した理由（内定者の傾向）】
当社では、2018年卒で３名の龍大生とご縁を結ばせていただきま
した。３名とも理系の方で、技術系の職種に就いていただく予定で
す。３名とも、真面目にしっかりと学問や研究に取り組んでおられな
がら、それだけでなく知的好奇心と打ち込める何かを持ち、しっか
りと活動しておられた、という点を高く評価しております。また、明る
さ・良い雰囲気も持っておられました。

【関東地方】
（株）ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）／（株）
クレディセゾン／（株）三菱東京UFJ銀行／日
本通運（株）／三菱倉庫（株）／（株）三井住友
銀行／凸版印刷（株）／日清医療食品（株）／
三井不動産リアルティ（株）／キヤノンシステム
アンドサポート（株）／（株）レオパレス21／昭
和電工（株）／日本発条（株）／（株）オリエント
コーポレーション／（株）サイゼリヤ／ TIS
（株）／富士ソフト（株）／クラリオン（株）／
（株）アマダホールディングス／三井住友海上
火災保険（株）／日本航空（株）（JAL）／北越
紀州製紙（株）／三菱ケミカル（株）／本田技
研工業（株）／第一生命保険（株）／（株）エイ
チ・アイ・エス／（株）角川グループホールディン
グス／全日本空輸（株）（ANA）

【中国・四国地方】
青山商事（株）／日本食研ホールディン
グス（株）／（株）百十四銀行／（株）長
府製作所／（株）鳥取銀行／（株）高
知銀行／はるやま商事（株）／大黒天
物産（株）／（株）山陰合同銀行／（株）
ウッドワン／（株）伊予銀行／（株）阿
波銀行／広島ガス（株）／（株）イズミ
（ゆめタウン）／（株）愛媛銀行／（株）
中国銀行
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なかなかゴールの見えない就職活動において、お子さまは落ち込んだり、
不安になったり、さまざまな「壁」に直面します。
そんなとき、保護者はどのような対応をすればよいのでしょうか？
想定されるシーン別にその方法をご紹介します。

こんな対応はNG！ 就職活動の関わりかた

やってみましょう 保護者の皆さまだからできる支援

お子さまの就職活動をサポートするにあたって保護者の皆さまがついついやってしまいがちな対応をタイプ別に分類、適切
な関わりかたをご紹介します。保護者として、頑張るお子さまをどう支えればよいかを考える際の参考にしてください。

保護者の皆さまができること
保護者の皆さまによるお子さまへのサポートの在りかたも時代によって変化します。現代の就職活動の事情をふまえ、

家族だからこそできる応援の方法や「避けたい」NG行動をまとめました。

面接時に清潔感をアピールするためのシャツへのアイロンがけや、送り迎えのタイミングにさりげなく応援の気持ちを伝える
など、家族だからこそできる温かいコミュニケーションを！

就職活動で落ち込んで帰ったとき、お子さまの
好物が夕飯に並ぶと、それだけでも元気が出て
きます。美味しいものが食べられる、ご家族が自
分のためにつくってくれた、そんな思いやりの気
持ちが、明日への活力になります。

好みのごはん

就職活動時の出費は非常に大きなもの。家族に
負担をかけさせたくないと、言い出しにくいお子
さまもいるようです。そうした気遣いより、就職
活動に集中してもらうためには、経済的なフォ
ローも必要になります。

経済的サポート

内定がなかなか出ないと、ついつい孤独感に苛
まれがちです。そんなとき、「元気にやっている
の？」といった就職活動と関係のない、さりげな
いひとことが、お子さまをいつも見守っていると
いうメッセージとなります。

さりげないメッセージ

就職活動とは関係の
ない、何気ない会話を
通じて、徐々に日常の
感覚を取り戻しましょ
う。むやみに慰めた
り、強引に励ましても
気分は回復しません。

Q. 1 子どもが何度も選考に落ち
ています。とても落ち込んで
いますが、どう励ませばよい
でしょうか？

A

保護者の都合や希望だけを押しつける
のではなく、お子さまとよく話し合い、最
終的には本人の意志を尊重してあげて
ください。本学では、学生と保護者の皆
さまの希望に添えるようＵ・Ｉターン就
職相談会を開催しています。また、地方
就職ガイダンス、地方出身者交流イベン
ト「ふるさとタイム」など、同県出身者と
学部を超えてつながりを持てる機会も
多く設けているため、情報交換や考えを
共有することができます。これらの点に
おいてご質問がある場合はキャリアセン
ターにいつでも気軽にご相談ください。

Q. 4 出来れば地元に戻ってきて欲
しいと思います。どうすれば聞
き入れてくれるのでしょうか？

A

不可能ではありません。人気の分野であれば門は狭く、就職できる可
能性は低くなりますが、専門外の学生を採用した場合に手厚い研修で
人材を育てる体制を整えている企業もあります。その会社の研修シス
テムなどを調べるなど、あらかじめ状況を把握しておくことが大切です。

Q. 3 専門外の特殊分野となる企業に就職を希望しています。
そうした就職は可能でしょうか？

A

一人暮らしの状況をさりげなく気遣って
あげましょう。「体の調子はどう？」「お金
の面は足りている？」といった温かい言葉
をかけてあげてください。

Q. 2 一人暮らしの子どもが帰っ
てきたとき、どのように接す
ればいいのかわかりません。

A

離職率が高く、サイトや求人誌でいつも
求人募集している会社は注意が必要で
す。面接時に、労働条件や残業について
の説明が曖昧な企業にも気をつけま
しょう。OB・OGとの面接時に本音を探
るのも見極め方の1つです。

Step 8

Q. 5 ブラック企業の見極め方が
あれば教えてください。

A

「オワハラ」とは企業が内定を出した学
生に対して他の企業に流れないようプ
レッシャーをかけてくることを指します。
お子さまが「オワハラ」に悩んでいる場合
は、企業に自分の意思を表明するよう伝
えましょう。企業側の対応がひどい場合
はキャリアセンターへご相談下さい。

Q. 6 子どもが内定後の対応、い
わゆる「オワハラ」で苦労し
ています。どうすればよいで
しょうか？

A

就職活動は進むほどに課題が出てきま
すが、悩んでいるだけでは解決できませ
ん。お子さまへのサポートで迷ったとき
はこの冊子に立ち戻り、さらに不安に思
うことがあれば、キャリアセンターにお
気軽にご相談ください。

Q. 7 就職活動について不安が残
ります。もっと詳しく知りた
いのですがどうすればよい
でしょうか？

A

内定を取れなかった人が翌年に既卒者
として応募をしても、受け付けてもらえな
いケースが多いです。中途採用枠では、
企業は即戦力を求めていますので、採用
される道はほとんど閉ざされているとも
言えます。新卒という就職に適したタイ
ミングを逃さず、就職するようにアドバイ
スしていただくことをおすすめします。

Q. 8 希望する企業から内定がも
らえない場合、来年受け直す
という選択肢はありますか?

A

Advice 子どもの考えに
耳を傾ける

「そんな会社やめなさい」「もっと
有名な企業にしたら？」など、つ
い否定的なことを言ってしまう。

否定タイプ
ついついダメ出ししちゃう

就職するのは保護者ではなくお
子さまです。企業の規模や知名
度だけにとらわれず、お子さまが
「ここで働きたい」と思える企業
に入社できるよう、肯定的なアド
バイスを。

Advice プレッシャーを
かけない

「◯◯さんは内定もらったんだっ
てね」「皆、一次選考通ってるの
に……」など、他人を引き合いに
出してしまう。

比較タイプ
ついつい比べちゃう

周りから内定が出た話を聞くと、
就活生は焦りを感じるもの。そ
んな時こそ「自分のペースで頑
張ればいい」などの言葉をかけ
てプレッシャーを和らげてあげ
ましょう。

Advice サポート役
として見守る

子どもに代わって履歴書を書い
たり、企業へ電話したり……子
どもを心配するあまり、手を出し
すぎてしまう。

過保護タイプ
ついつい甘やかしちゃう

自分で自分のことができないよう
では、就職してから社会人として
やっていけません。就職活動も社
会人になるための一歩、保護者
はあくまでもサポート役に徹しま
しょう。

Advice 関心を
もってあげる

「自分の将来は自分で決めるべ
き」と、子どもの就職活動には一
切関わらず、すべてを任せっきり
にしてしまう。

無関心タイプ
ついついまかせちゃう

あまりにも無関心では、お子さ
まも心細いと感じてしまいます。
いざというときに相談できる存
在として「気にかけているよ」と
いうメッセージを送ってあげて
ください。

“ ” “ ” “ ” “ ”

こんなとき、どうする？

Q. 9 就職活動にかかった費用はどれくらいでしょうか？

A
〈内訳例〉 ● スーツ・バッグなど ………30,000円～ 60,000円   

● 交通費………………… 50,000円～ 100,000円　
● 写真撮影代………………………………10,000円～
● 飲食費……………………10,000円～ 30,000円　
● その他諸経費……………………………10,000円～

平均総額 170,000円

Q&A
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製造業（32.7%）
タカラスタンダード（株）
スズキ（株）
山崎製パン（株）
日本電産（株）
京セラ（株）
本田技研工業（株）
（株）ジェイテクト
三菱自動車工業（株）
日本発条（株）
旭化成（株）
（株）村田製作所
ニプロ（株）
東芝テック（株）
三協立山（株）
小野薬品工業（株）
（株）ダイフク
（株）ＳＣＲＥＥＮホールディングス
フジテック（株）
文化シヤッター（株）
三菱ケミカル（株）
村田機械（株）

情報通信業（16.2%）
西日本電信電話（株）（ＮＴＴ西日本）

土木･建設業（6.8%）
パナホーム（株）
三機工業（株）
西日本電気システム（株）
大和ハウス工業（株）

積水ハウス（株）
ダイダン（株）
明星工業（株）
（株）きんでん
（株）かんでんエンジニアリング

（株）シーイーシー
（株）システナ
（株）アグレックス
京セラコミュニケーションシステム（株）
デンソーテクノ（株）

運輸業（2.2%）
東海旅客鉄道（株）（ＪＲ東海）
西日本旅客鉄道（株）（ＪＲ西日本）
神戸電鉄（株）

卸売業（7.3%）
（株）たけびし
因幡電機産業（株）
トラスコ中山（株）
（株）立花エレテック
（株）ワキタ
ダイトロン（株）
共英製鋼（株）
（株）日伝
都築電気（株）
（株）モリタ

小売業（3.6%）
日清医療食品（株）

（株）ローソン
（株）セブン-イレブン・ジャパン
ウエルシアホールディングス（株）
上新電機（株）

金融業（2.4%）
（株）ゆうちょ銀行
（株）関西アーバン銀行
岡三証券（株）
第一生命保険（株）
（株）紀陽銀行
京都中央信用金庫

不動産業（0.7%）
住友不動産販売（株）
（株）共立メンテナンス

サービス業（14.0%）
三菱電機エンジニアリング（株）
三菱電機システムサービス（株）
三菱自動車エンジニアリング（株）
社会保険診療報酬支払基金
独立行政法人国立病院機構

教育（6.3%）
神奈川県教育委員会
大阪府教育委員会
香川県教育委員会
滋賀県教育委員会
奈良県教育委員会
京都府教育委員会
兵庫県教育委員会

エネルギー（0.7%）
大阪ガス（株）

公務員（5.1%）
公正取引委員会
警視庁
大阪府警察
大津市役所
長浜市役所
堺市役所
福知山市役所
南丹市役所

主な就職先 （学部系統・業種別） ※2018年3月卒業生実績　※（　）は業種別の進路比率

文系学部

理工学部

短期大学部

キャリアセンター  瀬田
〒520-2194
大津市瀬田大江町横谷1-5
Te l  077-543-7735（直通）
Fax 077-543-7780

キャリアセンター  深草
〒612-8577
京都市伏見区深草塚本町67
Te l  075-645-7878（直通）
Fax 075-645-5556

東京オフィス
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1
岸本ビルヂング11階
Te l  03-3201-2751
Fax 03-3201-2778
東京駅丸の内南口から徒歩4分

大阪梅田キャンパス
〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-2
ヒルトンプラザウエスト
オフィスタワー14階
Te l  06-6344-0218
Fax 06-6344-0261
大阪駅桜橋口から徒歩4分

土木・建設業（3.7%）
セキスイハイム近畿（株）
大和ハウス工業（株）
積水ハウス（株）
（株）レオパレス２１
（株）ハウスドゥ
（株）関電工
（株）きんでん
（株）乃村工藝社
大東建託（株）
東建コーポレーション（株）
（株）ヤマダ・エスバイエルホーム
パナホーム（株）
（株）九電工
（株）一条工務店
タマホーム（株）
（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス

製造業（11.9%）
日本精工（株）
スズキ（株）
山崎製パン（株）
（株）キーエンス
日本電産（株）
任天堂（株）
タカラスタンダード（株）
凸版印刷（株）
（株）伊藤園
昭和電工（株）
日本ハム（株）
日本発条（株）

ローム（株）
レンゴー（株）
ＴＨＫ（株）
日本食研ホールディングス（株）
（株）安川電機
クラリオン（株）
（株）アマダホールディングス
京セラ（株）
（株）ＧＳユアサ
東レ（株）
三菱自動車工業（株）
（株）コーセー
（株）村田製作所
北越紀州製紙（株）
（株）角川グループホールディングス
富士ゼロックス（株）

情報通信業（6.0%）
トランスコスモス（株）
（株）シーエーシー
ヤフー（株）
ＴＩＳ（株）
富士ソフト（株）
楽天（株）
ソフトバンク（株）
伊藤忠テクノソリューションズ（株）

運輸業（4.1%）
日本通運（株）
西日本旅客鉄道（株）（ＪＲ西日本）
三菱倉庫（株）

ヤマト運輸（株）
東海旅客鉄道（株）（ＪＲ東海）
日本航空（株）（ＪＡＬ）
全日本空輸（株）（ＡＮＡ）

卸売業（10.7%）
キヤノンシステムアンドサポート（株）
（株）大塚商会
岩谷産業（株）
椿本興業（株）
三菱食品（株）
（株）ゴールドウイン
スターゼン（株）
（株）山善
タキヒヨー（株）
（株）イチネンホールディングス
因幡電機産業（株）
エスフーズ（株）
トラスコ中山（株）
（株）立花エレテック
神鋼商事（株）
ユアサ商事（株）
（株）ネクシィーズ
（株）日伝
サンワテクノス（株）
（株）ＰＡＬＴＡＣ
（株）三陽商会

小売業（12.6%）
（株）ニトリ
青山商事（株）
日清医療食品（株）
（株）すかいらーく
（株）ローソン
（株）サイゼリヤ
（株）セブン-イレブン・ジャパン
（株）良品計画
（株）阪急阪神百貨店
（株）三越伊勢丹
（株）高島屋
（株）ファミリーマート
ＭＸモバイリング（株）
上新電機（株）
（株）コメリ
イオンリテール（株）

金融業（12.1%）
ＳＭＢＣ日興証券（株）
（株）京都銀行
野村證券（株）
（株）ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行

日本郵政（株））日本郵政グループ）
（株）三井住友銀行
岡三証券（株）
明治安田生命保険相互会社
住友生命保険相互会社
（株）関西アーバン銀行
大和証券（株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス（株）
損害保険ジャパン日本興亜（株）
あいおいニッセイ同和損害保険（株）
三井住友信託銀行（株）
（株）みずほフィナンシャルグループ
日本生命保険相互会社
三井住友海上火災保険（株）
（株）りそな銀行
（株）百十四銀行
（株）百五銀行
（株）北國銀行
（株）第三銀行
（株）宮崎銀行
（株）滋賀銀行
みずほ証券（株）
（株）南都銀行
（株）りそなホールディングス
（株）鳥取銀行
（株）肥後銀行
（株）山陰合同銀行
（株）伊予銀行
（株）阿波銀行
（株）みなと銀行
（株）佐賀銀行
（株）三重銀行
（株）七十七銀行
スルガ銀行（株）
（株）福井銀行
（株）愛知銀行
（株）愛媛銀行
（株）中国銀行

不動産業（4.0%）
三井不動産リアルティ（株）
東急リバブル（株）
住友不動産販売（株）
（株）東急コミュニティー
（株）共立メンテナンス

サービス業（14.8%）
近畿日本ツーリスト（株）
（株）オリエンタルランド
東武トップツアーズ（株）
セコム（株）
（株）エイチ・アイ・エス

（株）ニチイ学館
（株）ソラスト
（株）トーカイ
（株）ダスキン
リゾートトラスト（株）
リコーリース（株）
（株）スタジオアリス
西尾レントオール（株）
（株）ラウンドワン
綜合警備保障（株）（ALSOK）
日本郵便（株）（日本郵政グループ）
独立行政法人労働者健康安全機構
独立行政法人国立病院機構
日本赤十字社

教育（3.9%）
国立大学法人岡山大学
宮城県教育委員会
愛知県教育委員会
三重県教育委員会
石川県教育委員会
京都府教育委員会
滋賀県教育委員会
大阪府教育委員会
兵庫県教育委員会
奈良県教育委員会
山口県教育委員会
京都市教育委員会
大阪市教育委員会
神戸市教育委員会
学校法人龍谷大学
学校法人滋賀医科大学
学校法人関西大学

福祉（4.6%）
（株）ケア２１
セントケア･ホールディング（株）
（株）ツクイ
パナソニックエイジフリー（株）
（株）ベネッセスタイルケア
社会福祉法人滋賀県障害児協会 
社会福祉法人京都府社会福祉事業団
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
社会福祉法人京都福祉サービス協会
社会福祉法人敦賀市社会福祉協議会
社会福祉法人京都老人福祉協会

宗教（0.3%）
宗教法人浄土真宗本願寺派

エネルギー（0.1%）
広島ガス（株）

公務員（6.0%）
法務省
警察庁
国税庁
防衛省
厚生労働省
財務省
岐阜県庁
静岡県庁
福井県庁
滋賀県庁
京都府庁
大阪府庁
鳥取県庁
徳島県庁
金沢市役所
津市役所
大阪市役所
京都市役所
大津市役所
姫路市役所
奈良市役所
広島市役所
高松市役所
警視庁
長野県警察
静岡県警察
富山県警察
石川県警察
福井県警察
滋賀県警察
京都府警察
大阪府警察
兵庫県警察
奈良県警察
山口県警察
徳島県警察
香川県警察
愛媛県警察

土木・建設業（0.8%）
パナソニックＥＳ防災システムズ（株）

製造業（3.8%）
（株）コーセー

情報通信業（3.8%）
トランスコスモス（株）

小売業（7.5%）
滋賀日産自動車（株）
京滋ユアサ電機（株）
（株）サマンサタバサジャパンリミテッド

金融業（2.3%）
（株）山陰合同銀行

サービス業（8.3%）
京都やましろ農業協同組合
日本郵便（株）（日本郵政グループ）

教育（15.0%）
学校法人京新学園 太秦幼稚園
学校法人龍谷学園 本願寺中央幼稚園
学校法人滋賀カトリック学園 草津カトリック幼稚園
学校法人恵照学園 浄福寺幼稚園
学校法人むそう学園 夢窓幼稚園

福祉（53.4%）
地方独立行政法人京都市立病院機構
社会福祉法人京都社会事業財団 二条保育園
社会福祉法人積慶園
社会福祉法人聖徳園 ひらかた聖徳園
社会福祉法人京都府社会福祉事業団
社会福祉法人彦根福祉会
社会福祉法人青谷学園 障害者支援施設ＤＯ
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人山城福祉会
社会福祉法人安全福祉会 養護老人ホーム清和の里
（株）日本保育サービス
社会福祉法人近松保育園
社会福祉法人希望の会 こだま保育園
社会福祉法人みどり福祉会 みどり保育園

社会福祉法人東仁福祉会 しらゆり保育園
社会福祉法人愛善信光会 亀岡保育園
社会福祉法人来迎寺学園
社会福祉法人下鳥羽保育園 下鳥羽保育園

公務員（3.0%）
大阪市役所
長浜市役所
滋賀県町村役場
京都府町村役場

サービス業 14.8%

小売業 
12.6%

金融業 12.1%

製造業 11.9%卸売業 10.7%
情報通信業 6.0%
公務員 6.0%
福祉 4.6%

運輸業 4.1%
不動産業 4.0%
教育 3.9%

その他 5.2%
土木・建設業 3.7%

宗教 0.3%
エネルギー 0.1%

福祉 
53.4%

教育15.0%

サービス業
8.3%

小売業 7.5%
製造業 3.8%
情報通信業 3.8%
公務員 3.0%

金融業 2.3%
その他 0.8%

短期大学部

文系学部

土木・建設業 0.8% 宗教 0.8%
卸売業 0.8%

製造業 32.7%

情報通信業 16.2%サービス業 14.0%

卸売業 7.3%

土木・建設業 
6.8%

教育 6.3%
公務員 5.1%
小売業 3.6%
金融業 2.4%
運輸業 2.2%
不動産業 0.7%
エネルギー 0.7%

その他 1.7%

理工学部

福祉 0.2%


