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龍谷大学「建学の精神」

龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。

浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、

迷いから悟りへ転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。

迷いとは、自己中心的な見方によって、

真実を知らずに自ら苦しみをつくり出しているあり方です。

悟りとは自己中心性を離れ、

ありのままのすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。

阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、

初めて自己の思想・観点・価値観等を絶対視する硬直した視点から解放され、

広く柔らかな視野を獲得することができるのです。

本学は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞聖人の生き方に学び、

「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成します。

このことを実現する心として以下５項目にまとめています。

これらはみな、建学の精神あってこその心であり、生き方です。

● すべてのいのちを大切にする「平等」の心

● 真実を求め真実に生きる「自立」の心

● 常にわが身をかえりみる「内省」の心

● 生かされていることへの「感謝」の心

● 人類の対話と共存を願う「平和」の心

キャリア教育 進路・就職支援

龍谷大学キャリア支援の方針

学部と各組織が連携し、正課教育（キャリア啓発科目、キャリア形成科目）及び正課外教育、
またインターンシップを通して、社会で必要となる基礎的・汎用的能力を育成するとともに、
職業観・勤労観を醸成し、生涯を通した持続的な就業力が身につくように取り組む。

学生が自立し、主体的な進路選択・就職決定ができるよう、多様な支援プログラムを実施するとともに、
face to faceの面談を重視し、学生の個々の状況を踏まえたきめ細かな支援を行う。

龍谷大学のキャリア支援の方針
大学教育における学びこそが、最大のキャリア支援

キャリア教育

進路・就職支援

キャリアとは
「就職」のことではなく、社会人として生きていくため、

一人一人が生涯向き合っていく「自身の将来設計」
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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
Step

1 エントリーした企業の数や、インターンシップ（IS）に参加した数など、就職活動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。

数字で見る、現在の就職活動

※1　「2020年卒　マイナビ内定者意識調査」より　　※2　「2020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

%
※164.1

就職活動の
相談相手は両親

３月の平均
エントリー社数

社17.3 ※2

一人あたりの
IS参加社平均

社5.2 ※1

企業選びのポイントは
「やりたい仕事がある」

%45.5 ※1
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

情報収集源
求人票、企業パンフレット、就職情報誌　　就職情報サイト

あまり一般的ではなく、外資系など特定の企業のみで実施され
ていました。数日から数ヵ月間の就業体験を通して、学生の職業
適性や職業理解を促進させる目的がありました。

保護者世代では

現在は

就職活動解禁から選考までの期間の短期化に伴ってインターン
シップは急速に普及し、多くの企業が実施、約8割の学生が参加
しています。仕事や企業理解を深めるだけでなく、なかには採用
直結型のものもあり、就職活動の入口と考えられています。

インターンシップ
参加学生はごく少数　　インターンシップ参加が一般的に

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。WEB上で適性検査やテストを実施する企業が多く、そう
した場合は企業に出向かず自宅での受験が可能です。また、オ
ンラインで行う「WEB面接」も徐々に増えています。

適性試験・面接

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

履歴書に加えてエントリーシートも提出します。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。

提出書類
履歴書　　エントリーシート・履歴書 筆記試験と面接　　WEB上でエントリー・テスト・面接も

求人倍率

1.83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

0 0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50
（倍）

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
（万人）

2009年
3月卒

2010年
3月卒

2011年
3月卒

2012年
3月卒

2013年
3月卒

2014年
3月卒

2015年
3月卒

2016年
3月卒

2017年
3月卒

2018年
3月卒

2019年
3月卒

2020年
3月卒

求人倍率 求人総数 民間企業就職希望者数

1.88倍

※第36回　ワークス大卒求人倍率調査（2020年卒）

日本電産株式会社

龍谷大学生の印象

明るく素直で、物事に前向きに取り組んでくださ
る方が多い印象です。周囲の方と協力をしなが
ら、新しいスキルや知識の習得に努めていただい
ております。大学での幅広い学びを活かして、
様々な職種でご活躍いただいております。

求める人物像

①創業以来変わらない「三大精神」に共感し、そ
れを体現出来る方、②グローバルな視点を持っ
て世界の変化を的確に捉え、 自ら変革を起こし
ていきたいという気概を持った方、③職務や役
割に応じた高度な専門性を身に付け、それらを
発信出来る方を募集しております。

大学時代に経験してほしいこと

学業・研究、課外活動、アルバイトなど、ご自身の
取り組んでいらっしゃることにしっかりと打ち込
んでいただきたいです。学生時代にしか経験がで
きないことも多くあります。海外経験を積んだり、
幅広い年代の方と関わったりしながら、視野を
広げていってください。

ISに参加
したことがある%79.9 ※1

%
※173.8

内々定獲得に
ISが役に立った

%
※144.1

第一志望に
入社した

入社予定先企業を知った
きっかけは「就職情報サイト」位1 ※1

今求められる人物像 ―企業からのコメント―
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龍谷大学に在学する全ての
正規学生（短大・大学院生含む）

上限：1人年間50,000円（交通費と宿泊費の総額）

1. 補助対象者

2. 補助額

こんな対応はNG 就職活動の関わりかた

Advice 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。

母の料理と温かい言葉に励まされた
［就職先］全日本空輸株式会社／
国際学部 グローバルスタディーズ学科　上谷 紗英さん
就職活動中の不安やストレスにより食が細くなってしまった時期、母が
私の体調を気遣って食べやすい献立を考えてくれたこと、「次もあるよ」
と温かい言葉をかけてくれたことが有難かったです。また東京や地方で
の選考が多く、夜行バスでの長時間移動が体力的にもきついと感じて
きたとき、父が新幹線で行けるよう交通費を支援してくれたこともとても
助かりました。

技術職だった父からのアドバイスで視野が広がった
［就職先］ローム株式会社／
経済学部 国際経済学科　迫田 知樹さん
早い時期から自己分析に取り組んでいたため、友人たちからは「意識高
い！」と茶化されることもありましたが、両親はしっかりと自分の話を聞
いてくれました。志望する業界の中でどんな企業がいいか悩んでいたと
きも、社会人の大先輩であり、技術職としてさまざまな企業の人たちと
接してきた父が相談にのってくれました。おかげで視野を広げることが
できたと思います。

生活面の支援のおかげで就職活動に集中できた
［就職先］富士通株式会社／
理工学研究科 電子情報学専攻　田中 遼さん
実家から通学していたので、食事や洗濯など普段の生活面の手助けが、
就職活動中はより有難く感じました。面接会場が遠方の場合、慣れない
土地を慣れないスーツ姿で移動するのは気が張ってしまい大変でした
が、そんなときも家に帰るとほっとしました。また両親は、私の就職活動
に干渉せず、どんと見守ってくれました。自分の考えややりたい仕事を尊
重してくれたことが信頼されているように思えて嬉しかったですね。

勤務地にこだわらない就職活動を後押ししてくれた
［就職先］丸大食品株式会社／
農学部 食品栄養学科　別宮 佑理さん
就職活動を始めた当初は地元である関西で働こうと思っていました。し
かし、父に相談すると「勤務地にこだわっていたら好きな仕事はできな
い」と後押ししてくれたのです。地方での面接を受けようか迷っていると
きも「チャンスを捨てるのはもったいない」と交通費を出してくれました。
さらに「こんな企業はどう？」と情報を教えてくれたり、自己PRのアドバ
イスをしてくれたりと、色々な場面で助けられました。

学生Interview 保護者の嬉しかったサポート

Q. 1 優良企業を探すコツを
教えてください。

企業の何に着目するのかによって異な
ります。お子さまが就職するにあたって
何を優先するのか（業種、職種、勤務
地、福利厚生など）、学内のデータベー
スや業界研究セミナーに参加するなど
して情報収集し、予め整理しておくこと
が大切です。就職四季報や新聞の情報
なども参考になります。

A

Q. 2 下宿している子どもと就職活動に
関するコミュニケーションが取りづ
らい。よいアドバイスはありますか？

お子さまが帰省したタイミングなど、体
調確認を含めて状況を聞いてみましょ
う。その際、お子さまが話しやすい雰囲
気づくりをしてあげてください。本学で
は、学生が主体的な進路選択・就職決
定ができるような支援を行っています。
過度な干渉はせず、適度な距離を保っ
て見守ってあげてください。

A

Q. 3 インターンシップに参加するなら
短期、長期のどちらがいいですか。

業界研究や職種研究が目的なら短期の
インターンシップに複数参加し、視野を
広げましょう。志望業界や職種が決まっ
ている場合は、実際の就業体験ができ
る5日間以上の長期のインターンシップ
に参加し、より理解を深めるといいで
しょう。志望度が高くなる、逆にミスマッ
チに気付く機会にもなります。

A

保護者の皆さまにできること
Step

2

Q＆A情報集（一部抜粋）

保護者のためのキャリア・就職支援Q＆A情報集
これまで全国保護者懇談会で保護者の方からお寄せいただいたさまざまな疑問・質問とそれらの回答をまとめて、

本学ホームページ特設サイトで公開しています。

〈内訳例〉 ● 交通費・宿泊費 ……………… 84,952円
● その他
　（スーツ、書籍購入費など）………… 25,462円

平均総額 110,414円

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。保護者
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。

お子さまが将来のキャリアプランを考えるうえで、インターンシッ
プやUターン活動は役立つ手段です。しかし、意欲的に参加すれ
ばするほど、交通費や宿泊費の負担は大きくなります。そこで、龍
谷大学親和会（保護者会）では補助金制度を設け、一定の条件を
満たす場合には上限50,000円を補助しています。ぜひ制度を活
用いただき、お子さまの活動の一助としてください。

キャリア形成助成金制度

就職活動資金の援助

アクセス方法はP18をご覧ください。

※「保護者のためのキャリア・就職支援Q＆A情報集」は、龍谷大学親和会のご支援（創立380周年記念事業寄付金）を受け制作しました。

※制度活用には申請が必要です。申請方法など詳細はホームページをご覧ください。

※「2019 年卒 マイナビ学生就職モニター調査3月～7月」の平均値より

QR読み込みで
ダイレクトにアクセス

1．就職支援
2．親のアドバイス方法
3．インターンシップ

4．学業成績
5．教職関係

アクセス数
ランキング
トップ5
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活動が停滞している学生層を把握

活動が停滞している学生 キャリアセンター
キャリアカウンセラー

満足度の高い進路・就職決定へ

進路・就職支援

進路・就職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

進路・就職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のアンケートを実施
進路・就職状況（進路・就職先の志向性、不安要素、弱点・課題）を把握

学生生活で学んだことや身につけた
力の認識による自己効力感向上

進路・就職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

全学生の進路・就職状況を把握

全学体制構築

低学年からのキャリア支援

各学部にキャリア主任を配置し、学部の特性をふまえた、学生

一人一人に適したキャリア支援を実施。低年次の段階から自身の

進路観・職業観を明確にするための意識付けを行い、3・4年生時

には進路・就職決定と連動した適切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。また、進路・就職状況

の把握にも力を入れ、進路選択に悩みを抱える学生への早期

支援に努めています。

キャリア支援の役割・支援について
Step

3
深草キャンパス、瀬田キャンパス、大宮キャンパスに設置され
たキャリアセンターでの支援に加え、大阪地域での就職活動
では、大阪梅田キャンパス（JR大阪駅より徒歩約4分）、東
京での就職活動では、東京オフィス（東京駅から徒歩約4分）
でバックアップを行っています。

4キャンパス、
1オフィスでの支援体制

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1万7300件（2019年度卒業・修了生向け求人実績）の求
人票を掲載。さらに、本学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」

本学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

キャリアセンターの役割

「マイキャリアノート」を活用しよう！
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。ノートを活用し、定期的に目標を振
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。

● 大学での学びとは？
● 大学生活の目標を立てよう
● 可能性はUnlimited
　龍大生活を楽しもう
● キャリアプランニングのための
　ワーク集

Contents

大学生活の多彩な機会
や将来について考えるヒ
ントとなる「テキスト」と、
テキストの内容を踏まえ
て大学生活の目標を記
入する「ワーク」から構成
されています。

東京オフィス
利用案内

大阪梅田キャンパス
利用案内
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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
Step

4
インターンシップに参加するメリット

政策学部政策学科 政策構想コース専攻 3年生　
市冨 利絵さん

3年生に混じってインターンシップに参加
就職活動の具体的なイメージがわかなかったので、2年生の夏に大手
IT企業の2週間のインターンシップに参加しました。前半1週間のグルー
プワークでは、周りは3年生ばかりで気後れしそうでしたが、しだいに気
にならなくなり積極的に発言。後半は、実際に社員の方に同行し、ビッグ
データなどの先端技術を取り扱う営業の仕事を体験しました。

自分のやりたい仕事が明確になり、方向転換
2年生の冬に同じIT企業のワンデーインターンシップに参加し、一次
選考免除をいただきました。しかし、留学生寮の寮長を務めるなど、
対面でのコミュニケーションを通して人の役に立つことが好きで、
人と接する仕事の方が向いていると感じ、航空業界や化粧品業界
などに志望を変更しました。早くからインターンシップに参加したお
かげで、自分の軸がはっきりし、3年生から目標を定めて動けるよう
になれて良かったです。

Interview

※「2020年卒　マイナビ内定者意識調査」より

受け入れ先企業を探す1 インターンシップに参加する目的をしっかりと持ったうえで、就職情報サイトのインターンシップ募集企
業検索や、キャリアセンター、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あります。

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、就職情報サイトの「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！　

自己応募型インターンシップの流れ
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。）

振り返り6 インターンシップ参加後は、振り返りを行うことが大切です。参加目的を達成できたか、自分に足りな
かったところは何かなど、しっかり整理しましょう。

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。

%76.7
業界理解が深まった

%38.1
面接時の話の材料になった

%31.8
採用選考の一部が免除になった

%68.3
企業理解が深まった

%39.5
早期選考に進めた

❶協定型インターンシップ（ベーシック）
10日間のインターンシップ実習を行います。計6日間の事前・事後学修
も実施します。

❷協定型インターンシップ（経済同友会）
一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会を介し参加する長
期滞在型インターンシップ。 ※対象：1年生、2年生のみ

❸協定型インターンシップ（グローバル）
グローバルな視点や国際感覚を醸成するためのインターンシップ。

龍谷大学が独自で協定を締結する企業・団体等でのインターン
シップで安心して参加いただけます。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ます。また、実習先企
業・団体等は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。

協定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

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

インターンシップ
説明会に参加

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 月上旬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

※詳細は各自で調べる必要があります（企業から大学に提携があった情報は周知しています）。
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選考は早期化する傾向に
経団連の定める「採用選考に関する方針」の廃止に伴い、早期に選考を行う企業や通年採用を行う企
業は、今後さらに増えると考えられます。志望する企業のスケジュールはしっかりチェックしましょう。

就職活動は３年生（短期大学部1年生・修士1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。

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

公務員

企業・公務員・教員等採用スケジュール／大学院進学スケジュール

出願

3年生 短大１年生 修士１年生

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）

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

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

全体の具体的な流れについて
Step

5

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

進路・就職決定に向け、これから何をすべき
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。

進路・就職ガイダンス

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
ある調査では採用試験において筆記試験を
課す企業は、全体の95％。筆記試験がどのよ
うなものかを理解し、弱点を補強する講座を
実施します。

就職筆記試験対策講座 8
採用側はどのようにエントリーシートを見てい
るのか、自己分析をふまえどのように書くかな
どを学び、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・
志望動機の書き方セミナー

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、実践的な形式で実施しま
す。採用側がGDや面接を通して何を評価し
ようとしているのかを知ることで選考通過の
ポイントを学べます。

GDセミナー／個人模擬面接 11
公務員を目指す学生のために、公務員業務・
採用説明会を実施。各自治体の担当者から
職種ごとの業務内容や今後実施される採用
試験について直接話を聞くことができます。

公務員業務・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。

卒業生との座談会

10
2月には対象学年向けの学内合同企業研究
会を実施。本学学生への採用意欲が高い企
業が多数参加し、人事担当者との直接対話
が可能です。

学内合同企業研究会

5
U・Iターン支援のため西日本を中心に17府
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
に各府県の就職支援部局を招き、相談会を
実施します。

U・Iターン就職相談会

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

秋季試験（9月～10月）
春季試験（2月）

進 学
一般試験学内推薦試験

6/1～ インターンシップ募集

教員
募集要項配布

試験
願書受付

福祉関係

国家専門職（国税専門官、労働基準監督官など）・地方公務員（警察・消防含む） 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

国家総合職 出願

国家一般職 出願

○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、
　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。

※各採用、試験等のスケジュールは一般的な例や予定です。
詳しい情報は、進路先のホームページ等で早めに確認し、
対策を万全にしましょう。

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

社会福祉士国家試験講座

社会福祉士
国家試験（2月）

精神保健
福祉士

国家試験（2月）

進路・
就職ガイダンス1 進路・

就職ガイダンス1
2 就職筆記試験対策講座2 就職筆記試験

対策講座

6 業界研究会

3 自己分析セミナー

8 エントリーシート・
志望動機の書き方セミナー

7 GDセミナー

7 個人模擬面接

11 公務員業務・
採用説明会11 公務員業務・

採用説明会 12 資格取得・就職支援講座

9 卒業生との
座談会

10 学内合同
企業研究会

5 U・Iターン
就職相談会

4 マナー講座

インターンシップ選考試験
対策セミナー

※2020年度の予定です。変更となる場合があります。

※2020年度の予定です。変更となる場合があります。
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大学院修了と学部卒の違い

就職先の選択肢が広がる

一般的に修士課程修了生の場合、よ
り専門的な知識やスキルを身につけ
ていると考えられ、応募に際して学部
卒生より優遇される職種があります。
とくに大手メーカーの研究職や開発
職にとって理系の修士課程修了生の
ニーズは高く、修士課程修了を条件と
している企業も少なくありません。

学校推薦での応募も視野に

就職活動スケジュールは基本的には
学部生と同じですが、理工学研究科・
農学研究科においては学校推薦での
応募を視野に入れることが多くなりま
す。求人に対して、本学からの推薦応
募となるため、自由応募に比べて優先
的に選考が進みます。また、自分の専
門分野が活かせる可能性が高いです。

初任給（基本給）が10%程度高い

修士課程修了生は学部卒業生に比べて初任給（基本給）
が高い傾向があります。厚生労働省のデータによると、大
学院修士課程修了生の初任給は238,900円、大学卒生
の初任給は210,200円。1ヶ月で約3万円、年収で30万
円以上の差が出ています。

主な公務員就職先 2019年度 学部・短期大学部卒業生、修士修了生

【国家】 警察庁／厚生労働省／国税庁／国土交通省／財務省／総務省／内閣府／農林水産省／法務省　【地方】 愛知県庁／石川県庁／大阪府庁／岐阜県庁／京都府庁／
高知県庁／滋賀県庁／徳島県庁／富山県庁／長野県庁／奈良県庁／福井県庁／三重県庁／和歌山県庁／宇治市役所／大阪市役所／大津市役所／木津川市役所／京都市
役所／高槻市役所／城陽市役所／神戸市役所／草津市役所／長浜市役所／奈良市役所／彦根市役所／富山市役所／米原市役所／野洲市役所／栗東市役所／横浜市役所
【警察・消防】 京都府警察／警視庁／滋賀県警察／大阪府警察／奈良県警察／兵庫県警察／京都市消防局／東京消防庁

※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」より

0
50
100
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200
250
（千円）

大学卒大学院
修士課程修了

238,900円 210,200円

初任給 1ヶ月で約3万円、
年収で30万円以上の差

公務員就職

大学院への進学で興味・関心を深める、より高い専門性を身に付ける。大手メーカーなど大学院修了を採用条件と
する企業も少なくありません。

大学院進学

公務員就職／大学院進学について
Step

6 U・I・Jターン支援
Step

7

伊藤ハム（株）／エースコック（株）／
オムロン（株）／関西電力（株）／
（株）関西みらい銀行／（株）キーエ
ンス／きのくに信用金庫／（株）紀陽
銀行／京セラ（株）／（株）京都銀行
／京都中央信用金庫／近畿日本鉄
道（株）／京阪電気鉄道（株）／佐藤
薬品工業（株）／（株）GSユアサ／
（株）滋賀銀行／滋賀中央信用金庫
／シャープ（株）／住友生命保険相
互会社／積水ハウス（株）／（株）創
味食品／大日本住友製薬（株）／ダ
イハツ工業（株）／大和ハウス工業
（株）／（株）高島屋／タカラスタン
ダード（株）／タキイ種苗（株）／
（株）たねや／（株）南都銀行／西日
本旅客鉄道（株）（JR西日本）／日本
新薬（株）／日本生命保険相互会社
／日本電気硝子（株）／日本電産
（株）／（株）阪急阪神百貨店／フ
ジッコ（株）／（株）平和堂／丸大食
品（株）／（株）村田製作所／ローム
（株）／（株）ワコール

【近畿地方】

（株）鹿児島銀行／（株）コスモス薬品／（株）佐賀
銀行／（株）ナフコ／（株）福岡銀行

【九州・沖縄地方】

いなば食品（株）／井村屋（株）／（株）イン
テック／小松マテーレ（株）／（株）コメリ／
三立製菓（株）／（株）ジェイテクト／敷島
製パン（株）／（株）静岡銀行／澁谷工業
（株）／スズキ（株）／西濃運輸（株）／セー
レン（株）／（株）第三銀行／（株）デンソー
／東海漬物（株）／東海旅客鉄道（株）（JR
東海）／福井信用金庫／（株）福邦銀行／
フジパングループ本社（株）／（株）星野リ
ゾート／（株）北國新聞社／三菱自動車エ
ンジニアリング（株）／ミネベアミツミ（株）
／ヤマハ発動機（株）

【中部地方】

アイリスオーヤマ（株）／（株）アイ
ンホールディングス／（株）七十七
銀行／ゼビオ（株）／（株）日立ソ
リューションズ東日本

【北海道・東北地方】

【関東地方】
（株）伊藤園／（株）エイチ・アイ・エス／ SMBC
日興証券（株）／ SCSK（株）／（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ／大塚製薬（株）／岡三証券（株）
／（株）オリエンタルランド／キヤノン（株）／キ
ユーピー（株）／（株）コーセー／（株）サイバー
エー ジェント／（株）新 生 銀 行 ／（株）
SUBARU／（株）セブン－イレブン・ジャパン
／全日本空輸（株）（ANA）／第一生命保険
（株）／大日本印刷（株）／戸田建設（株）／日
本航空（株）（JAL）／日本たばこ産業（株）／日
本通運（株）／日本郵政（株）／（株）日本旅行
／（株）原田（ガトーフェスタ　ハラダ）／東日
本電信電話（株）（NTT東日本）／東日本旅客
鉄道（株）（JR東日本）／（株）日立ソリューショ
ンズ／富士ソフト（株）／富士通（株）／本田技
研工業（株）／（株）毎日新聞社／マルハニチロ
（株）／ミサワホーム（株）／（株）三井住友銀行
／三井不動産（株）／三菱電機（株）／（株）三
菱UFJ銀行／明治安田生命保険相互会社／
山崎製パン（株）／（株）ヤマダ電機／楽天（株）
／（株）LIXIL ／（株）良品計画／（株）ローソン

【中国・四国地方】
青山商事（株）／（株）阿波銀行／（株）
NTTデータ四国／観音寺信用金庫／
（株）高知銀行／（株）山陰合同銀行／
（株）四国銀行／（株）徳島銀行／（株）ト
マト銀行／日本セラミック（株）／（株）百
十四銀行／（株）広島銀行／（株）ファー
ストリテイリング／（株）山田養蜂場

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。2019年度は
29の自治体に参加いただきました。

「U・I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

※2019年度の実施例です。

※2019年度の実施例です。

地域別就職先（抜粋）

本学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・I・Jターン支援の強化に力を入れていきます。

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。

龍谷大学のフォロー体制

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（短期大学部1年生・修士1年生）の4～12月までに、本格的な勉強を開始しています。

年間3回の公務員
ガイダンスの実施
4月、7月、10月

1 内定者座談会の
実施
1月

2 業務・採用
説明会の実施
11月、12月、2月

3 公務員講座の
開講
5月～翌年4月

4

※2020年度の予定です。変更となる場合があります。
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［就職先］富士通株式会社／
理工学研究科 電子情報学専攻　田中 遼さん

客観的な視点を得るためキャリアセンターへ

まずは半導体や医療機器メーカーなどのインターンシップに参加し、他
の大学の学生と情報交換をしました。エントリーシートは論文を書き
慣れているせいかまとめやすかったのですが、客観的な視点を得るた
めにキャリアセンターの方に添削していただきました。自己完結せずに
第三者に見てもらうことで、冷静に自己分析ができたのだと思います。

企業の技術や取り組みに興味を持つことが大切

選考を受けたのはソフトウェア、ハードウェア、通信などの企業7社。面
接の担当者が理系出身の方だったので、会話が弾みました。その企業
の技術や取り組みに非常に興味を持っていたので、会話を通してこち
らの熱量が伝わったのかもしれません。その結果、第一志望であり、私
が龍谷大学で学んできた人工知能の知識を活かせる富士通株式会社
から内定をいただくことができました。

田中さんの就職活動スケジュール

複数社のインターンシップに参加
修士 1年生 8月

エントリーシート作成が自己分析に繋がる
修士 1年生 2月

富士通株式会社の技術への興味が面接突破のカギに
修士 2年生 4月

［就職先］全日本空輸株式会社／
国際学部 グローバルスタディーズ学科　上谷 紗英さん

対策ノートを作り、憧れの航空業界に挑む

中学生の頃から憧れていたCAを目指して当初から航空業界を志望し
ていました。航空業界の採用試験は他業界よりもやや遅く、別の業界で
内定を取ってから挑もうと思っていましたが、一つも内定が取れず不安
なまま受験することに。そこで「対策ノート」を作り、表紙を企業のコー
ポレートカラーにしてモチベーションを上げたり、あらゆる質問を想定し
て回答を書き込み何度も読み返したり…徹底的に対策を立てました。

自分の「想い」と企業の「経営理念」を繋ぐ

面接で心掛けたのは「自分が企業にどう貢献できるか」を話すことで
す。面接を重ねるうちに自分の「想い」と企業の「経営理念」とが繋がる
ようになり、無事、内定をいただくことができました。心の支えになった
のは学内のエアライン講座の仲間たち。ライバルであり、一緒に頑張れ
る仲間がいたからこそ、最後まで乗り切ることができたと思います。

上谷さんの就職活動スケジュール

ホテル、ブライダル業界のインターンシップに参加
3年生 8月

エアライン講座を受講。仲間と出会う
3年生 10月

各航空会社を受験。失敗もあったが対策を練り、内定
4年生 6月

［就職先］丸大食品株式会社／
農学部 食品栄養学科　別宮 佑理さん

インターンシップを通じて意見が言えるようになった

私は管理栄養士の資格取得を目指しながら就職活動をしていました。
普段は大人しい性格で積極的に発言する方ではありませんが、食品
業界４社のインターンシップに参加し、グループワークで奮闘するう
ち、自分の意見が言えるように。また、集団・個人の模擬面接でキャリ
アセンターへ何度も足を運び、練習したおかげで、本番でも落ち着いて
話すことができました。

担当者に熱意を伝え、ピンチをチャンスに！

ところが、最終面接と資格取得に必要な病院実習が重なってしまいま
した。どちらも私にとって大切で諦めたくなかったため、企業の担当者
に「御社に貢献したい！」という熱意をもって相談しました。タイミング
よく別日程に空きが出ていたこともあり、日程を変更していただき面接
に臨むことができました。最後まで諦めずにチャンスを掴むこと、そう
すればきっと夢は叶います！

別宮さんの就職活動スケジュール

インターンシップを通じて積極性を育む
3年生 2月

キャリアセンターで模擬面接を受ける
3年生 3月

病院実習が最終面接と重なったが日程調整
4年生 5月

［就職先］ローム株式会社／
経済学部 国際経済学科　迫田 知樹さん

インターンシップ先で他の学生から刺激を受ける

3年生の6月末頃から20～30社に足を運び、ワンデーインターンシッ
プに参加。早めに行動している学生は当然企業の方など社会人と接す
る機会も多く、マナーや立ち居振る舞いなど、ふとしたところで自分と
の差を実感。負けていられないとモチベーションが上がりました。そう
して多くのインターンシップに参加しているうちに、自然と志望業界が
絞られてきました。

SPI対策や面接練習などキャリアセンターをフル活用

SPIは避けて通れないと思っていたので、3年生の秋にはキャリアセン
ターのSPI講座を受け、1月からは本格的に勉強を始めました。3月は
エントリーシートの提出時期が被ってしまい、遅い時間まで学校やカ
フェで作成したことも。面接対策としては、関連書籍も読みましたが、
キャリアセンターでの練習が実践的で一番ためになったと思います。

迫田さんの就職活動スケジュール

ワンデーインターンシップに参加し始める
3年生 6月

エントリーシートを10社提出
3年生 3月

志望していたローム株式会社から内定をいただく
4年生 5月

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。

学生Interv iew 内定までの流れ
Step

8

1615



大河ドラマ「麒麟がくる」
チーフ演出

〈保護者のためのキャリア・就職支援Q&A情報集〉 アクセス方法
本学の卒業生（校友）は、日本のみならず、世界を舞台に各界で活躍されています。「龍谷の絆」は、学生達の心強く、
温かい味方です。

日本で、世界で活躍する校友
Step

9

㈱PHP研究所 代表取締役社長
清水 卓智さん
1980年　法学部　卒業

㈱グリップインターナショナル 
グリップグループCEO
桑田 隆晴さん
1981年　経済学部　卒業

フリーアナウンサー
山本 浩之さん
1985年　法学部　卒業

ヤマハ発動機販売㈱ 代表取締役社長
石井 謙司さん
1987年　経営学部　卒業

放送作家
高須 光聖さん
1988年　経済学部　卒業

アシックスジャパン㈱ 
代表取締役社長
小林 淳二さん
1990年　経済学部　卒業

NHKドラマ番組部
大原 拓さん
1996年　文学部　卒業

シンガーソングライター・
浄土真宗教恩寺住職
やなせ ななさん
1999年　文学部　卒業

シンガーソングライター
つじあやのさん
2000年　文学部　卒業

オーストラリアニューサウス
ウェールズ州の国際弁護士
勝田 順子さん
2005年　法学部　卒業

中国文化一級秘密「変面」継承認定者
江 玉さん
2015年　国際文化学部　卒業

㈱革靴をはいた猫 代表取締役
魚見 航大さん
2017年　政策学部　卒業

校友クローズアップ 各界で活躍する校友をご紹介します。

［パソコン版］アクセス方法 

［スマホ版］アクセス方法

MENU

保護者の方

保護者のためのキャリア・
就職支援Q&A情報集

情報一覧に戻る（Androidの場合）

PDF資料

保護者のためのキャリア・
就職支援Q&A情報集

保護者の方

「龍谷大学ホームページ」トップページ 　「保護者の方」　 「保護者のためのキャリア・就職支援Q&A情報集」

「龍谷大学ホームページ」トップページ 　「保護者の方」　 「保護者のためのキャリア・就職支援Q&A情報集」

QR読み込みで
ダイレクトにアクセス

※「保護者のためのキャリア・就職支援Q＆A情報集」は、龍谷大学親和会のご支援（創立380周年記念事業寄付金）を受け制作しました。

龍谷大学校友会は、龍谷大学の卒業生で構成される「同窓会組織」で
す。会員数は、2020年3月現在で19万5千人を超える規模。龍谷大
学校友会ホームページでは、各界で活躍する校友を紹介しています。

龍谷大学校友会とは

QR読み込みで
ダイレクトにアクセス

龍谷大学　校友会
パソコンの方は検索

ダウンタウン出演の
番組を多く担当
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主な就職先 （学部系統・業種別） ※2019年度 学部・短期大学部卒業生、修士修了生　※（　）は業種別の進路比率

運輸業（2.7%）
東海旅客鉄道（株）（JR東海）
西日本旅客鉄道（株）（JR西日本）
羽田空港グローバルサービス（株）

卸売業（11.1%）
伊藤忠食品（株）
国分西日本（株）
（株）神明ホールディング
デリカフーズ（株）
（株）日本アクセス
ヤンマーアグリジャパン（株）
渡辺パイプ（株）

農林・水産・鉱業（2.4%）
タキイ種苗（株）
（株）村上農園

製造業（25.2%）
アグロカネショウ（株）
井関農機（株）
カネテツデリカフーズ（株）
片倉コープアグリ（株）
キユーピー醸造（株）
菊水酒造（株）
（株）コーセー
サラヤ（株）
敷島製パン（株）

たねやグループ（（株）たねや）
（株）ツムラ
東海漬物（株）
ニプロファーマ（株）
日本新薬（株）
（株）美十
フジパングループ本社（株）
フジッコ（株）
丸大食品（株）
（株）村田製作所
山崎製パン（株）
（株）山田養蜂場

小売業（21.5%）
イオンリテール（株）
エームサービス（株）
（株）京阪百貨店
（株）スギ薬局
（株）セブン－イレブン・ジャパン
ナリコマグループ
日清医療食品（株）
（株）マツモトキヨシ

金融業（6.9%）
（株）関西みらい銀行
京都中央農業協同組合
（株）滋賀銀行

（株）全農ビジネスサポート
日本郵政（株）（日本郵政グループ）

情報通信業（3.2%）
TISソリューションリンク（株）

サービス業（15.1%）
京都大原記念病院グループ
（株）JTB
全国商工事業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会（JA全農）
（株）ユニバーサル園芸社

教育（1.1%）
大阪府教育委員会
京都府教育委員会
滋賀県教育委員会

公務員（5.0%）
岐阜県庁
京都府庁
草津市役所
厚生労働省
滋賀県庁
兵庫県庁
四日市市役所

農学部・研究科

富士通（株）
フジテック（株）
古河電気工業（株）
本田技研工業（株）
三菱ケミカル（株）
三菱電機（株）
（株）村田製作所
山崎製パン（株）
（株）LIXIL

運輸業（1.9%）
東海旅客鉄道（株）（JR東海）
西日本旅客鉄道（株）（JR西日本）
阪神高速道路（株）

土木･建設業（7.2%）
（株）きんでん
住友電設（株）
（株）大気社
ダイダン（株）
パナソニック環境エンジニアリング（株）

製造業（36.8%）
（株）アヤハエンジニアリング
（株）アルバック
（株）イシダ
岩谷瓦斯（株）
（株）荏原製作所
オムロン（株）
キヤノン（株）
京セラ（株）

シャープ（株）
（株）GSユアサ
スズキ（株）
（株）SUBARU
住友大阪セメント（株）
積水樹脂（株）
ダイハツ工業（株）
（株）ダイフク
タカラスタンダード（株）
東レエンジニアリング（株）
（株）トクヤマ
ナカバヤシ（株）
ニチコン（株）
日本電産（株）
日立造船（株）
（株）フジキン

卸売業（2.6%）
島津メディカルシステムズ（株）
パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン（株）

小売業（2.2%）
（株）ファミリーマート
（株）平和堂

金融業（1.7%）
SMBC日興証券（株）
京都信用金庫
東洋証券（株）

情報通信業（18.5%）
SCSK（株）

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（株）OKIソフトウェア
オムロンソフトウェア（株）
（株）カプコン
Sky（株）
ドコモ・テクノロジ（株）
（株）日立ソリューションズ
富士ソフト（株）

サービス業（19.0%）
（株）NTTネオメイト
東京エレクトロンＦＥ（株）
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）
三菱電機ビルテクノサービス（株）

教育（5.3%）
学校法人龍谷大学付属平安中
学校・高等学校
京都市教育委員会
滋賀県教育委員会
東京都教育委員会

公務員（2.4%）
草津市役所
警察庁
厚生労働省
国税庁
農林水産省

理工学部・研究科

文系学部・研究科
土木・建設業（4.2%）
（株）一条工務店
住友林業（株）
積水ハウス（株）
大東建託（株）
大和ハウス工業（株）
髙松建設（株）
タマホーム（株）
戸田建設（株）
ミサワホーム（株）

不動産（3.4%）
近鉄不動産（株）
住友不動産販売（株）
東急リバブル（株）
三井不動産（株）

製造業（10.5%）
（株）アルビオン
（株）伊藤園
伊藤ハム（株）
大塚製薬（株）
（株）キーエンス
キユーピー（株）
スズキ（株）
大日本印刷（株）
大日本住友製薬（株）
タカラスタンダード（株）
（株）デンソー
日本たばこ産業（株）
日本電気硝子（株）
ピジョン（株）
フランスベッド（株）
（株）毎日新聞社
明星食品（株）
（株）村田製作所
山崎製パン（株）
ヤマハ発動機（株）
（株）LIXIL

ローム（株）
（株）ワコール

エネルギー（0.1%）
関西電力（株）

運輸業（5.0%）
ANAウイングス（株）
ANA大阪空港（株）
ANA関西空港（株）
近畿日本鉄道（株）
京浜急行電鉄（株）
佐川急便（株）
（株）JALスカイ
西濃運輸（株）
全日本空輸（株）（ANA）
㈱大韓航空
東海旅客鉄道（株）（JR東海）
西日本旅客鉄道（株）（JR西日本）
日本航空（株）（JAL）
日本通運（株）
日本郵便（株）（日本郵政グループ）
東日本旅客鉄道（株）（JR東日本）
ヤマト運輸（株）

卸売業（10.6%）
（株）大塚商会
花王カスタマーマーケティング（株）
キヤノンシステムアンドサポート（株）
資生堂ジャパン（株）
（株）シャルレ
（株）日本アクセス
（株）モンベル
（株）山善（YAMAZEN）
リコージャパン（株）
（株）ロマンス小杉

小売業（12.3%）
青山商事（株）

イオンモール（株）
（株）サイゼリヤ
（株）ジェイアール西日本伊勢丹
スターバックスコーヒージャパン（株）
（株）セブン－イレブン・ジャパン
（株）高島屋
（株）TASAKI
日清医療食品（株）
（株）ニトリ
（株）阪急阪神百貨店
（株）ファーストリテイリング
（株）ファミリーマート
（株）平和堂
（株）三城
（株）ミキハウス
（株）良品計画
（株）ローソン

金融業（9.6%）
あいおいニッセイ同和損害保険（株）
（株）池田泉州銀行
SMBC日興証券（株）
岡三証券（株）
（株）関西みらい銀行
（株）京都銀行
京都中央信用金庫
（株）滋賀銀行
（株）静岡銀行
（株）新生銀行
住友生命保険相互会社
全国共済農業協同組合連合会（JA共済）
全国労働者共済生活協同組合
連合会（全労済）
第一生命保険（株）
大樹生命保険（株）
東海東京フィナンシャル・ホー
ルディングス（株）
（株）南都銀行
日本生命保険相互会社

日本郵政（株）（日本郵政グループ）
（株）福岡銀行
（株）三井住友銀行
（株）三菱UFJ銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）
明治安田生命保険相互会社
（株）ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）

情報通信業（7.7%）
（株）インテック
ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
（株）ＮＴＴデータ関西
京セラコミュニケーションシステム（株）
（株）サイバーエージェント
（株）ジュピターテレコム（J:COM）
（株）帝国データバンク
トランスコスモス（株）
東日本電信電話（株）（NTT東日本）
富士ソフト（株）
（株）マイナビ
楽天（株）

サービス業（18.6%）
（株）エイチ・アイ・エス
（株）オリエンタルランド
（株）京王プラザホテル
京都商工会議所
（株）JTB
セコム（株）
（株）セレッソ大阪
綜合警備保障（株）（ALSOK）
高見（株）（TAKAMI BRIDAL）
（株）ダスキン
東武トップツアーズ（株）
独立行政法人国立病院機構
日本司法支援センター
日本赤十字社
日本年金機構
（株）日本旅行

（株）阪急交通社
（株）星野リゾート
三菱電機ビルテクノサービス（株）
合同会社ユー・エス・ジェイ（USJ）
ワタキューセイモア（株）

宗教（0.3%）
宗教法人浄土真宗本願寺派

福祉（2.8%）
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
社会福祉法人草津市社会福祉協議会
社会福祉法人三重県社会福祉協議会
社会保険診療報酬支払基金
全国健康保険協会
（株）ベネッセスタイルケア

教育（3.9%）
（株）イーオン
（株）ECC
（株）ABC Cooking Studio
大阪府教育委員会
京都市教育委員会
京都府教育委員会
高知県教育委員会
国立大学法人京都大学
国立大学法人神戸大学
滋賀県教育委員会
静岡県教育委員会
島根県教育委員会
徳島県教育委員会
鳥取県教育委員会
奈良県教育委員会
兵庫県教育委員会
三重県教育委員会
和歌山県教育委員会

公務員（6.7%）
愛知県庁
石川県庁
大阪市役所
大阪府警察
大阪府庁
大津市役所
京都市消防局
京都市役所
京都府警察
京都府庁
木津川市役所
警視庁
厚生労働省
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
城陽市役所
総務省
東京消防庁
内閣府
奈良県警察
奈良県庁
奈良市役所
彦根市役所
兵庫県警察
兵庫県庁
福井県庁
法務省
米原市役所
三重県庁
横浜市役所
栗東市役所
和歌山県庁

短期大学部
運輸業（1.3%）
近鉄バス（株）
西日本旅客鉄道（株）（JR西日本）

卸売業（0.6%）
丸井産業（株）

小売業（3.2%）
京滋ユアサ電機（株）
トヨタカローラ滋賀（株）

金融業（0.6%）
滋賀県信用組合

サービス（5.8%）
（株）ホテルニューアワジグループ

福祉（59.7%）
社会福祉法人稲荷保育園
社会福祉法人宇治福祉園

社会福祉法人京都老人福祉協会
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人聖ヨハネ学園
社会福祉法人舞鶴学園
社会福祉法人みおつくし福祉会
（株）ツクイ

教育（20.8%）
学校法人東寺学園
学校法人徳風学園

公務員（5.2%）
宇治市役所

京都府町村役場
長浜市役所
奈良市役所
栗東市役所
　

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  大宮
〒600-8268 京都市下京区七条通
大宮東入大工町125-1
Te l  075-343-3484
Fax 075-343-3485

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約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約4分




