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就活全力サポート宣言

大学＋
保護者



お子さまが可能性を最大限に発揮するには、
保護者の皆さまのサポートが必要です。

このパンフレットは、保護者の皆さまにご家庭でより良い

サポートを行っていただくために作成したものです。ま

た、私たち龍谷大学が用意している、就職活動のための

さまざまなプログラムについても記載しています。ぜひ、

お読みいただき、今の時代の就職活動の在り方と対策、

学内での取り組みについてご理解ください。私たちと

ともにお子さまをしっかりとサポートし、より良い就職

を実現させましょう。

就職活動は、学生が社会で「どのように生きていくか」を

考える良い機会です。その主役はいうまでもなく学生自

身です。心配する気持ちから、親が過剰に世話を焼き、

企業選びなどに口を出すべきではありません。かといっ

て、全てを本人に任せっきりにし、傍観していれば良いと

いうことでもありません。お子さまの理想的な就職を実現

するために、保護者の皆さまにもできることがあります。 
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エントリーシートの一例

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。エントリー受付時期については、前年よりも「早める」と答
えた企業が17.2%と、「遅らせる」の1.0%を上回り、早まる傾
向に。2月以前に開始する企業も合わせ、9割以上が3月末まで
にエントリーの受付を開始します。※
※2020年卒マイナビ企業新卒採用調査より

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

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。

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。

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

合同企業説明会と呼ばれる説明会で、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。

求人倍率

情報収集源 提出書類

適性試験 企業説明会

2.14倍 2.14倍

1.62倍 1.28倍 1.23倍 1.27倍 1.28倍
1.61倍 1.73倍 1.74倍 1.78倍
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求人倍率 求人総数 民間企業就職希望者数

1.88倍

求人票、企業パンフレット、就職情報誌 ▶ 就職情報サイト 履歴書 ▶ エントリーシート

筆記試験と面接 ▶ WEB上でエントリー・テストも 一部企業が会社説明会を実施 ▶ 多様な合同企業説明会に

経済事情、ネット環境、学生気質……保護者世代と現在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ことが大切です。

保護者世代と現在の違い

※第35回ワークス大卒求人倍率調査（2019卒）
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数字で見る、現代の就職活動
エントリーした企業の数や、インターンシップに参加した数など、就活に関わるさまざまなデータを集めました。

近年の就職活動状況を理解するための手がかりにしてください。

Step

1

社4.5 %76.2
一人平均4.5社のインターン
シップに参加。前年に比べ増加
傾向に。また、ＩＳに参加した学
生のうち、参加した企業の採用
選考を受けたことがある割合
は81.2%にものぼっています。

ＩＳ参加社の平均

1日型のインターンシップは2017年
頃から普及が加速してきました。それ
に伴い、ISに参加した学生の割合は
年々増加しており、2018年度は
76.2%にも達しています。

ＩＳに参加した学生

%44.8

%62.9
「意思決定の際、誰かの助言や意見を聞いたか」とい
う質問に対して最も多かった回答は、「両親」
（62.9%）。いざという時の相談相手として、日頃から
お子さまと就職活動について話し合っておきましょう。

相談相手の
トップは両親

入社予定先企業を選択した際のポ
イントは「やりたい仕事がある・あり
そう」が44.8%で1位に。続いて2
位「社風が良い・よさそう」33.1%、
3位「安定している」27.0%という
結果になりました。

「やりたい仕事がある」
で選ぶ

%74
インターンシップは内々定獲得に「大いに役に立った」と答え
た人は33.4%。「ある程度役に立った」と答えた人は
40.9%。合計で約74%の学生が「役立った」と答えています。

ＩＳは役立つ？

社20.7
3月時点での平均エントリー社数は、
20.7社と、前年の27.9社に比べ減少
傾向に。ISの普及に伴い、プレの期間に
業界や企業を絞り込む学生が多くなっ
たことが一つの大きな理由でしょう。

３月の平均エントリー社数

％59.4
「入社予定先企業を決めた後、不安になったことはあるか」という質問に
「ＹＥＳ」と答えた学生は59.4%。「社会人としてやっていけるか」など、
漠然とした不安を抱く人が多いようです。悩む姿を見かけたら話を聞い
てあげてください。

入社前に
不安になった学生

%44.1
「入社予定先企業は、活動開始時点
では第何志望だったか」との質問に、
44.1%の学生が「第一志望」と答え
ました。半数近くの人が第一志望の
企業に入れたことになります。

半数近くが
第一志望に入社

企業では、今どのような人物像を求めているのでしょうか？ 各就職先での活躍を高く評価されている龍大生ですが、

実際にどのような部分が見られているのか、就活生に向けた採用担当者からのアドバイスをご紹介します。

今求められる人物像 企業からのコメント

山崎製パン株式会社
龍谷大学生の印象

目的を持ち学生生活を送られている方が
多い印象です。龍谷大学生は自分のやり
たいこと、興味のあること、自身の強みを
踏まえ自分が魅力を感じる会社に就職す
るため努力されています。山崎製パンにも
多くの龍谷大学OB・OGが在籍されてお
りますが、目の前のことから逃げ出さず、辛
抱強くコツコツ仕事に取り組む方が多く
活躍されています。

就職活動中の学生へのアドバイス

多くの企業の中で是非縁を大切にしてい
ただき、働いている社員との交流を通し、
会社の社風や成長性を感じ、自分に合っ
た会社を見つけてください。
就職活動は今しかできない貴重な機会
です。機会を逃さない、後悔のない活動を
してください。

就職活動が始まる前にしてほしいこと

学業やアルバイトはもちろん、学生時代に
しか経験できないことがあります。
その中で色々な人達と接点を持ち、視野を
広げていただきたいと思います。その経験
が必ず社会に出て役に立つ時が来ます。

位1
入社予定先を知ったきっかけは「就
職情報サイト」が26.2%と、2位の「合
同企業説明会」、3位の「インターン
シップ」を抑えてトップに。今や就職活
動にインターネットは必須です。

きっかけは
「就職情報サイト」

就職活動が始まる前にしてほしいこと

目の前のことに全力でチャレンジし、学生
生活を楽しんでください。勉強、部活、サー
クル、アルバイトや旅行など何でもいいと
思います。全力でチャレンジすると、自分が
どんなことに価値を感じて、どんなことを
楽しいと思えるのかが見えてくるので、就
活の際には軸が明確になり、後悔のない
就職活動ができるようになると思います！

株式会社村田製作所
龍谷大学生の印象

コミュニケーション能力に長けた方が多
い印象です。積極的に人と関わることがで
きる龍谷大学生の方々はチームワークを
意識しながら活躍しています。また、チャレ
ンジ精神溢れる方が多くいらっしゃいま
す。初めて経験する仕事でも、先輩へ積極
的にアドバイスを求めながら挑戦できる
ので、新たなスキルをどんどん身に着け、
活躍の幅を広げていただいております。

就職活動中の学生へのアドバイス

会社選びの際には、ネット上の情報を鵜呑
みにするのではなく、説明会へどんどん足
を運んで、自分で判断することを大切にして
ください。ネット上にはたくさんの会社情報
が溢れておりますが、会社の雰囲気が自分
に合うかどうかは、自分の肌で感じてみな
いとわからない部分があると思います。も
ちろん周りの意見を参考にすることも大切
ですが、自分自身の価値基準を大切にする
と、より良い選択ができるはずです！

株式会社ツムラ
龍谷大学生の印象

採用活動でお会いする学生さんや在籍し
ている卒業生の方々の印象は、落ち着き
があり真面目な方が多いと感じています。
特に採用活動の場面においては、落ち着
きだけでなく積極的で元気な方が多く、礼
儀正しく好感が持てます。また、当社に在
籍している卒業生の方々も、物事を着実
に進めていく安定感があり、志や情熱を内
に秘めている誠実な方が多い印象を受け
ます。

就職活動中の学生へのアドバイス

就職活動は、人生のなかで最もさまざまな
方とお会いできるチャンスだと思います。そ
の出会いのなかで、業界・企業の存在理由
や企業風土を肌で感じ、その体感から得
た情報の中から自分自身の価値観をしっ
かり見つめ、方向付けをしてほしいです。
就職活動は「縁」であるとつくづく感じて
います。自らが行動を起こさなくては「縁」
は生まれないことも事実です。最後まで自
分を信じて活動してください。

就職活動が始まる前にしてほしいこと

「今ここ」に集中して生きてほしいと思いま
す。就職活動のために何か始めることも大
事ですが、今現在取り組んでいる勉強や
スポーツ、アルバイトなどに対して、何故そ
れに取り組んでいるのか、何を目標にして
いるのかを明確にして活動してほしいと考
えます。学生として今しかできないことを
意識して、積極的に取り組むことによって
得られる「気づき」は就職活動に大変有意
義なものになると思います。

※1「2019年卒マイナビ内定意識調査」より　※2「2019年卒マイナビ学生就職モニター調査3月の活動状況」より

※2

※1 ※1

※1

※1

※1

※1 ※1

※1
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キャリア支援の方針について
龍谷大学のキャリア支援は学生の社会的・職業的自立に不可欠な知識、能力、

態度、職業観・勤労観を育みます。支援の柱となるのが「キャリア教育」と「進路・

就職支援」の２つです。「キャリア教育」は学部と各組織が連携して行う、社会

で必要な基礎的・汎用的能力の育成。「進路・就職支援」は学生の進路選択・

就職決定に対する主体性の醸成。こうした支援の根本として、face to faceの

面談を重視しています。

Step

2

龍谷大学が独自で協定を締結する企業･団体等において10日間の
インターン実習を行います。計6日間の事前･事後学修も実施して
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

事前学修としてビジネスマナーや職業観を学修後、5日間のインター
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、実際の現場で活かします。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

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就業体験

龍谷大学の4つのインターンシッププログラム

協定型インターンシップの流れ

採用直結型インターンシップの流れ

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。

インターンシップ
ガイダンスに参加

月上旬4 月上旬5

出願 選考・
マッチング

月中旬～5 月中旬6

事前学修

月下旬～6 月中旬7

事前訪問

月7
インターンシップ

実習
（実働10日以上）

月下旬～8 月初旬9
企業より

「実習評価書」
を受けとる

終了後
事後学修
学内での

報告会・評価会

月中旬9

受け入れ先企業を探す

1

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。

応募

2

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。

選考

3

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。

準備

4

スーツや筆記用具など、
本番の就職活動で必要
なものばかりですので、
この時期から準備をして
おいても良いでしょう。

インターンシップ参加

5

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！　

6月1日から就職情報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。）

活動停滞学生層把握

活動停滞学生 キャリアセンター
キャリアカウンセラー

満足度の高い就職・進路決定へ

就職支援

就職・進路決定過程の履歴蓄積

段階を追って信頼関係を構築し窓口に来やすい環境を整備

まずは
メールや電話にて
個別アプローチ

学生と
face to faceの
面談強化

就活状況データに基づく個別面談の積み重ねによる

WEB履修登録時に全学生入力必須
就活状況データ（企業選びの志向性、不安要素、弱点・課題）

学生生活で学んだことや身につけた
力の認識のよる自己効力感向上

就職・進路決定に向けた課題特定と
行動計画策定

豊富な求人の提供による
行動喚起

１年生を対象に、龍谷大学オリジナルのキャリア形成・読本「マイキャリアノート」
を配布し、将来の進路を考えるためのガイダンスを行います。４月に開催される
キャリアガイダンスでは、スタッフや上級生が学生生活を紹介。学生自身のリアル
な成長体験を聞くことができ、自分のキャリア、進路を考えるきっかけになります。
また、特性や長所、短所を知る「大学生基礎力レポートⅠ」も実施します。

年生1
1年生の時に記入した「マイキャリアノート」を活用し、入学時
に設定した目標を振り返り、再確認することで、学生生活を充
実させるサポートを行います。「大学生基礎力レポートⅡ」では
1年間を振り返り、さらなる成長のために目標設定を行い、積
極的にインターンシップへの参加を促す働きかけを行います。

年生2

全学生の就活状況把握システム

早期キャリアサポート

全学体制構築

● 学修生活の仕方、学びに対する動機づけ　● キャリア意識・職業観を育成　● コミュニケーション能力
● 問題発見・解決能力　● プレゼンテーション能力　● 文章表現能力等の育成　● インターンシップ

キャリア啓発科目
［進路意識づけ科目］
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全体の具体的な流れについて
就職活動は３年生から本格化。就職情報サイトがオープンし、企業へのエントリーが可能になります。

エントリーシートの提出やWEBテストの受験、面接に向けて、キャリアセンターを活用し、準備を整えてください。

Step

3

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

3年生 短大１年生 修士１年生

8 9
10 11

12
1

書類選考、筆記試験

合同企業説明会、セミナー、個別企業説明会
【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
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。

6
1～

エントリーシート提出

4年生 短大2年生 修士2年生

インターンシップ選考試験
対策セミナー

グループディスカッション（GD）、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〉

福祉関係
社会福祉士
国家試験

精神保健
福祉士
国家試験

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

［これだけは避けたい！］ 就職活動のNG集

自己分析をせずに就職活動を進めるNG!

自分が今どこにいるのか現在地がわからないまま、
目的地にたどり着くことはできません。自己分析を
しっかり行うことで、自分の強みや興味の対象が
可視化できるだけでなく、就職活動における指針や
必要な対策が明確になります。

NG! 筆記試験対策が後回しになってしまう

３年生の２月以降は、各社に提出するエントリー
シートの作成に追われ、どうしても筆記試験対策が
後回しになってしまいます。筆記試験の得点が低い
と企業の選択の幅が狭くなるため、エントリーシー
トと同様、早めの筆記試験対策が必要です。

NG!NG! 業界・企業研究を怠る

業界研究が十分でないと、普段の生活で目にす
るBtoC（一般消費者向け）の企業ばかりにエン
トリーしがちです。様々な業界や企業について
調べることで、BtoB（企業同士の取引を行う）の
優良企業など選択の幅が広がります。

「売り手市場」に甘える

就活生にとって有利な「売り手市場」が続いているのは事
実ですが、全ての人が就職できるというわけではなく、卒
業後に就業先が決定していない人も少なくありません。
3年生の夏から採用直結型インターンシップが実施されて
おり、状況に甘えず、早期にスタートを切るのが得策です。

就職活動ガイダンス就職活動ガイダンス 2
3
6

筆記試験
対策講座
筆記試験
対策講座

業界
研究会
業界
研究会

自己分析
セミナー
自己分析
セミナー エントリーシート対策講座エントリーシート対策講座

7 GD・集団面接
対策セミナー
GD・集団面接
対策セミナー

7 個別面接対策

公務員採用説明会公務員採用説明会

資格取得支援講座資格取得支援講座学内卒業生訪問会学内卒業生訪問会

学内企業研究会学内企業研究会

詳細はP.09～10
に掲載

4

5 U・Iターン相談会U・Iターン相談会

マナー講座マナー講座

※2019年4月現在。 解禁時期は変更になる場合があります。
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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。

Step

4

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合った、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

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？

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学生の皆さ
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
本学において2003年度より開催している合
同企業説明会（合説）は、学生と企業が直接接
点を持てる具体的な場となっています。
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

Contents 充実の就職サポートメニュー充実の就職サポートメニュー
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

GD（グループディスカッション）や面接のスキ
ルアップを目指し、実践的な形式のセミナーを
実施します。多種類用意しているため、自分に
必要なセミナーに参加することができます。

GD・集団面接対策セミナー／
個別面接対策

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
と実績のある資格試験予備校などと提携し、
受講料を安価に設定しています。講座によっ
ては1年生から受講可能です。

資格取得・就職支援講座

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。

学内卒業生訪問会

10

2月には対象学年向けの学内合同企業研究
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。

学内企業研究会

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

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。

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。※2019年度は「合同企業研究会」として2月に実施
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公務員就職を目指す場合、公務員試験の勉強と、スケジュール管理が大切です。

ほとんどの学生は、3年生の4～ 12月までに、本格的な勉強を開始しています。

公務員就職について
U・I・Jターン支援
龍大では自治体と連携し、29の都道府県で全国保護者懇親会を実施。地元のUターン情報の提供や個別就職相談会を

行なっています。今後も自治体の協力を得ながら、Uターン・Iターン・Jターン支援の強化に力を入れていきます。

Step

5

地域別就職先（抜粋）

（株）たねや／（株）滋賀銀行／
（株）平和堂／ローム（株）／ワタベ
ウェディング（株）／（株）GSユアサ
／（株）SCREENホールディングス
／（株）ワコール／（株）京都銀行／
（株）村田製作所／（株）島津製作
所／（株）堀場製作所／京セラ
（株）／京都中央信用金庫／高見
（株）（TAKAMI　BRIDAL）／ 日
本電産（株）／ Sky（株）／エース
コック（株）／サラヤ（株）／シャー
プ（株）／タカラベルモント（株）／
ハウス食品（株）／パナソニック
（株）／ヤンマーアグリジャパン
（株）／（株）NTTネオメイト／（株）
りそな銀行／（株）関西アーバン銀
行／（株）髙島屋／（株）阪急交通
社／（株）阪急阪神百貨店／（株）
池田泉州銀行／関西電力（株）／
丸大食品（株）／近畿日本鉄道
（株）／西日本電信電話（株）（NTT
西日本）／西日本旅客鉄道（株）
（JR西日本）／大阪瓦斯（株）（大
阪ガス（株））／ UCC上 島珈琲
（株）／伊藤ハム（株）／（株）南都
銀行／（株）紀陽銀行

【近畿地方】

ヤマエ久野（株）／（株）コスモス薬品／（株）ナフコ
／（株）西日本シティ銀行／（株）熊本銀行／（株）
西原商会

【九州・沖縄地方】

（株）インテック／（株）PFU／（株）北國銀
行／アイシン・エィ・ダブリュ工業（株）／
（株）福井銀行／（株）星野リゾート／イビ
デン（株）／アサヒサンクリーン（株）／スズ
キ（株）／カネ美食品（株）／フジパングルー
プ本社（株）／（株）スギ薬局／（株）デン
ソー／（株）中京銀行／東海漬物（株）／東
海旅客鉄道（株）（JR東海）／敷島製パン
（株）／（株）百五銀行

【中部地方】

（株）アインファーマシーズ／（株）
ツルハ／（株）ニトリ／北海道旅客
鉄道（株）／アイリスオーヤマ（株）
／（株）七十七銀行

【北海道・東海地方】

【関東地方】
カネコ種苗（株）／ SCSK（株）／ THK（株）／
アース製薬（株）／エームサービス（株）／オ
リックス自動車（株）／ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン（株）／フランスベッド（株）／ヱスビー食
品（株）／旭化成（株）／花王カスタマーマーケ
ティング（株）／（株）エイチ・アイ・エス／（株）
コーセー／（株）サンドラッグ／（株）セブン－
イレブン・ジャパン／（株）ゼンショーホール
ディングス／（株）バンダイ／（株）ファミリー
マート／（株）ローソン／（株）伊藤園／（株）荏
原製作所／（株）三越伊勢丹／（株）三菱UFJ
銀行／（株）資生堂／（株）帝国ホテル／（株）
日本旅行／（株）良品計画／三菱自動車工業
（株）／山崎製パン（株）／森永乳業（株）／全
日本空輸（株）（ANA）／第一生命保険（株）／
東レ（株）／東日本旅客鉄道（株）（JR東日本）
／日清医療食品（株）／富士ソフト（株）

【中国・四国地方】
（株）トンボ／（株）中国銀行／（株）天
満屋／（株）やまみ／（株）広島銀行／
青山商事（株）／中国電力（株）／（株）
ファーストリテイリング／（株）ユニク
ロ／（株）山口銀行／（株）香川銀行／
（株）百十四銀行／（株）伊予銀行／
旭食品（株）／（株）四国銀行

公務員に求められる力

「人の役に立ちたい」という
強い気持ちと責任感

医療や教育、福祉、環境、産業振興など
多彩な分野に携わる公務員の仕事は、
国民や住民の生活に大きな影響を及
ぼします。そのため、強い責任感とビ
ジョンを持ち、人々の暮らしや生活を
より良くしていきたいと考えて行動でき
る人に向いています。

柔軟性と
コミュニケーション能力

国民や住民が求めているものを汲み
取り、説明し、伝えていく力が求められ
ます。さらに国家公務員は、平均して2
～5年での転勤、地方公務員でも3～5
年で異なる職務への異動があります。
新しい環境に柔軟に対応する力も必要
です。

堅実に業務を
遂行できる力

多くの業務は、事務作業やデータ収集に
なるため、コツコツと堅実に作業を進め
ていく能力が大切です。また、民間企業の
ように業績によって給与が増減すること
はないため、歩合制などで自分の能力
を試しながら、バリバリ働きたいという
人には向いていないと言えるでしょう。

新入生が「入学時から同郷意識と大学への帰属意識を醸成す
る」ことを狙いとして、4月のオリエンテーション期間に地方出身
者新入生を対象とした「ふるさとタイム」を実施しています。協定
を締結する府や県の担当者にもお越しいただき、卒業後の進路
を見据えたさまざまな情報を提供しています。

新入生対象に
「ふるさとタイム」の開催

U・I・Jターン就職を希望する学生への支援の一環として、地方就
活ガイダンスと自治体個別相談会を実施しています。2018年度
は29の自治体に参加いただきました。

「U・I・Jターン就職相談会」の開催
毎年イベントの開催状況は異なりますが、各都道府県別のイベ
ント開催の際は、該当地方出身者へお知らせし、有益な情報収集
をしていただけるようサポートしています。

各都道府県によるイベント開催

龍谷大学のフォロー体制

1 年間3回の公務員
ガイダンスの実施

「公務員とは？」「どんな職種がある
の？」「試験突破を目指す勉強方法
は？」など公務員を目指す方向けのス
タートガイダンスです。

第1回（4月）

公務員の職種について説明し、職種研
究を深めます。

第2回（7月）

求められる人物について説明し、面接
対策を行います。

第3回（10月）

2 内定者座談会の実施
11月～1月

3 業務・採用説明会の実施
2月～5月

4 公務員講座の開講
5月～翌年4月

● 専門・教養試験対策コース
● 専門試験対策コース
● 教養試験対策コース
● 警察官・消防官対策コース
● スタート講座（1、2回生から公務員
  採用試験合格を目指す学生対象）

主な公務員就職先 2018年度 学部・短期大学部卒業生、修士修了生

愛知県警察／生駒市役所／宇治市役所／愛媛県庁／大阪市役所／大阪府警察／大阪府庁／大津市役所／岡山県警察／岡山県庁／香川県警察／香川県庁／
笠間市役所／亀岡市役所／京都市消防／京都市役所／京都府警察／京都府庁／草津市役所／熊本県警察／警視庁／甲賀市役所／高松市役所／高知県警
察／高知県庁／神戸市役所／国税庁／国土交通省／財務省／滋賀県警察／滋賀県庁／島根県庁／東京特別区（東京23区）／徳島県庁／鳥取県庁／長浜
市役所／奈良県警察／奈良県庁／奈良市役所／農林水産省／兵庫県警察／兵庫県庁／福井県警察／福岡県警察／法務省／三重県警察／山口市役所／
栗東市役所／和歌山県警察
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［就職先］京セラ株式会社／
理工学部情報メディア学科　髙味 郁哉さん

自己分析の結果、システムエンジニアの道へ

両親は安定した公務員の仕事に就くことに賛成でしたが、その方向性
も残したまま一般企業の合同説明会にも参加しました。しかし、自分
の希望する職種が解らなくなり自己分析を始め、単なるプログラマー
ではなく、お客様との接点の多いシステムエンジニアになることを決め
ました。

塾講師の経験が公務員試験対策につながった

高校生の塾のバイトで得た知識が公務員試験対策につながり、模擬試
験の結果もまずまず。両親も安心させることができたので、一般企業へ
の就職活動も続け、京セラから内定を頂きました。就職活動は大変では
ありましたが、自分に焦点をあて、自身の性格や価値観を知り、今後の方
向性を決めることは、とても楽しく、貴重な経験でした。

高味さんの就活スケジュール

就職活動を意識し、インターンシップに参加
3年生  夏

公務員対策として無料模試を受ける
3年生 10月

合同説明会に参加。自己分析を徹底
3年生3月

［就職先］財務省大阪税関／
経営学部経営学科　谷口 亜佳音さん

対応が遅れ、結果が得られず苦戦し、ひたすら勉強

両親や親戚の多くが公務員ということもあり、自然と公務員の道へ。3
年生の5月から公務員の講座が始まり、勉強を始めだす友人が多くい
るなか、私は12月までゼミの活動が忙しく、本格的に勉強を始めたの
は3年生の1月から。毎日、10時に図書館へ行き、夜8時に帰るとい
う生活を繰り返しましたが、模試の成績も芳しくなく。勝算のないまま
試験に臨みました。

最後まであきらめずに努力し、国家一般職も合格

しかし、結果は地方公務員に加え、思いがけず国家一般職も合格。ゼ
ミの活動に没頭する習慣が勉強に活かされ、勉強に没頭する事が出
来たのです。それに、試験勉強自体が世の中を知る面白さがあったの
で、あきらめずに頑張れました。二次試験も無事に突破し、財務省大阪
税関に内定を頂くことができました。

谷口さんの就活スケジュール

公務員講座を受けるもゼミ活動に専念
3年生 5月

本格的に勉強をスタート
3年生 1月

間際にキャリアセンターで面接の練習
4年生7月

［就職先］ローム株式会社／
国際学部国際文化学科　平野 愛実さん

世界と接点を持って働くというイメージを持って模索

国際学部で留学経験もあったので、国際感覚と英語力を活かしなが
ら、自分らしく働くイメージができる会社40社を受験。グローバルで
実体のあるものを扱う企業を模索するなかで出会ったのが、日本にい
ながら世界と接点を持って働けるロームでした。ここなら、私が描いて
いるイメージの働き方ができると実感しました。

ES作成や面接、待ち合わせ…キャリアセンターをフル活用

就活解禁までは深草キャンパスでグループディスカッションや面接の練
習。解禁後の3月からは家に近くて便利な大宮キャンパスや、説明会の合
間の時間つぶしや友達との待ち合わせに使える梅田キャンパスでESの
書き方を教わるなどキャリアセンターをフル活用。企業別に面接で話す
内容を変えるなど工夫を重ね、ロームを含む3社から内定を頂きました。

平野さんの就活スケジュール

多様な業界のインターンシップに参加
3年生 12月

毎日説明会や面接に出かける
3年生3月

第一希望ロームの選考始まる
4年生6月

［就職先］タキイ種苗株式会社／
農学部資源生物科学科　北 佳祐さん

外国人留学生との対話のなかで見出したミッション

大学3年生のときに留学生寮の寮長に就任。アフリカやベトナムの学
生と食糧問題について語るうち、食料や飼料のもととなる「タネ」に興
味を持つように。そうした問題を解決するには、種を扱う企業、それも
世界で活躍する企業でなければならないと考え、グローバルに展開し
ているタキイ種苗を目指すことにしました。

最終面接で活かされた、寮長としての経験

キャリアセンターには情報収集だけでなく、面接の前に気持ちを落ち
着かせるためにもよく訪れました。タキイ種苗の最終面接は滋賀にて
2泊3日で行われ、自分の研究についてのプレゼンテーションや農場
での実習を体験。寮長としてイベントを開催したり、人間関係をまとめ
るなかで身についたリーダーシップが実を結んだと思います。

北さんの就活スケジュール

2社に絞り、本選考に向けてES作成
3年生 1月

他社の一次面接でうまくいかず落ち込む
3年生 2月

タキイ種苗で2泊3日のプレゼン、最終面接
4年生4月

学生Interv iew 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4名の龍大生に、それぞれの歩みについて伺いました。

Step

6
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就職活動は人によっては長期戦になることも。よって、活動開始から内定が出るまでの間に、悩みや疑問に感じる

内容も変わってきます。ここでは、保護者の皆さまからよく寄せられる質問を、時期別にまとめました。

［時期別］保護者のお悩み解決

市川 航大さん　小学生の頃に野球を始め、

大学時代も野球一色。就職活動の時期が近

づいても、引退するまで野球を続けました。大

学入学当初は、教職に就いて子ども達に野球

を教えようと思っていました。進路を意識し

始める大学3年生の頃には、安定している公

務員という仕事に興味を持ち、授業後、公務

員講座に出てから部活に参加。慌ただしい毎

日でしたが、野球の時間が気持ちを楽にして

くれました。

和雄さん　息子の場合、高校の3年間を強

豪校である智辯学園高等学校で野球に打ち

込み、大学でも野球を続け仲間とともに切磋

琢磨し過ごしました。野球を通じて人間的に

成長した部分が大きいですね。

航大さん　練習や試合を経験することで、精

神力やマナーが身につきました。また、部員が

140人もいたので、まとめるのも大変です。同

期や後輩と食事に行って語り合うなどコミュ

ニケーションをはかり、真剣に人と向き合う

大切さも学びました。

和雄さん　身体も、心も、全てのトレーニング

が野球に集約されていたんだと思います。

航大さん　公務員試験の勉強をする一方で、

一般企業の営業職に興味を持つように。野球

で培った人間力で勝負してみたくなり、「市川

さんだから商品を買いたい」と言われるような

営業を目指すことにしました。

和雄さん　就職活動そのものよりも、内定を

いただいて、6月初旬に就職先を選ばなけれ

ばならなかった時のほうが辛そうでしたね。

航大さん　ありがたいことに7社も内定を頂

き、最終的には2社に絞りましたが、なかなか

1社に選べなくて。希望する職種で働ける仕

事を取るか、安定を取るか、人生で一番悩み

ました。いろんな人に相談し、最後に背中を押

してくれたのは父でした。

和雄さん　どちらも正解だと思ったので、入

社後に「入ってよかった」と言う自分を想像で

きるほうにいくよう伝えました。

航大さん　就職活動を始める前は「こんな仕

事がしたい」という強い思いがなく、安定志向

でした。でも最終的には、自分で道を切り開く

「営業」という仕事を選びました。

和雄さん　そうした方向性についても、電話

で定期的に聞いていたので安心していまし

た。そして心の準備、身体の準備、情報収集は

怠らないように伝えました。

航大さん　後輩たちには1日を大切に過ご

し、学生のうちにでしかできないことを感じ、

いろんなことに挑戦をして欲しいですね。その

経験は新たな発見や自分自身の成長に繋が

り、就職活動に役立つはずです。

親子Interv iew
野球を通じて学び、鍛えた精神力と人間力で就活に前進。悩み抜いた後、自分の力が試される営業職の道へすすんだ

市川航大さん。ご家族とともに歩んだ、その心の内を語っていただきました。

Step

7

人間力で勝負できる営業に。就活を通じて見えてきた自分の道

［就職先］森永乳業株式会社
社会学部 社会学科

市川 航大さん

保護者

市川 和雄さん

Message

息子がここまで来れたのは、野球があっ
たから。ぜひ、なにか一つ、お子さまが頑
張り続けられるものを大事にしてあげてく
ださい。きっと、目標に向かって取り組む
力がつくでしょう。

なにか一つ、
心の軸になるものを

後 

期

4年生夏頃

面接に落ちつづけ、内定がもらえない子どもをどう
励ましたらよいかわかりません。

無理に励まそうとせず、いつも通りに接し
てあげてください。気を使い過ぎると、か
えってプレッシャーを与えてしまいます。
お子さまを信じて、温かく見守りましょう。

Point 5
内定先が聞いたこともない企業でした。どうすれ
ば良いでしょうか。

内定が出たということは、お子さまとの相性が良いとも
いえます。もし、その企業に入ったらどのように働きたい
か、お子さまに聞いてみてはいかがでしょうか。

Point 6

早 

期

インターンシップ参加時期
〈例：1～3年生夏期・春期〉

子どもがインターンシップに参加していません。
大丈夫でしょうか？

インターンシップへの参加は必須ではありま
せんが、自身の適正を知る良い機会になりま
す。まずはお子さまの考えを聞き、興味のある
仕事について話し合ってはいかがでしょうか。

Point 1
単位が残っているのに、インターンシップへの参加
が優先度を増しています。卒業できるのか不安です。

学業を優先し、授業の合間に参加するよう話してみてく
ださい。夏期休暇や春期休暇は、長期のインターンシッ
プに参加する絶好の機会です。授業が始まったら1日で
完結するインターンシップや、近場の企業のインターン
シップに参加するのも良いでしょう。

Point 2

中 
期

3月1日以降の情報解禁の時期
〈3年生の3月〉

周りの友人たちがすでに内定をもらっているようで、
子どもが焦っています。

就職活動は自分が納得しながら進
めていくことが大切です。「周りと比
べずに自分のペースでやれば良い」
と伝えてあげてください。

Point 4
名前を聞いたこともない企業の選考に進んでいる
ようで心配です。

Point 3

知名度が高い企業がお子さまに合っているとは限りま
せん。なかにはBtoB※企業として、その業界では高い
シェアを誇る企業もあります。頭ごなしに否定せずに、ど
こに魅力を感じているのか聞いてみましょう。
※BtoB（Business to Business）とは企業間取引を意味し、企業が
企業に向けて商品やサービスを提供する取引を指します。また、BtoC
（Business to Consumer）とは、企業が個人に対して商品・サービ
スを提供する取引を指します。

※2019年4月現在。 解禁時期は変更になる場合があります。
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［こんなとき、どうする？］ よくある疑問・質問集

こんな対応はNG！ 就職活動の関わりかた Q. 1 まだ内定がもらえていない
のですが、どうしたら良いで
しょうか？

不安を感じているのはお子さまです。まず
はお子さまの一番の味方でいてください。
お子さまが望むようであれば、エントリー
シートの添削、他己分析などのアドバイス
をしてあげましょう。その際、お子さまの
味方であることが伝わるよう、意識してく
ださい。不安がある場合はキャリアセン
ターへの訪問を促してください。

A

Q. 2 一人暮らしをしている子ども
が帰ってきたときは、どのよう
に接したら良いでしょうか？

就職活動が忙しくなると、食事をとる時間
もままならず、健康管理がおろそかになり
がち。美味しくて栄養のある食事でサ
ポートしましょう。レトルト食品を持ち帰らせ
るのも喜ばれるでしょう。また、就職活動に
かかる費用がかさみ、経済的に困ってい
るかもしれません。お子さまの暮らしぶり
をさりげなく聞き、必要であれば援助を。

A

Q. 3 就職活動について不安が残り
ます。もっと詳しく知るには、
どうすれば良いでしょうか？

ゴールの見えない就職活動において、お子
さまはさまざまな課題に直面します。
そんなときは、保護者としてできることを
再確認するために、このパンフレットを
読み返しましょう。もし、お子さまへのサ
ポートで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。

A

Q. 4 できれば地元で就職して欲し
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？

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。もし、お子さま
が地元での就職を希望している場合は、
本学が開催している「U・Iターン就職相談
会」や、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」などに
参加し、積極的に情報収集をしましょう。

A

Q. 5 エントリーシートを何十社分
も書くのが大変そうです。代
筆しても良いでしょうか？

エントリーシートはお子さまが自分自身と
向き合って書くものです。手伝いたくなる
気持ちは抑えて代筆は控えましょう。保護
者の方ができるサポートとして、アルバイト
のシフトを減らせるようお金の面で支援す
るなど、エントリシートに集中して取り組め
る時間を作ってあげることが大切です。

A

Q. 6 いくつも内定をもらっている
ようです。どうしたら良いで
しょうか？

まずはお子さまがどのように思っているの
か聞いてみてあげてください。その際に、
保護者が希望する企業を先に伝えること
はNGです。実際に就職活動をして、内定
を獲得したのはお子さま自身です。お子
さまが望んでいる仕事や、働き方が実現
できる企業を選択することが大切です。

AAdvice 肯定的な言葉を
かけて見守る

「もっと安定した大企業にした
ら？」「そんな会社、大丈夫な
の？」など、否定的な言葉をかけ
てしまう。

否定タイプ
ついついダメ出ししてしまう

企業の良し悪しは、知名度や規模
だけで決まるのではありません。
お子さまが「ここで働きたい」と
思える企業を見つけられるよう、
肯定的な言葉をかけて見守る
姿勢が大切です。

“ ”

Advice 周りの人と
比べない

「他の人も一次選考で落ちてる
の？」「◯◯さんはもう内定が出
たらしいわ」など、周りと比べて
しまう。

比較タイプ
ついつい比べてしまう

なかなか結果が出ないとき、一番
焦りを感じているのはお子さま
本人です。人と比べるのではなく、
「自分のペースで、納得のできる
就職活動を」と心が和らぐような
声かけがおすすめです。

“ ”

Advice 子どもの自主性
に任せる

子どもに代わって履歴書や自己
PRを書いたり、応募する企業を
選んだり、心配のあまり干渉し
すぎてしまう。

過保護タイプ
ついつい甘やかしてしまう

お子さまは、就職活動を通して、
自立への大切な一歩を踏み出し
ています。なんでも手伝うことが
良いとは限りません。手助けした
くなる気持ちをぐっとこらえて
見守りましょう。

“ ”

Advice お子さまとの
対話を大切に

「自分の将来なのだから、自分で
決めたらいい」と、子どもに任
せっきり。「就職活動」について
話し合わない。

無関心タイプ
ついついまかせてしまう

いざというとき相談相手として頼
りになるのが親の存在です。あまり
にも無関心では、お子さまも相談し
づらいでしょう。日頃からお子さまの
就職活動にも興味を示し、コミュニ
ケーションをとることが大事です。

“ ”

〈内訳例〉 ● スーツなど …………………… 45,000円
● 交通費………………………… 50,000円
● 飲食代………………………… 20,000円
● 証明写真……………………… 13,000円
● 履歴書と履歴書郵送代 ………… 1,000円

平均総額 129,000円

保護者の皆さまができること
「就職活動を始めた子どもにどう接して良いのか分からない」「思わず心配する気持ちをぶつけそうになってしまう」

そんな保護者の皆さまに、サポートの方法や、避けたいNG行動をまとめました。

Step

8

内定が出たら…

まずは笑顔で「おめでとう！」とお祝いの言葉を。そして、一生懸命、就職活
動に取り組んできたお子さまをねぎらいましょう。

「おめでとう！おつかれさま」とねぎらいの言葉を

内定を承諾した企業のどんなところに魅力を感じたのか、話を聞いてあげ
ることで、お子さまも自分の選択に確信が持てるようになります。

内定先の魅力について、子どもに語ってもらう

気になることがあっても、その場で聞かず、ご自身でも調べてみましょう。
それでも気になる場合は、否定しないように言葉を選んで尋ねます。

子どもの選択を否定しないように言葉を選んで質問する

1

2

3

スーツ代や交通費、宿泊代など就職活動中は何かと費用がかかるもの。親から
の経済的なフォローが不可欠です。「家族に負担をかけたくない」と、言い出し
にくいお子さまもいるため、「お金は足りているの？」と聞いてあげましょう。

就職活動資金の援助
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（株）コスモス薬品
（株）コメリ
（株）スギ薬局
（株）ファミリーマート
（株）ローソン
（株）阪急オアシス
（株）日比谷花壇
クラギ（株）
日清医療食品（株）

金融業（4.2%）
（株）百十四銀行
京都中央信用金庫
滋賀県農業共済組合

農林・水産・鉱業（3.2%）
タキイ種苗（株）

製造業（21.4%）
赤城乳業（株）
井関農機（株）
カネ美食品（株）
桐灰化学（株）
シノブフーズ（株）
ハウス食品（株）
フジパングループ本社（株）
（株）創味食品
（株）ブルボン
（株）村田製作所　野洲事業所
（株）山田養蜂場

丸大食品（株）
万田発酵（株）
森下仁丹（株）
山崎製パン（株）
敷島製パン（株）

卸売業（12.8%）
旭食品（株）
カネコ種苗（株）
ヤンマーアグリジャパン（株）
（株）日本アクセス
三井化学アグロ（株）

小売業（32.6%）
イオンリテール（株）

不動産（1.0%）
フジ住宅（株）

運輸業（2.9%）
近畿日本鉄道（株）
西日本旅客鉄道（株）（ＪＲ西日本）
東海旅客鉄道（株）（ＪＲ東海）
三井倉庫（株）

サービス業（9.6%）
国立研究開発法人農業・食品産業技
術総合研究機構　種苗管理センター
地方独立行政法人京都市立病
院機構
独立行政法人国立病院機構

日本生活協同組合連合会
日本年金機構

情報通信業（3.5%）
（株）メイテック
キヤノンITソリューションズ（株）

福祉（1.6%）
（株）チャーム・ケア・コーポレー
ション

教育（3.2%）
京都市教育委員会
国立大学法人京都大学
滋賀県教育委員会

大阪市教育委員会
大阪府教育委員会

公務員（2.9%）
警視庁
滋賀県庁
奈良県庁
奈良市役所
兵庫県庁

農学部

日本電気硝子（株）
日本電産（株）
日本発条（株）

卸売業（5.6%）
（株）たけびし
（株）立花エレテック
（株）日伝

金融業（2.4%）
（株）愛媛銀行
（株）京都銀行
（株）新生銀行
京都中央信用金庫

土木･建設業（6.8%）
ダイキンエアテクノ（株）
ダイダン（株）
（株）きんでん
高砂熱学工業（株）
三機工業（株）

製造業（34.4%）
ＴＤＫ（株）
アイシン・エィ・ダブリュ工業（株）
イビデン（株）
オプテックス（株）
シャープ（株）
スズキ（株）
象印マホービン（株）

タカラスタンダード（株）
パナソニック（株）
（株）SCREENホールディングス
（株）ＧＳユアサ
（株）ＬＩＸＩＬ
（株）デンソー
（株）伊藤園
（株）荏原製作所
（株）村田製作所
京セラ（株）
山崎製パン（株）
住友電気工業（株）
新明和工業（株）
東芝テック（株）
東芝メモリ（株）

不動産（1.2%）
（株）プレサンスコーポレーション

運輸業（2.0%）
近畿日本鉄道（株）
西日本旅客鉄道（株）（ＪＲ西日本）
北海道旅客鉄道（株）

エネルギー（0.8%）
関西電力（株）
大阪瓦斯（株）（大阪ガス（株））

サービス業（15.1%）
（株）ＮＴＴネオメイト
三菱自動車エンジニアリング（株）

三菱電機エンジニアリング（株）

情報通信業（19.3%）
NTTコミュニケーションズ（株）
Sky（株）
（株）インテック
京セラコミュニケーションシステ
ム（株）
富士ソフト（株）

教育（6.2%）
三重県教育委員会
滋賀県教育委員会
石川県教育委員会
東京都教育委員会

公務員（2.4%）
京都市役所
高知県庁
国税庁
滋賀県警察
滋賀県庁
神戸市役所
大阪府警察
大津市役所
農林水産省
和歌山県警察

理工学部

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

文系学部

土木・建設業（4.2%）
セキスイハイム近畿（株）
タマホーム（株）
ミサワホーム（株）
住友林業ホームテック（株）
住友林業（株）
積水ハウス（株）
大東建託（株）
大和ハウス工業（株）

製造業（11.5%）
タカラスタンダード（株）
フジパングループ本社（株）
ローム（株）
ヱスビー食品（株）
伊藤ハム（株）
（株）GSユアサ
（株）LIXIL
（株）キーエンス
（株）コーセー
（株）ワコール
（株）伊藤園
（株）資生堂
（株）村田製作所
（株）東芝
山崎製パン（株）
森永乳業（株）
大日本印刷（株）
東レ（株）
日本電産（株）

卸売業（11.0%）

（株）バンダイ
（株）ワールド
（株）大塚商会
（株）日本アクセス
三菱食品（株）
資生堂ジャパン（株）

小売業（12.6%）
（株）サンドラッグ
（株）すかいらーく
（株）セブン－イレブン・ジャパン
（株）たねや
（株）ニトリ
（株）ファーストリテイリング
（株）ファミリーマート
（株）ファンケル
（株）ローソン
（株）京阪百貨店
（株）近鉄百貨店
（株）高島屋
（株）三越伊勢丹
（株）平和堂
（株）良品計画
日清医療食品（株）

金融業（9.4%）
SMBC日興証券（株）
（株）りそな銀行
（株）伊予銀行
（株）関西アーバン銀行
（株）京都銀行
（株）熊本銀行

（株）広島銀行
（株）香川銀行
（株）高知銀行
（株）三菱UFJ銀行
（株）山口銀行
（株）四国銀行
（株）滋賀銀行
（株）池田泉州銀行
京都中央信用金庫
ソニー損害保険（株）
三井生命保険（株）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）
大和証券（株）
第一生命保険（株）
明治安田生命保険相互会社
野村證券（株）

不動産（3.7%）
（株）エイブル
（株）長谷工コミュニティ
東急リバブル（株）
日本エスリード（株）

運輸業（4.7%）
Peach Aviation（株）
ヤマト運輸（株）
近畿日本鉄道（株）
佐川急便（株）
四国旅客鉄道（株）
西日本旅客鉄道（株）（JR西日本）
全日本空輸（株）（ANA）
東海旅客鉄道（株）（JR東海）

東日本旅客鉄道（株）（JR東日本）
日本航空（株）（JAL）
日本通運（株）
日本郵便（株）（日本郵政グループ）

エネルギー（0.1%）
四国ガス（株）
中国電力（株）

サービス業（17.0%）
アクセンチュア（株）
（株）JTB
（株）Plan・Do・See
（株）エイチ・アイ・エス
（株）リクルート
（株）阪急交通社
（株）帝国ホテル
高見（株）（TAKAMI BRIDAL）
日本赤十字社

情報通信業（7.1%）
NECソリューションイノベータ（株）
（株）エヌ・ティ・ティ・データ（NTT
データ）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（株）カプコン
（株）サイバーエージェント
（株）マイナビ
（株）日立ソリューションズ
西日本電信電話（株）（NTT西
日本）

宗教（0.4%）
宗教法人浄土真宗本願寺派

福祉（4.2%）
パナソニックエイジフリー（株）
（株）ツクイ
（株）ベネッセスタイルケア
社会福祉法人京都市社会福祉
協議会
社会福祉法人京都府社会福祉
事業団
社会福祉法人京都老人福祉協会
全国健康保険協会

教育（3.6%）
愛知県教育委員会
学校法人関西医科大学
（株）ECC
（株）イーオン
京都府教育委員会
国立大学法人京都大学
滋賀県教育委員会
静岡県教育委員会
石川県教育委員会
大阪府教育委員会
奈良県教育委員会

公務員（6.9%）
愛知県警察
愛媛県庁
宇治市役所
岡山県庁

京都市消防
京都市役所
京都府警察
京都府庁
熊本県警察
警視庁
香川県庁
高松市役所
高知県警察
国税庁
国土交通省
財務省
山口市役所
滋賀県警察
滋賀県庁
神戸市役所
大阪市役所
大阪府警察
大阪府庁
鳥取県庁
島根県庁
東京特別区（東京23区）
奈良県庁
農林水産省
兵庫県庁
法務省

短期大学部

卸売業（1.9%）
コマツカスタマーサポート（株）

小売業（9.1%）
（株）サマンサタバサジャパンリ
ミテッド

（株）セブン－イレブン・ジャパン
（株）ユニクロ
生活協同組合コープしが

福祉（56.5%）
（株）ベネッセスタイルケア

社会福祉法人みおつくし福祉会
社会福祉法人宇治福祉園
社会福祉法人京都社会事業財団
社会福祉法人晋栄福祉会
社会福祉法人博光福祉会
社会福祉法人北摂杉の子会

教育（14.9%）
大阪府教育委員会

公務員（6.5%）
亀岡市役所
甲賀市役所

生駒市役所
大東市役所
長浜市役所
東近江市役所
奈良市役所　


