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あなたは、どのような人生をあゆみたいですか？
あなたは、どのような人生をおくりたいですか？
大学を卒業して就職し、社会人としての第一歩を踏み出すというのは、人
生における最初で、しかも大きな節目です。この節目での選択は、ある意味、
初で、しかも大きな節目です。この節目での選択は、ある意味、人生の選択とも言えます。
人生の選択とも言えます。
人生の選択を目の前にして、しっかり自分と向き合い、納得のいく活動を続けてくださ
人生の選択を目の前にして、しっかり自分と向き合い、納得のいく活動を
い。そうすれば、きっと目標に近づけます。
続けてください。そうすれば、きっと目標に近づけます。

このガイドブックは、あなたが正しい選択をするためのガイドをします。
このガイドブックは、あなたが正しい選択をするためのガイドをします。
大学を卒業して就職し、社会人としての第一歩を踏み出すというのは、人生における最

このガイドブックを参考に、またキャリアセンターを利用して、ワクワク
する理想のキャリアへの第一歩を踏み出しましょう。
ャリアへの第一歩を踏み出しましょう。

このガイドブックを参考に、またキャリアセンターを利用して、ワクワクする理想のキ
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３年になったら就活を意識して、早めに動こう！
まずは就職サイトに登録して、就職活動で何をしなければいけないのかを、知ろう！
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□ 企業研究シート作成

公務員を目指すのなら、公務員試験対策をきっちりやろう
一人での勉強に不安があるなら、公務員試験対策講座で勉強しよう。
かなり大変なので覚悟を決めて、最後までやり抜くことが大切
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11 月～ 12 月
□ 内定者から就活の話を聞く
□ 筆記試験対策
□ 企業の採用担当者の話を聞いて業界を知る
□ 気になる業界をリストアップして調べる
10 月
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3 月中・・・
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□ ミニセミナーで ES を完成
□ ミニセミナーで面接練習
□ 学内合同企業セミナーに参加
□ インターンシップに参加
□ 気になる企業をリストアップして調べる
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４月には採用試験が本格化
早ければ５月連休前に「内々定」を得る人も出てくるが、焦らず頑張ろう！
人気企業には応募者が殺到、倍率も 20 倍、30 倍になるので、簡単には内定を得られない
できる限り多くの会社に応募することと、知名度が低いけど優良な企業も合わせて受けること
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夏休みが終わっても内定がないと焦るもの。
でもまだまだ採用を継続している企業は多いので、諦めずに頑張ろう。
就職するという強い気持ちがあれば、絶対に採用してくれる企業は見つかる！

バックアップ講座

簿記（２級）

日商簿記検定試験対策講座（３級）

秘書技能検定試験対策講座（準１級）

キャリア科目

生涯学習概論（２・３・４年後期）
10月

11月

12月

１月

２月

３月

目

次

第一部 就職活動 …………………………………………………………… １
１．自分を知る

１．
１ 自己分析とは……………………………………… ３
１．
２ 自己分析を就活に活かす………………………… ４

２．就職先を知る

２．
１ 職種・業界・企業………………………………… ５
２．
２ インターネットで情報収集する…………………11
２．
３ インターンシップ…………………………………13
２．
４ 企業説明会…………………………………………14
２．
５ OB・OG 訪問… ……………………………………18
２．
６ 就職先を探す………………………………………20

３．社会人基礎力

３．
１ 前に踏み出す力……………………………………24
３．
２ 考え抜く力…………………………………………25
３．
３ チームで働く力……………………………………26
３．
４ パソコンを使いこなす……………………………27

４．採用プロセス

４．
１ 就活の動向…………………………………………29
４．
２ エントリー…………………………………………31
４．
３ 筆記試験……………………………………………44
４．
４ 面接…………………………………………………46
４．
５ 内定…………………………………………………50

５．ビジネスマナー

５．
１ 手紙…………………………………………………52
５．
２ E メール… …………………………………………60
５．
３ 電話…………………………………………………62
５．
４ 敬語…………………………………………………65
５．
５ 身だしなみ…………………………………………67
５．
６ 会社訪問・面接……………………………………70

６．いろいろな就職

６．
１ 地方就職……………………………………………72
６．
２ 障がいを有する学生へ……………………………76
６．
３ 公務員………………………………………………77
６．
４ 教員…………………………………………………80
６．
５ 学芸員・文化財専門職……………………………83

第二部 キャリアセンターを利用する……………………………………… 85
１．キャリアセンター

１．
１ 基本情報……………………………………………86
１．
２ サービスプログラム………………………………87

２．求人検索 NAVI

２．
１ ログインする………………………………………90
２．
２ 掲載情報……………………………………………91
２．
３ 進路関連情報の登録 … ……………………………93
２．
４ 企業を調べる………………………………………95
２．
５ 行事を予約する……………………………………99

第一部 就職活動
大学を卒業して就職する「ファーストキャリア」は、非常に重要です。こ
れまでは流れに乗って高校、大学と来たあなたにとって、就活は最初の大き
な「人生の選択」です。
あまりにも選択肢が多く、また選択によっては難易度が高く、どうすれば
よいのか戸惑うことが多いでしょう。
でもこのガイドブックを参考に自分を知り、就職先を知れば、選択は難し
くありません。仔細な条件などにとらわれず、自分を一番活かすには、どの
ような進路がよいのかだけを考えましょう。
この章では、ファーストキャリアへの最後の仕上げとなる就活とはどのよ
うなものか、確実に内定を得るためにはどうすればいいのかを、ガイドしま
す。

１．自分を知る

１．自分を知る
第四次産業革命とも言える社会の大変化や、人生百年時代の到来により、
個人の能力が会社を離れて評価される時代になろうとしています。大企業に
就職すれば安泰という時代は終わりました。自分の強みが活かせる会社を選
び、スキルを高め続ける必要があります。
ワクワクしながら働き、自分のキャリアを形作るためには、何よりもまず
自分を知らなくてはなりません。
今までの人生を振り返りながら「自分は何に興味があるのか」
「自分は何
が得意なのか」
「自分は何を大切にしているのか」というようなことを考え
ていきます。
それが就職活動をするにあたって、企業や職種を選択する上での軸となり、
企業に対して自分をアピールできるようになります。
自分の興味、強み、価値観を明確に意識し、就職活動に臨みましょう。

就職活動
自己理解

職業理解

(インターンシップ参加）

（啓発的経験）

仕事・事業所探し

(説明会・セミナー参加）

応 募

(Ｗｅｂエントリー・郵送）

就職試験
内 定

(筆記試験・面接等）

労働契約

～2～

１．
１ 自己分析とは

自己理解を進めるための自己分析には、多様な手法があり、大学のキャリ
アデザイン授業や就職ガイダンスなどで経験された方も多いと思います。基
本は、過去の自分の記憶や経験の「棚卸」です。過去の自分の記憶や経験か
ら次の３つの軸を明確にします。
① 自分の「興味があること」
「できる自信のあること」
「将来やりたい
こと」は何か
② 自分の「性格」
「強み」を表すトピックスや経験は何か
③ 自分が「大切にしている想い」
「価値観」
「譲れないこと」は何か

？

？

？

？

自己分析は、自分で過去の記憶と向き合う作業です。自分では気づかない
ことを知るために、家族や友人などと話しながら内容を深めることも有効で
す。
奈良大学キャリアセンターでは、ガイダンスやエントリーシート作成のミ
ニセミナーなどの場で自己分析の方法を皆さんにお伝えしています。また個
人面談で一緒に考え、理解するお手伝いをしています。遠慮なくキャリアセ
ンターのスタッフにお申し出ください。
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１．自分を知る

自分自身の生涯のキャリアを考える際に「自己理解」が大切だと言われま
す。
「自己理解」を進めることを「自己分析」といいます。自分の「興味」
「性
格」
「能力」
「価値観」などを理解することで、充実した人生を計画すること
ができます。
自己理解はこれからの就職活動で、あなたが職種や会社を探す際の最も大
切な指標となります。そして社会人となってからも、昇進や転職、また結婚、
出産、子育てなど人生の岐路に立った時、適切な選択をする上での道標とな
ります。

第一部
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１．自分を知る

１．自分を知る

１．
２ 自己分析を就活に活かす
自己分析で自己理解した内容は、インターンシップや企業説明会等で職業
理解を進めた内容との接点を探ることで、企業選びに活かすことが出来ます。
就職活動で、
エントリーシートの「志望動機」
「自己 PR」
「学生時代に頑張っ
たこと」の各項目への記載や、面接での受け答えに、自己分析が役立ちます。
説得力がある説明をするためにも、自分自身についてより深く理解している
ことが必要です。
就職試験において、採用側がエントリーシートや面接で求める代表的な内
容を項目別に示すと、以下のようになります。
志望動機：
あなたが、就職する目的はなんですか？
自分の「興味があること」
「できる自信のあること」
「将来やりたいこと」
「や
りがい」
「生きがい」が何であるかを述べ、
「それを応募先の業務に見つけた」
「応募先の事業や理念に共感した」などを具体的に示し、応募先で実現した
いことを簡潔に伝える。
自己 PR：
あなたには、社会人として社会や仕事で通用する性格・思考・行動が備わっ
ていますか？
自分の性格や強みがどんなもので、それを実際にどんな時に感じたのか、
なぜそう言えるのかを、実際のトピックスをあげて示す。そして、その性格
や強みが社会や仕事で、どのように活かせるかを簡潔に伝える。
学生時代に取り組んだこと：
あなたは、社会人として働くために役立つ経験をしていますか？
これまでの学生生活を通じて、組織やグループの多様な人間関係の中でコ
ミュニケーションしてきた経験、自身の責任を果たすため課題を乗り切った
経験を、実際のトピックスに基づいて示す。そして、その経験が社会人とし
てどのように活かせるかを簡潔に伝える。
履歴書・自己紹介書やエントリーシートにおける上記３項目の記入例を、
「４．
２ エントリー／５．エントリーシートの作成」に記載しています。
また、キャリアセンターでは、自己分析をどうやるか、そしてその結果を、
企業選びや応募書類作成にどう活かすかを、セミナーや個別面談で支援して
います。
～4～

２．就職先を知る
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２．就職先を知る

２．
１ 職種・業界・企業

最初に、職種、業界、企業の違いをはっきりさせましょう。例えば「トヨ
タ自動車」
という企業を考えてみましょう。トヨタは車を作っているメーカー
ですが、他にも車を作っているメーカーは、日産自動車、本田技研工業など
たくさんあります。
このように同じ事業をおこなっている企業をまとめて「業界」と呼びます。
今の場合は「自動車業界」です。もっと大きなくくりでは、
「メーカー」も
一つの業界です。
業界には明確な区分はなく、就職情報サイトや書籍によって、それぞれ異
なる分類がなされています。同じような企業をひとまとめにして「業界」と
呼ぶのだというくらいの理解でいいでしょう。
一つの企業の中の仕事には多くの種類があります。営業、事務、開発、専
門職など、多くの企業に共通のものから、その企業ならではの仕事などがあ
ります。就職後のミスマッチの多くは、職種のミスマッチです。同じ企業の
中でも、職種によって働き方は大きく変わります。企業研究の前に、職種を
知ることが重要です。
１．職種研究
職種とは、企業などで実際に行う仕事の種類のことを言います。１つの企
業の中にも、一般的な事務職もあれば、営業職、技術職もあるというように
複数の職種が存在します。業界が違えば取り扱う商品やサービスは異なりま
すが、同じ業界でも職種が違えば、仕事の内容は大きく異なってきます。
業界・企業研究と同様に「自分は何がしたいのか」を明確にして職種を研
究することが、とても大切だということです。
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２．就職先を知る

大卒就職者の約３割が３年以内に離職しています。入社して「ギャップを
感じた」
「自分の思っていたイメージと違っている」などという理由で退職
する人が多いのです。原因の一つに、職種、業界、企業を十分に知らないまま、
就職してしまうことがあります。
職種、業界、企業を正しく理解した上で、
「どのような仕事を、どのよう
な業界、どのような企業でしたいのか」を十分に考えることが大切です。

２．就職先を知る

１）働き方の区分
働き方は、
「総合職」と「一般（事務）職」に大きく二つに区分されます。
就職試験におけるエントリーの際に、この二つを区別して受付されるのが一
般的ですので、あらかじめ自分の希望する働き方を考えておく必要がありま
す。
仕事内容と働き方

就職後の昇級・昇進

総合職

会社の仕事を何でも総合的に行う。 将来の企業幹部として位置付けられ
配属部署も営業になることもあれ るので、成績や勤務年数により昇給・
ば、人事総務などの仕事に就くこと 昇進していく。
もある。全国各地、海外勤務の可能
性もある。

エリア
総合職

仕事内容は総合職と同じ。また、総
合職と一般職の中間的な仕事を担当
することもある。「関西地区」や「自
宅から通える地域」など、地域が限
定される。

昇給・昇進していくが、昇進など
は、課長まで等の上限があることが
多い。入社後、成績や本人の希望に
より、総合職へコース変更ができる
企業も増えてきた。

一 般 補助的な仕事を中心に行う。
（ 事 務 ） 例）電話・来客応対、パソコン入力
作業など。
職
補助と言っても責任がない訳ではな
い。自宅から通える人が採用される
ことが多く、引越しを伴う転勤はな
い。

給与は総合職に比べ低い。最初の何
年かは昇給するが、一定期間を過ぎ
ると昇給幅は小さくなる。
新卒で採用せず、中途採用や派遣社
員を採用する企業が多い。一般的に
求人数は少ない。

２）職種の分類
次に、職種の分類として、大きく ｢営業系｣「事務系」
「技術系」
「専門系」
に分類し、代表的な業務内容を紹介します。
営業 営業（法人向け・個人向け）
、販売（店舗販売・無店舗販売・訪問販売）、MR（医
薬情報担当者）、セールスエンジニア（技術営業職）など
※ 扱う商品・サービス・取引先・形態によって、業務内容は異なる。
事務 人事・労務・総務・経理・財務・販売促進・広報・宣伝・マーケティングなど
※ 企業が円滑に機能するために必要な仕事。事務処理能力や対人折衝能力
が求められる。
技術 SE（システムエンジニア）・ネットワークエンジニア・プログラマー・カス
タマエンジニア・生産管理・品質管理・生産技術・設計・測量・施工管理・
応用研究など
※ 主に理工系学生が中心だが、SE などは文系学生も積極採用している。
専門 秘書・司書・教員・デザイナー・カウンセラー・弁護士・税理士・公認会計
士・アナウンサー・ツアーコンダクターなど
※ 教育・研修・資格取得が前提となる職種がほとんど。
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Business to Consumer（B2C）
新

規

ルート

Business to Business（B2B）

①飛び込み営業
③飛び込み営業
個人宅を新規訪問・電話で営業
企業を新規訪問・電話で営業
例）教材販売、分譲マンション販売 例）人材派遣、OA 機器販売
②ルート営業
個人宅（お得意様）を訪問
企業内の個人（お得意様）を訪問
例）百貨店個人外商、生命保険、金
融機関

④ルート営業
得意先企業を訪問
営業では一番多い
例）メーカーの営業、商社の営業

※ルートとは、決まっている得意先を訪問するということです。
どんな職種があるのかについては、インターネットでも詳しい情報を得る
ことができます。例えば以下のサイトは参考になります。
はたらこねっと職種図鑑
https://www.hatarako.net/contents/shokushu/
キャリタスしごとカタログ https://job.career-tasu.jp/2020/guide/study/jobs/
２．業界研究
業界とは、同じような事業をおこなっている企業、取り扱う商品・サービ
スが似ている企業をひとくくりにしたものです。先ほどの職種研究同様、業
界研究で、
「その業界で自分はどんな仕事がしたいのか、できるか」を知る
ことも大変重要です。
自己分析や職種研究を通して見えてきた自分の興味・関心、価値観、職業
観などから、どのような業界を選ぶのか、その業界にはどんな企業があるの
か、関連する業界は何かを、順を追って探していくことをおすすめします。
一例として、皆さんの生活の中で身近なスマホ（スマートフォン）を取り
上げてみましょう。スマホに関係するのは、どのような業界でしょうか？
以下に、スマホに関連した業界と、その業界が提供しているモノやサービ
スを列挙しました。
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２．就職先を知る

３）営業系の仕事について
最後に、文系学生が最も多く採用される職種である営業系の仕事について
紹介します。
基本的には、
「顧客の現状を把握し、商品・サービスに関する知識・情報
の提供や、
顧客課題を解決するための提案を行う」
「見積り・交渉・契約」
「商品・
サービスの納品・提供」
「代金回収」など、すべてが営業の仕事です。営業
のタイプは、顧客の種別と営業手法によって、大きく４つに分類されます。

第一部
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２．就職先を知る

２．就職先を知る

業界
通信業界
家電・電機業界
鉄鋼・非鉄金属業界
化学業界
機械業界
電子部品業界
エネルギー業界
ソフトウェア業界
ゲーム業界
商社（卸売業界）
小売業界
運輸業界
生保・損害保険業界
広告・出版・印刷業界
放送業界
自動車業界
建設・土木業界
銀行・証券業界
不動産業界

提供するモノやサービス
電波による通信サービス
スマホ端末
スマホ製造に必要な金属原料
スマホ製造に必要なプラスチック原料
スマホを製造するための機械
ディスプレイ、タッチパネル、IC チップなど
工場を動かす電気やガス
スマホを動かすソフトウェア
スマホゲーム
スマホメーカーから小売業界への端末販売
スマホの販売
商品の移動
スマホの紛失破損に関する保険
スマホ販売のための広告、カタログ
スマホのコマーシャル
スマホと同期したハンズフリー通話や音楽再生
工場や販売店の建設
工場や販売店の設備投資への資金提供
マンション屋上のスマホ用アンテナ設置

これはほんの一例ですが、スマホ一つをとっても、様々な業界とつながり
ながらビジネスが成り立っていることがわかります。就職活動は、これまで
知らなかった業界に触れ、
自分の視野と可能性を広げる活動です。自分が知っ
ている業界だけに止まらず、貪欲に色々な業界をチェックしてください。
業界研究のポイント
①必ず複数の業種にアクセス
一つの業種に関心を持てば、必ずそれに関連する業種があるはず。例え
ば旅行業は、運輸業（鉄道や空輸など）や旅館・ホテル業とは、切っても
切れない関係です。そのように複数の業界に関心を広げてみることも大切
です。
②社会への貢献について
各業界は、商品やサービスを提供することで社会に貢献しています。そ
の社会への貢献を調べることで、どのような社会的使命や責任を負ってい
るか、ひいてはどんなことに自分のやりがいを見いだせるか、これが志望
動機の核になります。
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③業界の成長性
業界の特性や、業界規模を知ることは大変重要です。それと並んで重要
なのが、業界の成長性です。業界の展望についても予測できるデータを揃
えてみましょう。
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３．企業研究

参考までに会社四季報の情報の見方を簡単に説明します。
【会社の特色、解説】
企業の業界での位置付け、得意分野などが記載されています。業界の動
向や今後の展望なども解説されています。
【資本金】
営利事業活動のために用意された金銭の事で、特に株式会社の営業のた
めに株主が出資した資金の全部、あるいは重要部分を指す一定の金額のこ
とを言います。資本金の額からは企業規模を知ることが出来ます。
【売上高】
商品・サービスの提供で得た企業の収入のことを言います。過去数年分
が記載されていますから、成長性などが確認出来ます。
【営業利益】
企業の営業活動から直接生じた利益のことを言います。
【純利益】
企業が最終的に手にした利益のことを言います。
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２．就職先を知る

業界研究の次は企業研究です。企業の事業内容や規模、所在地などの情報
だけでなく、経営理念や業績、同業他社との違い、特徴などの情報も研究す
る必要があります。
得意な分野や社風、また資本の違い（日本企業、外資系企業）や株式など、
その違いを比較することで、自分に合った企業を見つけることができます。
自分の企業選びの軸と照らし合わせて、企業研究を進めてください。
企業研究には、色々な方法があります。就職情報サイトを利用したり、企
業個別のホームページを見たりするのが一般的ですが、後で紹介する本学の
就職支援システム「求人検索 NAVI」でも、求人データや本学卒業生の採用
実績、OB・OG の在籍などを知ることが出来ます。他にも、客観的なデータ
という点では、東京商工リサーチ企業データベースを使って、地域、業種、
資本金等からの検索で企業を知ることが出来ますし、
会社四季報（東洋経済）
・
日経会社情報（日本経済新聞社）などを活用する方法もあります。

２．就職先を知る

【自己資本比率】
総資本における自己資本の占める割合を言います。一般的に自己資本比
率が高いということは、借金が少ないことを意味し、経営が安定している
と見られます。
【株主】
株式会社の株式を保有する個人・法人のことを言います。誰が株主なの
か、同族での株式保有なのかなどをチェックしてみてください。
【従業員数・平均年齢】
文字通り、従業員の人数ですが、求人データとの比較をしてください。
また平均年齢は、企業の様子が伺えます。例）若々しい企業、落ち着いた
企業など。
年月
13. 9
14.10
17.10
東証
49-17
18
19.1-5

【資本異動】
三者2550万株
(OA)
交換
併10→1
高値
4520(17)
4890(12)
5430(5)

万株 【株式】 4/30
190662千株
190,662 単位100株
[貸借][優待]
時価総額
9,819億円
190,662
<連19.3> 百万円
19,066 【財務】
総資産
1,936,417
自己資本
382,265
自己資本比率
19.7%
安値 資本金
126,476
55(50) 利益剰余金
102,039
4015(3) 有利子負債
1,055,903
4695(1)
【指標等】
<連19.3>
9.6%予9.4%
ROE
ROA
1.9%予1.9%
―円
出来万株 調整１株益
35,962
851 最高純益(19.3)
654 設備投資 782億 予850億
879 減価償却 521億 予560億
研究開発
0億
予0億

高値
安値
19. 3
5270
4985
4
5210
4710
＃5
5430
4890
【5年比較】営業益 4.41%
TSR8.07% 配当1.33% 株価7.05%
【会社業績修正】上方2 下方0
経常益÷期初会社予想 1.1倍
【業種】鉄道
時価総額順位 6/25社
【比較会社】9044 南海電鉄,9021 JR
西日本,9042 阪急阪神H
【業績】
売上高 営業利益
連15. 3*
1,233,798
56,425
1,217,995
64,736
連16. 3*
連17. 3*
1,204,867
64,828
連18. 3
連
連
予
連
予
会
予
中
中
予

万株
【株主】[単]175,390名<19.3>
日本マスター信託口
1,177 ( 6.1 )
日本トラスティ信託口
761 ( 3.9 )
日本生命保険
419 ( 2.2 )
日本トラスティ信託口5
371 ( 1.9 )
ステートストリートBウエストトリーティ50
347 ( 1.8 )
5234
三菱UFJ銀行
300 ( 1.5 )
JPモルガン･チェース･バンク385151
280 ( 1.4 )
261 ( 1.3 )
日本トラスティ信託口7
日本トラスティ信託口1
247 ( 1.2 )
日本TS信託口2
228 ( 1.1 )
<外国>
17.0%<浮動株>
18.9%
<投信>
5.6%<特定株>
23.1%

陸運業

きんてつぐるーぷほーるでぃんぐす

近鉄グループホールディングス
【決算】 3月
【設立】 1944.6
【上場】 1949.5
【特色】営業キロ数で国内最大の私鉄。奈良と大阪が地盤。百貨
店や不動産、ホテルなど事業多角展開
【連結事業】運輸18(15)、不動産11(11)、流通31(2)、ホテル・レジ
ャー39(1)、他1(8)
<19・3>

【反 落】旅行が大型連休需要を満喫。だが主柱

【役員】(会)小林哲也 (社)吉田昌功 (取)安本 の鉄道は観光客軸に利用者増えても動力費や減
幸泰 森島和洋 白川正彰 村井弘幸 若井敬
中山勉 倉橋孝壽 都司尚 岡本圀衞* 上田豪* 価償却負担きつい。マンション販売は原価高や販
村田隆一* 柳正憲* (常監)三輪隆 田淵裕久 売経費増で利幅落とす。営業益反落。減損特損
億円 (監)前田雅弘* 植野康夫* 鈴木一水*

【キャッシュフロー】
1,023 (
営業CF
投資CF
-641 (
財務CF
-389 (
現金等
520 (

887 )
-507 ) 【連結】近鉄，近鉄百貨店，KNT-CTHD，近鉄
-368 ) 不動産
527 )

経常利益
52,219
61,142
56,689

1株益(円)
146.6
152.3
138.0

純利益
27,864
28,956
26,247

9041

1株配(円) 配当
50
50
50

配当金 円

予
発表
予想配当利回
円
連

減り純益は前期並み。
【Ｉ Ｒ】万博やＩＲ会場としても期待される夢洲へ直
通列車の開発やグループ各社の事業参画を検
討。不動産はハノイの分譲住宅開発に続き東南
アジアでの展開模索。
本社

大阪市天王寺区上本町

支社 東京
近鉄路線 鉄道
m他

m 大阪線

m 南大阪線

m 名古屋線

従業員
連
名単 名
歳 年
万円
証券 上 東京 幹 野村 三菱Ｕモル みずほ 大和 名 三菱Ｕ信 監
あずさ
銀行 三菱Ｕ りそな 南都 三菱Ｕ信
仕入先 ―
販売先 ―

出典：東洋経済新報社『会社四季報』2019 年３集（夏号）
会社四季報は、奈良大学図書館のホームページで最新版を閲覧することが
(C)東洋経済新報社 会社四季報 2019年夏号
できます。会社四季報以外にも企業研究に役立つ書籍が閲覧できますので、
利用してください。
奈良大学
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２．
２ インターネットで情報収集する
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１．就職情報サイト

■就職情報サイトの特徴
① 業界、業種、勤務地、職種など条件に応じて企業検索ができる。
② 企業の規模や事業内容、所在地、募集要項等を知ることができる。
③ 企業へのエントリー、セミナー（説明会）の予約ができる。
④ その他、就職活動で必要な情報収集やスケジュール管理ができる。
就職活動を行う場合は、下記の就職情報サイトへ会員登録（無料）してく
ださい。
■主な企業就職情報サイト
マイナビ
リクナビ
キャリタス就活
あさがくナビ
就職ウォーカー Net
ダイヤモンド就活ナビ
アクセス就活

https://job.mynavi.jp/
https://job.rikunabi.com/
https://job.career-tasu.jp/
https://www.gakujo.ne.jp/
https://www.s-walker.net
https://www.shukatsu.jp/
https://www.ac-lab.jp/

上記のサイトは、学生が企業を探して応募するものですが、学生が自分の
プロファイルを掲載し、それを見た企業が学生にアプローチする「逆求人サ
イト」というものがあります。思いがけない企業が見つかることもあります
ので、一般的な就職情報サイトとあわせて利用してみてください。適性検査
だけを利用するという使い方もあります。
キミスカ
オファーボックス

https://kimisuka.com/
http://oﬀerbox.jp/
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新卒採用を行いたい企業と、新卒で就職したい学生を仲介するため、就職
情報会社が運営しているサイトです。企業情報だけでなく、就活に役立つさ
まざまな情報を得ることができます。最近は 1 年生からでも登録できて、就
職前のインターンシップ情報を見つけて予約できるようになっています。

２．就職先を知る

■就職情報サイト活用の流れ
① 会員登録をする
氏名・学校名・学部から興味のある業種、職種を登録し「ID 番号」を
取得する。
② 企業情報を検索し、気になる企業をチェックする
ブックマーク機能を使って、自分用のお気に入り企業をストックして
おきましょう。
③ アプローチしたい企業にエントリーする
興味を持った企業には積極的にエントリーしましょう。説明会情報な
どのメールが来るようになります。
④ セミナー（説明会）申込み
会場と時間を選んで申し込みます。人気企業では満席になることが多
いので、早めに申し込むようにしてください。
⑤ 随時、新しくアップされた企業や説明会情報をチェック
情報は日々更新されるので、こまめにチェックしましょう。
■公務員関係就職情報サイト
人事院
http://www.jinji.go.jp/
公務員試験情報こむいん
http://comin.tank.jp
公務員試験情報「KoumuWIN」 https://koumuwin.com
■地方就職に特化した情報サイト
LO 活－ Local ＋就活

https://local-syukatsu.mhlw.go.jp/

２．企業ホームページ
ほとんどの企業が、自社のホームページを開設して、業務内容、採用情報
など最新の情報を掲載しており、企業研究するための有益な情報を得ること
ができます。
採用に関して多くの企業が、ホームページからのエントリーや、説明会・
セミナーの予約ができるようになっています。
企業ホームページでは、文字情報だけの求人票ではつかみにくい企業の商
品やサービス、従業員の就労の様子など、写真などで具体的に知ることが出
来ます。応募する際の志望動機の作成や面接前にしっかりと閲覧して、企業
活動を理解するようにしてください。
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２．
３ インターンシップ

インターンシップの探し方
① 就職情報サイトから検索する
② 企業のホームページで確認する
③ 大学のキャリアセンターに問い合わせる
実習期間で見るインターンシップの違い
１日

２～３日

５日以上

本格的なグループワーク 就業体験メインで、より
内容 職場・工場・店舗見学
企業理解ができるグルー 実際の業務が体験できる 深い業務理解が可能。
企業もある
プワーク
長所 日程調整がつけやすい。 １日のものより密度が濃 具体的な働くイメージを
数 も 多 く、 そ の 分 他 の く、業界理解も進む。チー 持ちやすい。社員と接点
ム制だと仲間もできる。 が多く、色々話を聞けた
コースより倍率低め。
り、人脈作りができる。
短所 良くも悪くも広く浅い。 実際の業務まで体験でき 企業側の受け入れられる
見学、講義、グループワー るプログラムはまだ少な 人数が少ないため、その
クが中心で実際の業務を い。グループワークや見 分応募倍率が高い。
学がメイン。
体験しにくい。
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最近の就職活動では、ほとんどの大学生が、複数社のインターンシップに
応募、参加しています。就活の成否は、２月末までにどれだけ準備を進めて
おけるかがカギになります。
「インターンシップは行った方がいい」ではなく、
「必ず参加すべき」と考
えましょう。インターンシップでは、本採用に向けて、自己 PR や志望動機
につながる情報を得られると同時に、社内の雰囲気や社員の人柄といった、
会社ホームページ や通常の説明会では分からないことを知ることができま
す。また、インターンシップで採用担当者に良い印象を持ってもらえたこと
が、内定につながったと感じている先輩もいます。漠然と参加するのではな
く、しっかりとした目的意識を持ってインターンシップに臨みましょう。
申込の際にアンケートやエントリーシートの提出を求められることがあり
ます。インターンシップが集中するのは３年生の秋から冬にかけての時期
（10
月～２月）です。早めにエントリーシートの書き方のセミナーを受けるなど、
準備を整えましょう。
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２．
４ 企業説明会
企業説明会とは、企業が学生を集めて、自社の事業内容、採用条件、選考
方法などを説明する場です。
企業説明会で始めてその業界や企業を知るようでは、後手後手にまわり、
うまくいきません。事前に十分に調べ、企業説明会には、
「どのように攻め
たら、その企業から内定をもらえるのか、その戦略を練るための材料を集め
る」という心構えで臨みましょう。
その会社にはどのような仕事があり、どの仕事に人を入れようとしている
のか。その仕事にはどのような能力が必要か。自分の価値観や能力にマッチ
しているか。エントリーシートには、どのようなエピソードを書くべきか。
面接では、何を言えばよいか。そんなヒントを入手します。
単に、企業の説明を聞いてメモするのではなく、そのような目的意識を持っ
て聴きましょう。そして疑問が出てきたら、遠慮なく質問しましょう。
企業説明会には、合同企業説明会と、企業が単独で開く企業説明会（セミ
ナー）があります。単に企業説明会や会社セミナーと言うと、企業が単独で
開く説明会を指します。
１．合同企業説明会
合同企業説明会とは、一ヶ所に複数の企業が集まり、その会場に設けられ
た企業のブースを学生が自由に訪問し、企業の説明を聞くというものです。
主催は、就職情報サイトの運営会社や、地方自治体、各地方の新聞社などの
場合が多いです。合同企業説明会のメリットは、何と言っても、同一の会場
で複数の企業の説明が聞けるということでしょう。幅広い業種の企業が多数
参加していますから、今まで知らなかったより多くの企業に出会うことがで
きるチャンスです。
２月の学内合同企業説明会では例年、本学学生の採用実績がある企業、本
学と懇意の企業、約 60 社に来ていただいています。是非、こちらも活用し
てください。
合同企業説明会参加のポイント
① できるだけ多くの企業のブースを回る
就職活動開始当初はよくわからないため、せっかく合同企業説明会に参
加しながら、１、２社の説明しか聞かなかったということをよく聞きます。
また「知らない企業ばかりで…」と回らなかった理由を企業のせいにして
～ 14 ～

いる学生も見かけます。知らない企業だからといって敬遠していると、い
つまでたっても選択の幅は広がりません。直接話を聞いてみることで興味
が湧いてくることもあります。

③ 聞いた話はきっちりメモを
説明から得た情報は、しっかりメモをとりましょう。後でまとめて書
こうと思っていたら、話が錯綜して、どの企業の話だったのか分からなく
なります。多くの企業からの説明を活かせるよう、特に興味を持った企業
の共通点や、人事担当者から見えた企業の様子などのメモをとると良いで
しょう。

学内合同企業説明会の様子

～ 15 ～

２．就職先を知る

② 「質問をする」
「自分から発信する」ことを心掛ける
合同企業説明会は「企業の説明会だから」
「多くの学生が参加している
から」と聞くことに終始しがちですが、合同企業説明会のほとんどは、オー
プンな雰囲気で実施されています。こんな時こそ、普段聞けないことや、
ホームページに載っていないことを積極的に質問してみましょう。
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２．個別企業説明会
個別の企業説明会は、企業のビデオを見る、人事担当者が事業内容につい
て話す、若手社員が実際の仕事内容について話をするなど、企業によって内
容は様々です。説明時間は１時間 30 分ぐらいです。企業説明会への参加が、
選考の条件という企業もあります。
合同企業説明会よりも時間が長く、じっくり企業研究ができる絶好の場で
す。後の選考を意識して、有益な情報を入手しましょう。
企業説明会参加に持参するもの、あると便利なもの

学生証

財布（現金・
キャッシュカード）

筆記用具
（ペン・就活ノート）

印鑑・朱肉

履歴書
自己紹介書

腕時計

受付票
キャリアガイド
（Web からプリントアウトしたもの） （この冊子）

スマートフォン ＩＣカード（ICOCA・
地図
（携帯 NAVI 可）
PiTaPa など）
ーパー

ボディペ

ハンカチ
ティッシュ

傘

予備のストッキング
（女子学生）

化粧品
（女子学生）

ボディペーパー

１）説明会での注意事項
① 説明会の予約
・ 予約は早めに！！
人気企業は学生の応募が集中して、説明会の予約がなかなか取れない
といったケースが出てきます。なるべく早く申し込みをしましょう。
・ 複数開催される場合は、早い日程へ参加しましょう
説明会に参加した順に選考を行うのが一般的な流れです。したがって、
早い日程に参加しましょう。
・ 予約がいっぱいでもこまめにチェックを
就職情報サイトで、予約がいっぱいになっていてもキャンセルが出た
場合、申し込めるケースがありますから、こまめにチェックをしましょ
～ 61 ～
う。
・ 電話でお願いも OK ！！
どうしても参加したい企業の説明会が満席で申し込めない。このよう
な場合、企業の人事へ直接電話してお願いしてみるのもひとつの方法
～ 16 ～

２）説明会参加の実際
・ 説明会には必ず自分１人で行きましょう。
・ 会場に入る前から皆さんは見られています。会社の受付はもちろん、
エレベータ、待合室でも気を抜かないように。
・ 開始時間の 15 分前には会場に。遅いと受付が混雑して訪問カードや
アンケートの記入が出来ないことも。
・ 会場では積極性をアピール！！前の席から座ること。
・ 最後の質疑応答では積極的に質問を。
・ 企業によっては説明会終了後、引き続きエントリーシートの提出や選
考試験を行う場合があるので、事前にしっかり準備をしておきましょ
う。
・ 説明会でも、熱心に話を聞いている学生や、話を聞いていない学生
は目立ちます。人事採用担当者は、説明会においても学生を観察し、
チェックしています。説明会も選考の場であると心得ておきましょう。

～ 17 ～
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です。
・ キャンセルの連絡は前日までに
日程が重なり説明会へ出席できない場合は、必ず先方へ連絡を入れま
しょう。無断欠席は先方に大きな迷惑をかけます。また一人だけの問
題ではなく、大学全体の信用にも影響します。無断欠席は厳禁です。
② 説明会への準備
・ 前日までに場所と交通機関をしっかりとチェック
初めて行く場所へは、思わぬ時間がかかるものです。前日までにしっ
かりと、説明会の会場と交通機関をチェックしておきましょう。
・ 企業を調べておこう
いきなり話を聞くよりも予習をしておくと理解が深まります。説明会
に参加する企業の情報をホームページや会社案内で事前にチェックし
ておきましょう。
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２．
５ OB・OG 訪問
１．OB・OG 訪問とは
OB・OG 訪問とは、実際に企業で働いている先輩を訪ねて、話を聞く活動
です。仕事の内容、雰囲気、残業の有無など、なかなか企業説明会では聞き
づらい、知ることができない生の声を聞くことができます。就職活動におい
て、必ずしも OB・OG 訪問をする必要はありませんが、志望度の高い企業
に関して、説明会では得られない情報を得るために、活用してはいかがでしょ
う。
２．訪問の方法
１）時期
いつまでにしなければならないといった期限はありませんが、早い時期に
OB・OG 訪問をして志望企業の情報を手に入れるのがいいでしょう。３月・
４月は年度末・年度初で先輩方も忙しいことが多いです。また逆に複数内定
を得て判断に迷った時、OB・OG にお会いして、どちらの企業に行くかを判
断するのも有効な方法です。
２）希望企業の OB・OG の在籍確認
OB・OG の在籍の確認およびアプローチについては、次の二つの方法があ
ります。
① キャリアセンターで在籍の確認をし、キャリアセンターから連絡をし
てもらった上で、紹介してもらう。
② 企業の採用窓口に直接電話をして、紹介してもらう。
（OB・OG 訪問
を受付けない企業もありますが、先ずはチャレンジしましょう。
）
知り合いや親戚などを訪ねて話を聞くのも、企業のことを知るという意味
では、OB・OG 訪問と同じです。多くの人と会って、情報を収集してください。
３）事前準備をする
訪問日時が決まれば、次に事前の準備です。何を知りたいのか、訪問にお
けるポイントをしっかりまとめておきましょう。
（下記の質問例も参考にし
てください）
OB・OG 訪問の質問例
① 先輩がこの企業を選ばれた理由（志望動機）
② 選考（試験・面接）の内容
～ 18 ～

４）訪問終了後は
先輩から聞いた内容などは、しっかりまとめておきましょう。また先輩に
は、お礼の手紙やメールを必ず出すようにしましょう。
３．訪問時のマナー
OB・OG 訪問を引き受けていただける先輩方は、仕事が忙しい中、皆さん
のために時間を作ってくれています。感謝の気持ちを忘れずに会ってくださ
い。
待ち合わせの 10 分前までには到着しておき、
先輩を待つようにしましょう。
服装は、休みの日に会うのであればカジュアルでも構いませんが、迷うなら
ば、スーツがいいでしょう。社会人マナーを忘れないようにしてください。

～ 19 ～

２．就職先を知る

③ 職場の雰囲気
④ 具体的な仕事の内容
⑤ 仕事における成功・失敗談
⑥ 待遇・福利厚生
⑦ 残業の有無
⑧ 転勤の状況
遅刻は厳禁です。訪問先までの経路と所要時間も事前にチェックし、言葉
遣いや態度にも注意しましょう。
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２．
６ 就職先を探す
みなさんはどんな企業を知っていますか？どんな企業でも構いません。気
になる企業について、
いろいろと調べてみましょう。たとえばリクナビの「業
２．就職先を知る
界ナビ」に代表的な業界と、企業活動がリストアップされていますので、参
考にしてください。
２．６ 就職先を探す
https://job.rikunabi.com/contents/industry/881/


みなさんはどんな企業を知っていますか？どんな企業でも構いません。気になる企業に

■事業内容を知る
ついて、いろいろと調べてみましょう。たとえばリクナビの「業界ナビ」に代表的な業界
と、企業活動がリストアップされていますので、参考にしてください。
KWWSVMREULNXQDELFRPFRQWHQWVLQGXVWU\

まずは、その企業がどのような事業を営んでいるのかを見てみます。

■事業内容を知る 、誰に（企業、消費者）提供しているのでしょう。
何を（製品、サービス）

その製品やサービスは、どのようにして生み出されているのでしょう。工
まずは、その企業がどのような事業を営んでいるのかを見てみます。
場で製造しているのでしょうか、商品を仕入れて店やネットで販売している
何を（製品、サービス）
、誰に（企業、消費者）提供しているのでしょう。
その製品やサービスは、どのようにして生み出されているのでしょう。工場で製造して
のでしょうか、店でサービスを直接提供しているのでしょうか。
いるのでしょうか、商品を仕入れて店やネットで販売しているのでしょうか、店でサービ
製品やサービスを生み出すためには、原材料や商品を、他の企業から仕入
スを直接提供しているのでしょうか。
れる必要があります。どのような仕入先があって、何を仕入れているのかを
製品やサービスを生み出すためには、原材料や商品を、他の企業から仕入れる必要があ
ります。どのような仕入先があって、何を仕入れているのかを調べて、それを図にしてみ
調べて、それを図にしてみましょう。
ましょう。

サプライヤー
サプライヤー

販売先

企業活動
組織と機能

サプライヤー

販売先
販売先

原材料、部品、商品、サービス

部品、商品、サービス





その事業を行うための組織はどうなっているのか、その会社の組織図を手に入れましょ
その事業を行うための組織はどうなっているのか、その会社の組織図を手
う。そして、それぞれの組織がどのような役割を担っているのかを考えてみましょう。
に入れましょう。そして、それぞれの組織がどのような役割を担っているの

かを考えてみましょう。
■サプライチェーンを知る

企業には、仕入先があり、
販売先があります。
そして仕入先の企業や販売先の企業にも、

■サプライチェーンを知る
それぞれ、仕入先や販売先があります。それをつなぐと、原材料から最終商品が消費者に
届くまでの、全体の流れが見えてきます。これがサプライチェーンです。

企業には、仕入先があり、販売先があります。そして仕入先の企業や販売
このチェーンの中に、気になる業界や、気になる企業はありませんか？ あれば、その
先の企業にも、それぞれ、仕入先や販売先があります。それをつなぐと、原
20
材料から最終商品が消費者に届くまでの、全体の流れが見えてきます。これ
がサプライチェーンです。

このチェーンの中に、気になる業界や、気になる企業はありませんか？
～ 20 ～

あれば、その企業について、同じような分析をしてみましょう。そうやって、
連想ゲームで、企業や業界を調べてみてください。これまで知らなかった業
企業について、同じような分析をしてみましょう。そうやって、連想ゲームで、企業や業
界や企業が見えてきます。
界を調べてみてください。これまで知らなかった業界や企業が見えてきます。
２．就職先を知る
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部品メーカー
販売店
部品メーカー

部品メーカー

完成品メーカー

流通業者
販売店

素材メーカー

部品メーカー

素材メーカー

メーカーのサプライチェーン




■%% 企業や中小企業を視野に入れる


■ B2B 企業や中小企業を視野に入れる
サプライチェーンの最下流である「消費者に商品やサービスを提供している企業」を
%&（%XVLQHVV7R&RQVXPHU）と言います。これに対して、
「商品やサービスの提供先が企

サプライチェーンの最下流である「消費者に商品やサービスを提供してい
業である企業」を %%（%XVLQHVV7R%XVLQHVV）と言います。
サプライチェーンを見ればわかるように、
企業のほとんどは %% であり、取引の規模も
る企業」を B2C（Business
To Consumer）と言います。これに対して、
「商
%& よりはるかに大きいのです。就職先の候補として %% を入れることで、可能性は大き
品やサービスの提供先が企業である企業」を
B2B（Business
To
Business）
く広がります。
と言います。 
次に会社を規模別に見てみましょう。
サプライチェーンを見ればわかるように、企業のほとんどは
B2B であり、
日本の企業の数は  万社、そのうち大企業は  万  社、他はすべて中小企業です。
取引の規模も
B2C よりはるかに大きいのです。就職先の候補として B2B を
中小企業の数は、 万  社、小規模事業者を除くと、 万  社です。従業員数で
見ると、大企業  万人（％）
、中小企業（小規模除く） 万人（％）、小規模
入れることで、可能性は大きく広がります。
企業  万人（％）となります。
（中小企業白書）

次に会社を規模別に見てみましょう。


企業数（社）
従業員数（万人）
日本の企業の数は 382
万社、そのうち大企業は１万
1000 社、他はすべて
大企業




中小企業です。中小企業の数は、380
万 9000
社、小規模事業者を除くと、55
中小企業




万 7000 社です。従業員数で見ると、
大企業
、
中小企業（小
小規模企業

1,433 万人（30％）


計


規模除く）2,234 万人（46％）
、小規模企業
1,127
万人（24％）となります。



（中小企業白書）
この分類は、中小企業基本法で定義された「中小企業」に基づくものですが、これとは

別に「大手企業」
「準大手企業」
「中堅企業」という分類があります。法的に定義された分

大企業
中小企業
小規模企業
計

類ではありませんが、おおよそ次のように考えられます。
企業数（社）

11,000
557,000
3,252,000
3,820,000

0.3%
14.6%
85.1%

従業員数（万人）
1,433 21
29.9%
2,234
46.6%
1,127
23.5%
4,794

この分類は、
中小企業基本法で定義された「中小企業」に基づくものですが、
これとは別に「大手企業」
「準大手企業」
「中堅企業」という分類があります。
法的に定義された分類ではありませんが、おおよそ次のように考えられます。
～ 21 ～
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部品メーカー

２．就職先を知る

大 手 企 業：各業種の上位数社から十数社に位置づけられる有名企業
準大手企業：大手企業と中堅企業の間にある企業
中 堅 企 業：資本金十億円未満の大企業および資本金一億円以上の中小企業
中 小 企 業：中小企業基本法による中小企業で資本金一億円未満の企業
就職先として候補にしたいのは、この分類の中の中堅企業です。中堅企業
とは、比較的規模の小さな大企業および規模の大きな中小企業のことです。
大手企業は知名度が高く、応募が殺到して競争率も厳しくなります。一方、
中小企業は採用も少なく、給与や福利厚生などの待遇面で、どうしても大企
業を下回ることが多くなります。そういう点で狙い目は中堅企業です。大手
や準大手と違って知名度が低いので、採用に苦労しており、入社したら大切
に育ててくれる可能性大です。また社長などの経営者との距離が近いのも、
キャリアアップにつながります。
もちろん、中小企業であっても優良企業はありますし、ベンチャーなどで
今は小さくても先が楽しみな企業もありますので、会社次第です。中小企業
への就職を否定するものではありません。
参考：中小企業基本法に基づく企業分類

中小企業

業種分類
製造業その他
卸売業
小売業
サービス業

中小企業基本法の定義
資本金３億円以下または従業員 300 人以下
資本金１億円以下または従業員 100 人以下
資本金５千万円以下または従業員 50 人以下
資本金５千万円以下または従業員 100 人以下

小規模企業 製造業その他
従業員 20 人以下
商業・サービス業 従業員５人以下
企業分析の結果、良いと思う企業について、もしそこに採用されたら、ど
のような部門に配属されるかを、考えてみてください。
その部門にはどのような仕事があるのでしょうか。その仕事をするのには、
どのようなスキルや能力が必要となるのでしょうか。
自己分析の結果と照らし合わせて、必要なスキル・能力を持っていますか？
あるいは少し足りないけれど、頑張れば身につけられそうですか？
もしそうなら、その企業に応募しましょう。
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３．社会人基礎力
３．社会人基礎力

第一部
就職活動

３．社会人基礎力
３．社会人基礎力

 １章で自分を知り、２章で就職先を知って、どこでどのように働くのが、
自分にとっていいのかを知りました。
１章で自分を知り、２章で就職先を知って、どこでどのように働くのが、自分にとって
しかし、それだけでは活躍できません。どこでどのように働くとしても、
いいのかを知りました。
基本的に必要な能力があります。それが「社会人基礎力」です。
しかし、それだけでは活躍できません。どこでどのように働くとしても、基本的に必要
就職のときの選考で、企業担当者が見ているのが、まさにこの「社会人基
な能力があります。それが「社会人基礎力」です。
礎力」を持っているかどうかです。完璧である必要はありませんが、基礎力
就職のときの選考で、企業担当者が見ているのが、まさにこの「社会人基礎力」を持っ
がどんなものかを知り、すくなくとも基礎力の基礎くらいは身につけておく
ているかどうかです。完璧である必要はありませんが、基礎力がどんなものかを知り、す
必要があります。
くなくとも基礎力の基礎くらいは身につけておく必要があります。

社会人基礎力とは、2006
年１月、経済産業省が主催した産学の有識者によ
社会人基礎力とは、2006
年 1 月、経済産業省が主催した産学の有識者による委員会に

る委員会により、
「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必
より、
「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として
要な基礎的な力」として定義したものです。
定義したものです。

上の図のように、社会人基礎力は「前に踏み出す力」
、
「考え抜く力」
、
「チームで働く力」

社会人基礎力は「前に踏み出す力」
、
「考え抜く力」
、
「チー
の 上の図のように、
つの能力に分解でき、
つの能力はさらに合計  個の能力要素に紐づいています。

ムで働く力」の
3 つの能力に分解でき、３つの能力はさらに合計 12 個の能

力要素に紐づいています。
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３．社会人基礎力
３．社会人基礎力

３．
１ 前に踏み出す力
前に踏み出す力
３．１
 変化の多い時代において、様々なチャレンジが求められています。失敗を
変化の多い時代において、様々なチャレンジが求められています。失敗を恐れず、指示
恐れず、指示待ちにならず、自分のこととして物事をとらえ、自ら行動でき

るようになることが求められています。この「一歩前に踏み出し、失敗して
待ちにならず、
自分のこととして物事をとらえ、自ら行動できるようになることが求めら
も粘り強く取り組み力」が、最初の能力である「前に踏み出す力」です。
れています。この「一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組み力」が、最初の能力
である「前に踏み出す力」です。

 この力は３つの能力要素で構成されています。

・ 主 体 性：物事に進んで取り組む力
この力は３つの能力要素で構成されています。

働きかけ力：他人に働きかけ、巻き込む力
 ・
主体性：物事に進んで取り組む力

・ 実 行 力：目的を設定し、確実に行動する力

 働きかけ力：他人に働きかけ、巻き込む力
 実行力：目的を設定し、確実に行動する力


『前に踏み出す力（$FWLRQ）』
～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～

主体性

物事に進んで取り組む力

働きかけ力

他人に働きかけ巻き込む力

実行力

目的を設定し確実に行動する力

指示待ちにならず、一人称で物事を捉え、自ら行動できるように
なることが求められている。
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３．社会人基礎力

３．
２ 考え抜く力

３．２ 考え抜く力

変化の時代に対応するためには、決まった仕事をこなすだけでなく、仕事
に問題意識を持ち、課題を見つけて、その解決策を模索することが欠かせま
変化の時代に対応するためには、決まった仕事をこなすだけでなく、仕事に問題意識を
せん。論理的に答えを出すこと以上に、自ら課題提起し、解決のためのシナ
持ち、課題を見つけて、その解決策を模索することが欠かせません。論理的に答えを出す
リオを描く、自律的な思考力が求められています。
「疑問を持ち、考え抜く力」
こと以上に、自ら課題提起し、解決のためのシナリオを描く、自律的な思考力が求められ
が、二つ目の能力である「考え抜く力」です。


ています。
「疑問を持ち、考え抜く力」が、二つ目の能力である「考え抜く力」です。


この力は３つの能力要素で構成されています。
・ 課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力
 ・
課題発見力：現状を分析し目的や課題を明らかにする力
計画力：課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
 ・
計画力：課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
創造力：新しい価値を生み出す力
この力は３つの能力要素で構成されています。

３．社会人基礎力

 創造力：新しい価値を生み出す力


『考え抜く力（7KLQNLQJ）』
～疑問を持ち、考え抜く力～

課題発見力
現状を分析し目的や課題を明らかにする力

計画力
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし
準備する力

創造力
新しい価値を生み出す力

論理的に答えを出すこと以上に、自ら課題提起し、解決のための
シナリオを描く、自律的な思考力が求められている。
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３．社会人基礎力
３．社会人基礎力

３．
３ チームで働く力
３．３ チームで働く力

三つ目の能力が、
「多様な人々とともに、目標に向けて協力する力」であ

る「チームで働く力」です。働き方の多様化やグローバル化によって、
グルー
三つ目の能力が、
「多様な人々とともに、目標に向けて協力する力」である「チームで
プ内の協調性だけに留まらず、多様な人々との繋がりや協働を生み出す力が
働く力」です。働き方の多様化やグローバル化によって、グループ内の協調性だけに留ま
求められています。
らず、多様な人々との繋がりや協働を生み出す力が求められています。
 チームで働く力は、６つの能力要素で構成されています。

・ 発 信 力：自分の意見をわかりやすく伝える力
チームで働く力は、
つの能力要素で構成されています。
傾 聴 力：相手の意見を丁寧に聴く力
・
発信力：自分の意見をわかりやすく伝える力

柔 軟 性：意見の違いや立場の違いを理解する力
・
傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力

状況把握力：自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
・
柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力
・ 規 律 性：社会のルールや人との約束を守る力
・ ストレスコントロール力：ストレスの発生源に対応する力

 状況把握力：自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
 規律性：社会のルールや人との約束を守る力

 ストレスコントロール力：ストレスの発生源に対応する力


『チームで働く力（7HDPZRUN）』
～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～
発信力

自分の意見をわかりやすく伝える力

傾聴力

相手の意見を丁寧に聴く力

柔軟性

意見の違いや相手の立場を理解する力

情況把握力

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

規律性

社会のルールや人との約束を守る力

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

ストレスの発生源に対応する力

グループ内の協調性だけに留まらず、多様な人々との繋がりや
協働を生み出す力が求められている。
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３．社会人基礎力

みなさんにとってスマホが欠かせないものになっているように、あらゆる
企業にとって、パソコンは業務に欠かせないものになっています。
あなたが企業で活躍するためには、パソコンを使いこなす能力はもちろん、
Web を活用したマーケティングや、インターネットを活用した情報処理能力
など、いわゆる IT リテラシーが不可欠です。
IT リテラシーって何？と言う人は、今すぐ「IT リテラシー」で検索して
みてください。このように分からないことがあったら、その場で調べる能力
も IT リテラシーです。

みなさんはどうですか？
少し前の世代は、パソコンが当たり前でしたが、みなさんは、パソコンで
はなくスマホが当たり前になり、連絡手段もメールではなく LINE になって
いて、逆にパソコンやメールは普段使うことがないという人が多いのではな
いでしょうか。
企業へのエントリーも、パソコンが前提です。
是非、この機会にパソコンが使いこなせるようになってください。
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３．社会人基礎力

さて、難しいことはさておき、会社では毎日の仕事にパソコンを使うのは
当たり前で、日常の連絡も、メールが中心になっています。
会社は、
「今の若い人は、生まれた時からパソコンやインターネットが身
近に存在していたデジタルネイティブ世代だから、パソコンやネットが使い
こなせて当たり前」と思っています。

４．採用プロセス

４．採用プロセス
採用の流れは企業によって異なりますが、おおよそ下のようになります。
①
②
③
④
⑤
⑥

エントリー（応募）
企業説明会／エントリーシート提出
書類選考
筆記試験（適性検査、教養試験、小論文、Web テスト）
面接（グループディスカッション、一次、二次、最終）
内定（内々定）

この各ステップを、企業はどのような狙いを持って実施しているのか、企
業の中のどのような人物が担当しているのかを意識し、その流れ全体の中の
位置づけを考えることが重要です。常に、相手は誰であり、その相手が求め
ていることは何かを考えましょう。
各ステップで担当者は、次のステップに進めても大丈夫かどうかを選考基
準にしています。たとえば書類選考では、面接に進めても大丈夫な候補者を
拾い上げることを目的に、
「企業分析や自己分析を行っているかどうか」
、そ
の結果として「本気でその企業を志望しているか」をチェックします。この
作業を行うのは人事担当者ですから、人事担当者が見て、
「この内容なら面
接が成り立つ」と思うかどうかがポイントです。
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１ 就活の動向
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４．採用プロセス

１．経団連など財界の動き

２．社会の大変化
これらの財界や政府の動きの背景に、第４次産業革命とか、Society5.0 な
どと呼ばれる社会の大変化があります。
平成が終わろうとする 2018 年末から 2019 年始めにかけて、平成を振り返
る特集がたくさんありました。その一つに、週刊ダイヤモンドの、株式時価
総額世界ランキングがあります。平成元年の時価総額トップは NTT、２位
から５位はすべて日本の銀行で、興銀、住友銀行、富士銀行、第一勧銀で
す。50 位までのなんと 32 社が日本企業。まさにジャパン・アズ・ナンバー
ワンでした。それに対して平成 30 年のランキングでは、アップル、アマゾン、
アルファベット、マイクロソフト、フェイスブックのいわゆる GAFA がトッ
プファイブで、日本企業で 50 位までに入っているのはトヨタだけ、それも
35 位です。平成元年に輝いていた日本の銀行で、名前がそのままのところは
一社もありません。また、平成元年と平成 30 年の両方に入っているのは７
社だけです。
企業の栄枯盛衰が激しくなり、企業寿命が短くなる一方、人生 100 年時代
を迎えて、働く期間は 50 年以上になります。働く期間が会社寿命より長く
なるのです。当然、終身雇用・年功序列は機能しなくなり、その結果、新卒
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４．採用プロセス

2019 年になって就職をめぐる大きな動きが出てきています。2018 年 10 月、
経団連の中西会長が「経団連は、もう就活のルールは作らない」と発言しま
した。
「３月に会社説明会解禁、選考は６月から」というルールが有名無実
になっているのを、公に認めた形です。
2019 年 4 月 22 日には、
「経団連と大学側が通年採用の拡大で合意した」と
いうニュースが流れました。通年採用というのは、高い能力を持つ人材、例
えば人工知能とかデータ分析、マーケティングなどに長けた人材を、スケ
ジュールを定めずに採用するということです。
この発表の際、中西会長は「企業は、従業員を一生雇い続ける保証書を持っ
ている訳ではない」
と発言しています。５月にはトヨタまでが同じことを言っ
ています。
そして 2019 年 5 月 15 日、政府が主導する未来投資会議が、70 歳までの雇
用を企業の努力義務にする方針を発表しました。合わせて、
「中途採用の促進」
も明記し、雇用の流動化に重点を置く姿勢を示しています。

４．採用プロセス

一括採用も見直されていきます。
企業の採用は、欧米型の「スキルを重視する通年採用」になっていきます。
スキルを付けた人は転職し、より高レベルのスキルを付けて、高収入を得る
ようになります。人も企業も二極化が進むでしょう。
このような時代を生き抜くには、
「どの会社に就職するか」ではなく、
「ど
う生きるか」
「将来の夢はなにか」
「人生の目的は何か」を自分の軸として、
そのために「どの会社でどのような経験を積むか」を考えることが大切です。
これまでの就職は、長距離バスに乗るようなものでした。バスターミナル
で、大きなバス、乗り心地の良さそうなバスを探して乗るのです。乗ったら、
そのまま定年まで乗り続けることができます。どこに行くかはバス任せです
が、とりあえずは安泰です。
今はもうそんなバスはありません。大型の長距離バスと思って乗っても、
途中で「運行を停止しました」と言って降ろされるかもしれません。
「どう生きるか」
「将来の夢」
「人生の目的」
、これが目的地です。行き先を
見て目的地に近づけるバスや電車に乗る、途中で乗り換える、場合によって
は自分で車を運転して、目的地に向かう、そのような生き方が、これから求
められています。
３．今の就活生
世の中の変化を感じてか、学生の動きが早くなって来ています。１年生か
ら３年生についても、就活への意識が高まっています。しかしながら、まだ
まだ「就職がゴール」の意識が残っています。
「きれいなバス」や「乗り心
地の良さそうなバス」はどれかばかりが気になって、行き先を見ていないの
です。
やりたいことがあって、それができる会社を探すのが本来のやり方です。
たまたま出会った会社、知った会社が「なんとなく良さそうだから」と応募
するのでは、志望理由が浅くなり、面接で「なぜ」と聞かれると、答えられず、
会社は本気度を疑います。
就活を始める前に、自分のやりたいことをみつけましょう。そして就職し
たら、夢に向かって、自分のスキルや社外価値を意識して身につけましょう。
そのためには、就職して最初の３年は、楽をしようなどと思わず、必死になっ
て働くことが大切です。就職はゴールではなく、スタートです。
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４．
２ エントリー

１．エントリー方法の種類
自分が興味を持った会社へ志望の意思表示をする方法に、決まったルール
があるわけではありませんが、
最近は WEB 経由でのエントリーが主流になっ
ています。それ以外に、自身で見つけた求人票から応募する方法など、色々
なやり方があります。エントリー方法に迷ったらキャリアセンターに相談し
てください。
現在の大卒就職活動で主なエントリー方法は以下のとおりです。
１）各社のホームページから
大手企業は、自社のホームページに採用のためのサイトを設け、そこでエ
ントリーができるようになっています。具体的に関心のある企業があるので
あれば、その企業のホームページからエントリーしましょう。
２）就職情報サイトから
具体的な志望企業が見つかっていない場合は、就職情報サイトを利用しま
す。業界や職種で検索した複数の企業に、一括してエントリーする機能など
もあり便利です。
個人情報も就職情報サイトに一回入れるだけなので、時間の節約にもなり
ます。
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４．採用プロセス

エントリーとは志望する企業に対して、
「私はあなたの会社で働きたいと
思います」と意思表示をすることです。
エントリーで自分の情報を企業に提供することで、企業から説明会やセミ
ナーの案内が届きます。またエントリーシートのダウンロードも可能になり
ます。
人気企業には、多くの学生からエントリーが集中します。どうするか思案
している間にも一定人数を超え、エントリーが早期に締め切られる場合があ
ります。企業の採用ホームページや就職情報サイトがオープンしたら、少し
でも興味があればエントリーする姿勢で臨みましょう。説明会や面接を経て
企業への理解が深まった結果、志望を変更しても大丈夫です。応募した企業
から内定が出ても辞退することが出来ます。
エントリーのスタートは各就職情報サイトに企業情報が掲載され始める３
月初めというのが一般的です。
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３）奈良大学「求人検索 NAVI」に登録された企業の求人票から
奈良大学キャリアセンターには、例年１万社以上もの企業から奈良大生対
象の求人が来ています。応募方法は求人票に記載されており、就職情報サイ
トからのエントリーを指定されている場合や、
「随時応募受付」として直接
TEL や履歴書を郵送することでエントリーを受け付ける場合があります。
「求人検索 NAVI」で志望の求人があれば、キャリアセンターから直接企
業の人事担当者に連絡してもらうこともできます。大手の就職情報サイト
でエントリーしても企業から連絡が貰えない場合などは、
「求人検索 NAVI」
からのエントリーも選択肢に加えてください。
２．エントリーシートとは？
現在､多くの企業が選考にエントリーシートを導入しています。エントリー
シートとは、各企業が独自に定めている応募・登録用紙のことです。その企
業のホームページからダウンロードしたり、会社説明会でもらったりして、
エントリーシートを入手します。
志望者の多い企業では、エントリーシートによる書類選考が行われます。
また面接での質問も、エントリーシートに記入された内容をもとに行われま
すので、書く内容は非常に重要です。
エントリーシートでの質問内容は、おおよそ次の３点に集約されます。
① 志望動機
② 自己ＰＲ
③ 学生時代に打ち込んだこと
これら３つの質問内容には、意味があり、企業が質問で求めていることを
的確に記述する必要があります。
キャリアセンターでは、経験豊かなスタッフがエントリーシートの作成支
援を行っていますので、気軽に相談してみましょう。
３．応募書類
就職活動で応募にあたって必要になる書類は、主として次の二つです。
① 履歴書・自己紹介書 または エントリーシート
② 各種証明書（成績証明書・卒業見込証明書・健康診断証明書）
これ以外にも、企業によって推薦書の提出を求められる場合があります。
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① 履歴書・自己紹介書
履歴書・自己紹介書はあなたの「顔」となります。市販の履歴書は職歴
欄にスペースを割いており、新卒学生の応募には適していません。奈良大
学指定の履歴書をキャリアセンターにて無料配布していますので、必ず大
学指定の履歴書を使用してください。
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② 各種証明書（成績証明書・卒業見込証明書・健康診断証明書）
成績証明書・卒業見込証明書・健康診断証明書等の証明書が必要な方は、
パピルスメイト（証明書自動発行機）で発行してください。発行時期と手
数料については以下のようになっています。
証明書

手数料

発行時期

成 績 証 明 書 300円 ４月初旬以降
200円 ４月下旬から５月初旬以降

健康診断証明書

200円

５月中旬以降
４月に実施される健康診断を受診してください

③ 推薦書
大学が公式に推薦する書類ですので、提出して内定を得た場合、内定を
辞退することはできません。
推薦書が必要な方はキャリアセンターまで申し出てください。
推薦書には、指導教員による人物所見があるものとないものがあります
ので、確認の上、
「学校推薦発行申請書」を受け取って、必要項目を記載
して提出してください。申請書には保護者の署名・押印が必要ですので、
実家が離れている場合など、時間のゆとりを持って申し出てください。ま
た指導教員による人物所見が必要な場合、先生に依頼する時間も考えてお
く必要があります。
推薦書の発行にはパピルスメイト（証明書自動発行機）での発行手数料
（200 円）が必要となります。
申請書提出後も、推薦書の発行には時間がかかりますので、７日前まで
に申し込んでください。
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卒業見込証明書

４．採用プロセス
⑤

履歴書・自己紹介書
①（令和 ２年 ４月 １日 現在）
な ら

ふりがな
氏

②
④

奈良

名

平成

生年月日

ならし

ふりがな

携帯電話

印

③

１０ 年 ８ 月 ８ 日

写

真

（３×４ｃｍ）
写真の裏面に大学名、学
部・学科・氏名を記入する
こと。

（満 ２１歳）

みささぎちょう

電 話

０９０－１２３４－５６７８

Ｅメール

⑦

大和

男
・
女

（〒631－8502
）
奈良市山陵町1500 ロイヤルハイツ２０３号室

現住所

⑥

やまと

０７４２－４１－９５０６

㼥㼍㼙㼍㼠㼛㻙㼚㼍㼞㼍㻬㼐㼍㼕㼎㼡㼠㼟㼡㻚㼏㼛㻚㼖㼜
学 歴 ・ 職 歴

年

月

平成

26

4

奈良県立押熊東高等学校普通科入学

平成

29

3

奈良県立押熊東高等学校普通科卒業

平成

29

4

奈良大学文学部史学科入学

令和

3

3

奈良大学文学部史学科卒業見込み

学 歴

⑧

職 歴
なし
以上のとおり相違ありません。
⑨

志望動機

私は、人から感謝されたり、感謝の言葉を受け取ることに喜びを感じます。この性質が貴社の事
業内容に活かせると考えました。また、貴社の観光業での立地条件とその強みを理解したサービス
の提供姿勢に共感したことも大きいです。企業見学では、お客様の求める物事を理解し、それを意
識した施設配置やサービス提供に感動しました。貴社に入社後は基礎的な仕事をきちんと学び、い
ずれはイベントの企画等にも携われるよう努力したいと思います。
⑩

学生時代に力を入れて取り組んだこと（自分の成長やその過程でのエピソードなど）

私は幼少期から大学までサッカーに打ち込み、自身の技術や体力を鍛えることだけでなく多様な
人々と１つの目標に向けて努力することを学びました。私は大学サッカーサークルに所属し、選手と
して試合に出るだけでなく副主将として組織のとりまとめ役を経験しました。組織の多様なメンバーの
意見を調整し、チームの目標であるリーグ準優勝と上位リーグ昇格の実績を達成しました。社会人
としても常に自身と組織の目標や課題に主体的に取り組み協力して働きたいと思っています。
⑪

自己ＰＲ（自分の強みや特徴）

私は、好奇心が旺盛で興味を持った事柄には率先して取り組む性格です。トレーニングに使用す
るロードレーサーの構造に興味を持ち、パーツやメンテナンスの知識を身につけました。このことを役
に立てるため、他の部員のロードレーサーのメンテナンスや修理も楽しみながら引き受けています。仕
事に対しても自身の興味に貪欲に対峙し周囲の方の役に立てるよう頑張りたいと思います。
⑫
⑬
⑭

課外活動
卒業論文・研究テーマ

サッカーサークル（副主将）
応仁の乱を背景とした淋汗湯茶の隆盛と後世湯茶に与えた影響

資格・特技
普通自動車運転免許（平成30年３月取得）

趣味
サッカー（観戦を含みます）
高等学校教諭１種免許状（地理歴史）（令和３年３月取得見込） 映画鑑賞（洋画を月に２本は観ます）
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４．本学履歴書作成上の注意点
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履歴書は非常に重要な応募書類です。作成する文書から知識や常識だけで
なく、表現能力や性格など採用後の勤務態度や就労イメージの判断にも使用
されます。

≪個別項目≫
①日付…履歴書を提出する日を書くこと。
（郵便で提出ならポストに投函
する日など、自分の手から離れる日を記入）
②氏名…苗字と名前の部分を一字分程あけ、どこまでが苗字か分かるよう
にする。
「ふりがな」は平仮名で。
③印鑑…履歴書を書く前に押印すること。
（書き上げてから押印を失敗す
ると、再度履歴書を書き直すことになる）
。朱肉を使う印鑑で、かすれ
ないように、ずれないように真っ直ぐハッキリと押す。スタンプ印鑑は
不可。
④年齢…提出日時点での満年齢を書くこと。
⑤写真…写真は皆さんが想像する以上に、受取側に強い印象を与えるので、
カラーが原則。正面・上半身・脱帽のものをプロに撮影してもらうこと。
出来るだけ、明るい表情で写っているものを使用し、自分自身で「いま
いち」と感じる場合は撮り直しを。裏面に大学名と氏名を記入して貼る。
サイズは横３㎝×縦４㎝。
（スピード写真は不可です）
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履歴書記入のポイント
≪全体≫
・ 手書き記入が一般的。黒の万年筆かボールペンを使って階書体で書き
ます。
（サインペンは不可）
・ 文字は適度な大きさで、濃くはっきりと書きます。
（下手でも丁寧に
読みやすく）
・ 文体は、
「です。ます。
」に統一します。
・ 誤字・脱字は、書類審査で落とされる原因になります。書き損じた場
合は、修正液を使わずに必ず書き直します。
・ 数字はアラビア数字（１、２、３…）を使います。ただし固有名詞は
例外です。
・ 欄外にはみ出して書かない。
・ 記入欄はすべて埋めます。出来る限り空白を作らない。
・ 提出の前には、必ずコピーをとり、どの企業に提出したのかを記して
おきます。

４．採用プロセス

⑥現住所…略さず、正式なものを書くこと。
× ○○県○○市○○３－１－ 12
○ ○○県○○市○○３丁目１番 12 号
⑦ E メール…記載ミス、誤認を招くような記載があると、応募すら出来な
い事態に。誰でも識別できる文字で書くこと。特に０
（ゼロ）
とO
（オー）
、
１（イチ）と１やＩ（エルやアイ）
、―（ハイフン）と _（アンダーバー）
などは注意が必要。
⑧学歴・職歴…高校は○○県立、○○市立、または私立を、普通科、商業
科等まで省略せずに記入する。大学は「卒業見込み」とする。職歴があ
れば書くこと。なければ空白にせず、
「なし」と書いておく。最後に「以
上」と書く。
⑨志望動機…自己分析により自分がどう職業キャリアを積みたいと思って
いるのか、それを実現する場として、その企業のどんなところを知り、
共感しているかなど、自己理解と職業理解の両方の要素を記入する必要
があります。
⑩学生時代に力を入れて取り組んだこと…社会に参加するために必要な
力（社会人基礎力）が学業や学業以外（クラブ・サークル、アルバイト、
ボランティア活動等）のことで、実際に身についていること、必要性を
理解していることが判るように、具体的な活動内容としてのエピソード
から、何を学んだかなどをアピールします。
⑪自己ＰＲ…就職活動の成否を左右する重要なカギです。自分の性格、思
考性向、行動特性が、社会や組織で通用すること、相手企業に役に立つ
ことを記述します。堂々と自分らしさをアピールしましょう。
⑫課外活動…クラブ・サークル、アルバイト、ボランティア活動等、枠に
とらわれず書くこと。
⑬卒業論文・研究テーマ…提出時点での予定で記載すること。未定の場合
でも、現在演習等での発表内容の記載でＯＫ。その後の変更は可能です。
⑭資格・特技…提出時点での予定で記載する。資格の略した書き方はタ
ブー。例えば、
「英検２級」
ではなく、
「実用英語技能検定２級」
と書くこと。
（スペースがあれば、取得年月を書く）
。
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５．エントリーシートの作成

エントリーシートは、手順を踏んで材料を集めて分析すれば、誰でも書き
あげることができます。どうすればいいのかについては、ガイダンスやミニ
セミナーでお伝えします。また、キャリアセンターに来ていただければ詳し
く説明いたします。
次ページ以降に、一般的なエントリーシートでの記載項目である「志望動
機」
「自己 PR」
「学生時代に頑張ったこと」の記入内容を示します。
奈良大学キャリアセンターでは、エントリーシートおよび履歴書・自己紹
介書の主要３項目である「志望動機」
「自己 PR」
「学生時代に頑張ったこと」
について、書類選考後の面接までを想定し、以下のような構成要素で記入す
ることをお勧めしています。
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エントリーシートは就職先が設定する応募書類であり、
「履歴書・自己紹
介書」同様、
選考で応募者を絞り込むための重要な書類です。エントリーシー
トの記入や提出については、以下のような点に注意してください。
１）エントリーシートの入手方法
就職情報サイトや企業のホームページからエントリーすると、企業から
パンフレットや説明会（セミナー）案内等とともに、郵送されてきたり、
企業説明会（セミナー）で配付されたり、ホームページからダウンロード
するなどが主な入手方法です。
２）エントリーシートの提出時期
エントリーシートは提出時期が明記されている場合でも期日間際に提出
するのではなく、できるだけ早く提出してください。提出締切日が数回に
わたって明記されている場合もあります。また、控えをとっておき、面接
の前などに確認するようにします。
３）エントリーシートの質問項目
エントリーシートでは本学履歴書・自己紹介書と同じような質問項目や
その企業が知りたいことを記述します。ユニークな項目がある場合もあり
ます。例えば「一番自分らしい写真を貼り、それについて説明してくださ
い。
」というものや、文章だけでなく個性を表現できるように「あなた自
身を『色・動物・物体・現象』などのどれか一つに喩え、自由に売り込ん
でください。
」というものもあり、グラフや絵などを使って表現すること
もあります。
４）エントリーシートと履歴書・自己紹介書との違い
履歴書・自己紹介書は一度作成すると多くの企業に利用することができ
ますが、エントリーシートは応募先ごとに質問項目、文字数や形式が異な
るため、作成するのに時間がかかります。Ａ４からＡ３サイズで裏表両面
に記述することもあり、一般的にはかなりのボリュームがあります。自己
分析と企業研究をして記述に必要な自分のネタを準備しておくことが大切
です。
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志望動機
① 自分のこと
自分の生きがい、やりがいと考える要素を記述する

② 応募企業のこと
応募企業のことで何を知って、何に自分は共感するかを記述する
（※ 文字数の調整はここを中心に行う）

③ 未来のこと
自分が応募企業へ入社したらどんな相乗効果があるかを記述する
㻌

「私って、・・・・・・・なことをうれしい、
楽しいと感じる人なんだ！」
「私って、・・・・・・・なことに興味、ワク
ワクする人なんだ！」
をそのまま記入してみよう！

まずは、文字数制限を気にせず、
記入してみよう。

企業説明会や自身で調べた応募企
業の知っていることをどんどん記入
しよう！上記①で感じる喜びや興味
の要素があればそのことに共感する
ことを記入しよう！

志望動機
① 自分のこと
自分の生きがい、やりがいと考える要素を記述する

② 応募企業のこと
応募企業のことで何を知って、何に自分は共感するかを記述する
（※ 文字数の調整はここを中心に行う）

③ 未来のこと
自分が応募企業へ入社したらどんな相乗効果があるかを記述する

文字数は、全ての情報を記入してから、
文章推敲時に簡単に調整できます。

例）「貴社の・・・・で（社会に貢献している点）（お客様に
サービスを提供していること）に共感しました。」等々

自分が生き甲斐ややり甲斐を感じる
会社に入ったらどんな相乗効果があ
るか、自由に書いてみよう！何を書
いても大丈夫！
例）「応募企業の製品を広く社会に知ってもらうことで企
業の発展に貢献できると思い志望しました。」「貴社の管
理部門で社内の人間関係や業務がスムーズに運営でき
るよう努力できると思い志望しました。」「貴社の社会的な
信用を高めるために尽力したいと思い志望しました」等々



※この事例および以降の事例は、記載必要内容をわかりやすく説明したもの
※この事例および以降の事例は、記載必要内容をわかりやすく説明したもので、記述順や構成
で、記述順や構成を限定するものではありません。
を限定するものではありません。㻌
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自己PR
① サマリー（要約）
先に②↓で自分の性格や思考特性を表すトピックスを記入し、その後、最も伝え

たいことを簡潔に要約としてここに記述

② トピックス
自分の性格や思考性向を表す具体的事例の記述
（※ 文字数の調整はここを中心に行う）

③ 未来のこと
今後自分が社会や企業でこの性格や強みをどう生かすかを記述する

まずは、文字数制限を気にせず、記入してみよう。

自己PR
① サマリー（要約）
先に②↓で自分の性格や思考特性を表すトピックスを記入し、その後、最も伝
えたいことを簡潔に要約としてここに記述

② トピックス

最初に②を記入してから、②のトピ
ックスが自分の性格や思考性向が
社会人基礎力の何をPRしているか
考えて、簡潔に記入してみよう！
まず最初に自分の性格や思考性向
の特長が説明できるトピックスを記
入してみよう。
これまでの自己分析セミナーや表
現技法の授業などで自分の性格や
強みを検討したのを利用できるよ！

自分の性格や思考性向を表す具体的事例の記述
（※ 文字数の調整はここを中心に行う）

③ 未来のこと
今後自分が社会や企業でこの性格や強みをどう生かすかを記述する

文字数は、全ての情報を記入してから、文章推
敲時に簡単に調整できます。

自分の性格や思考性向が会社に入
っても活かしていこうという心意気
！何を書いても大丈夫！



自分の性格や思考性向などが、
「３．社会人基礎力」に照らして、社会や組織でどう通
用するかを「強み」として記述します。




自分の性格や思考性向などが、
「３．社会人基礎力」に照らして、社会や
組織でどう通用するかを「強み」として記述します。

～ 39 ～

39

４．採用プロセス



４．採用プロセス
４．採用プロセス

学生時代に頑張ったこと
① サマリー（要約）
先に②↓に使用できる経験トピックスを記入してから最も伝えたいことを簡潔
に要約として記述

② トピックス
自分が社会人として通用する啓発的な経験だと思う具体的事例を記述
（※ 文字数の調整はここを中心に行う）

③ 未来のこと
今後自分が社会や企業でこの性格や強みをどう生かすかを記述する


まずは、文字数制限を気にせず、
記入してみよう。

最初に②を記入してから、②のト
ピックスが社会人基礎力の何を実
際に経験したのかを考えて、簡潔
に記入してみよう！

学生時代に頑張ったこと
① サマリー（要約）
先に②↓に使用できる経験トピックスを記入してから最も伝えたいことを簡
潔に要約として記述

② トピックス
自分が社会人として通用する啓発的な経験だと思う具体的事例を記述
（※ 文字数の調整はここを中心に行う）

③ 未来のこと
今後自分が社会や企業でこの性格や強みをどう生かすかを記述する

まず最初に自分が頑張ったと思う
える経験を記入してみよう。その
あとで、この経験が社会人基礎力
の何に該当するのか考えてみよう
自分の経験が会社に入っても活
かしていこうという心意気！何を
書いても大丈夫！

文字数は、全ての情報を記入してから、文章推敲時に簡単に調整できます。




 学生時代の「経験」が、
「３．社会人基礎力」に照らして、社会や組織でどう通用する
かを記述します。




学生時代の「経験」が、
「３．社会人基礎力」に照らして、社会や組織で
どう通用するかを記述します。
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エントリーシートでの様々な項目の記入事例
（文字数設定や設問も企業独自のもの）

第一部
就職活動

４．採用プロセス

【志望動機】 277 字
私は、鉄道の社会インフラとしてのサービス提供を通じて産業・社会を支
える存在に関わるだけでなく、鉄道が持つ魅力を沢山の方々に感じ喜んでい
ただくために働きたいと思っています。貴社の最も大切にされている鉄道の
交通インフラとしての安心や信頼を追求する姿勢に共感するとともに、特に
鉄道の地域や人を結び様々な出会いや発見を演出する役割を担うことを目指
した経営方針にも大きな魅力を感じています。私も貴社の一員として、安全
を常に意識し、ビジネスや観光など様々なニーズで鉄道を利用されるお客様
一人一人が快適に満足していただけるよう、役割を果たし働きたいと思い志
望しました。

私は、周囲の方々から真面目で忍耐力があるとよく言われます。現在、学
業の傍ら飲食店のホールのアルバイトをしています。自分の仕事を覚えてか
ら新人の方の教育係を任されることがあり、研修を行うのですが、同じ内容
を伝えても一人一人の個性が異なり上手く効果が出ないことが多々ありま
す。自分の任された責任を真摯に果たすために工夫して繰り返し伝えたり、
先輩や上司の方々の意見を取り入れるなど粘り強く取り組みました。店長か
らは私の新人の育成を評価いただき、アルバイトリーダーに抜擢されました。
社会人としても自分の任された仕事に責任を持ち粘り強く取り組んでいきた
いと思います。
【学生時代に最も打ち込んだこと】 389 字
私は、大学で体育会の部活動で多様な人々とともに、１つの目標に向かっ
て協力することの大切さを学びました。私は、大学で男子バスケットボール
部の主務として部の活動スケジュールや部内外の連絡調整や選手の体のケア
だけでなく、部の究極の目標であるリーグ昇格に向けて対戦大学の戦法や各
選手の特徴やプレースタイルなど詳細にデータ分析を担っていました。こち
らのリーグ昇格への意気込みや努力と各選手の間で温度差があり試合に負け
ても笑っている選手がいるなどチームが１つの目標に迎えていない危機を感
じました。そこでこれまで稀にしか実施していなかったミーティングの機会
～ 41 ～

４．採用プロセス

【自己 PR】 278 字

４．採用プロセス

を増やすこと、先輩後輩の垣根をなくして次に活かすための意見発信を提案
し粘り強く実施していきました。その結果全員の練習姿勢が前向きになりミ
スが減るなど効果が明らかになりました。この経験を社会人としても組織業
務に活かしていきたいと思います。
【過去最高の成功体験】 208 字
私は、高校時代の体育祭で大人数の創作ダンスのプロデュースを任され、
150 名以上の人のダンスの振り付けを指示し優勝した経験があります。中学
時代に器械体操部にいたことから仲間から頼まれてプロデュースを引き受け
ましたが、全く自信も無く、実際練習を始めると大人数の振り付けを指示す
ることから意思疎通が難しく、様々な工夫や協力をいただき優勝できたこと
で、自分の任された責任を果たした充実感と人への感謝の気持ちに満たされ
ました。
【最も落ち込んだ挫折体験】 151 字
私は、大学のバスケットボール部の活動で部が強くなるように情熱を持っ
て取り組んでいたにも関わらず、リーグで 12 チーム中最下位となりチーム
が降格となったことです。自分たちでは十分に試合に向けて努力していたつ
もりでしたが、相手も同様の努力をしており、結果として自分たちの勝敗へ
の意欲の低さが原因だと思います。
【私が会社に与える効果及び私が目指す理想像】 422 字
最初に新入社員としてひたすら会社の現場業務や取引先の業界の情報な
ど知識を学び吸収することに徹したい。また、社員の一員として溶け込める
ように努力したい。学ぶ姿勢と社内だけでなく外部の方々と積極的にコミュ
ニケーションを図る姿勢でいたい。自身の積極的に学ぶ姿勢やコミュニケー
ションを通じて社内に若者らしい活気を与えたい。ある程度学んだことが蓄
積でき自分で判断できるようになれば、会社環境の改善や事業提案できるよ
うになりたいと思います。時代の変化に対し会社が常に対応していけるよう
な姿勢を自ら率先して提案できることが理想です。最終的には、これまでの
業務経験や知識の蓄積を活かし、取引先の方々から「この人に任せたら間違
いがない」と言われるような確固たる信頼を得られるような人物になりたい。
そのことから会社の社会的な信用に貢献できるようになっていたい。仕事を
充実させるとともに自分自身の生活にも楽しみ充実させ、どちらにも妥協せ
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ず両立できる人物が理想像です。

第一部
就職活動

４．採用プロセス

【成功体験と失敗体験。そこから得たもの】 326 字
私は、宅配倉庫で仕分け業務のアルバイトをしています。成功体験は、指
示された作業を受け身でやるのではなく、主体的に早起きし始業時間までに
入念な準備や作業の工夫をしたことです。季節や天候など様々な作業環境の
中で決められた作業時間内に全ての作業を完結し配達員の方々に自分の責任
を完璧に引き継げたと実感できた経験でした。一方で自己管理が未熟で早朝
4 時台の起床が出来ず始業時間を遅刻した際には組織全体の作業を遅延させ、
周囲に迷惑をお掛けしたことが失敗体験です。責任を果たすには日常の不断
の努力が必要なこと、ちょっとした自身の油断で組織に迷惑をかけるだけで
なく信頼を簡単に損ねること、またその信頼を取り戻すことが大変であるこ
とを知ったのもこの経験から得たものです。

私は、大学主催の遺跡公開事業の一員として、地域の遺跡に興味のある方
だけでなく地元小学校の低学年生向けのイベントを責任者として任され、企
画実行した経験があります。栃木県中根八幡遺跡で地元市民に調査や成果を
公開する事業ですが、単に公開するだけでなく地元小学生に教育として活用
していただきたいと思い、クイズ形式で遺跡を巡る企画を立て楽しく明るい
印象を子供たちに持っていただくために、文字だけでなくイラストを準備し
たり正解の発表を工夫する等主体的に企画・実施しました。イベントは成功
し、参加者から好評を得ることができ、自身の責任を全うすることができ大
きな達成感を得ることが出来ました。単に役割を担うだけでなく自身も率先
して楽しみながら取り組むことの大切さを知りました。
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４．採用プロセス

【自己 PR】 330 字
※①元気で行動力のある人物 ②課題への対応力のある人物 ③責任感の
ある人物 ④斬新な発想を持った人材 という観点で

４．採用プロセス

４．
３ 筆記試験
企業説明会の参加後、筆記試験や適性検査が行われ、その後、面接試験
が行われるのが一般的な採用選考の流れです。企業によっては、受験者全員
に面接を行い、その後、筆記試験を行う企業もありますが、やはり多数の応
募者を、一定の基準で選抜したいという狙いで筆記試験が実施されるケース
が大半です。特に近年は、従来のペーパーテストに代わりパソコン上で行な
う WEB テストも多く用いられるようになりました。在宅で受験、もしくは
全国に数カ所あるテストセンターで受験をする等、企業により実施の仕方は
様々です。
キャリアセンターでは、リクルートが開発した SPI3 や、各種 WEB テス
トの無料受験会を開催しています。３年生対象のガイダンス等でアナウンス
しますので、その機会に経験することをお勧めします。
１．筆記試験対策
対策本を購入するか、就職サイト上のテストツールを活用してください。出
来なかった問題については、繰り返して解き、問題のパターンに慣れてくださ
い。短い時間で多くの問題を解く必要があり、慣れないと時間が足りなくなっ
て焦ってしまいます。多くの問題を解いて慣れることが一番の対策です。
教養や一般常識を問う試験とは違って性格検査は、直感的に答えていくの
がベターです。事前の対策は必要ありません。変に良い性格に見せようとす
るのは逆効果です。
２．上記以外の筆記試験とその対策
１）一般常識・時事問題
一般常識は、国語・数学・理科・社会・英語の基礎的な学力を見るもので、
広く社会人としての教養と社会への関心の度合い、視野の広さが試されます。
難易度は、中学・高校レベルのものですが、出題範囲が広いため、自分の使
いやすい問題集を１冊仕上げるのが良いでしょう。
時事問題の対策としては、新聞の一面記事、社説、経済欄を読む習慣をつけ、
テレビのニュースもまめにチェックすることをお勧めします。
【先輩が教える】
「日経新聞を読むことを特にオススメします。毎日読むのが難しかったら
毎週金曜日の新聞だけでも読みましょう。
」
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２）小論文・作文
価値観、語彙力、知識量、表現力、論理性、社会的関心などを総合的に判
断できることから、小論文や作文を課す企業が増えています。400 字～ 800
字程度で書かせるものが多く、時間は 30 分から１時間程度。人生観、生き
がい、職業観など「価値観」をはじめ、身近な学生生活について、環境問題、
国際化、情報化、高齢化等の時事問題など、幅広いテーマがあります。
まずは自分でテーマを決めて書いてみて、文章構成の方法や、時間の感覚
をつかみましょう。また、併せて他人の文章をよく読みましょう。新聞のコ
ラムや社説などを読むと文章のコツをつかむことが出来ます。
「分かりやす
い文章の書き方」と言った本を読んでみるのもいいでしょう。

第一部
就職活動

４．採用プロセス

【参考】論作文のテーマ例とポイント

論作文のポイント
・ 一文は短く：40 字から 50 字程度に
・ 文体を統一：
「です。ます。
」か「である。
」に
・ ①結論②エビデンス③結論：最初に「要約」という形で結論を示し、
それに続いてエピソードや根拠を示し、最後にもう一度表現を変えて、
結論を書く
・ 自分の意見をしっかりと：
「仕事観とは○○で」などと定義を長々と
書かない
・ 与えられた量の 85％以上、できれば 95％ぐらいは埋めるようにする
・ 読んでもらえるように：文字の丁寧さ、大きさ、濃さに注意
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４．採用プロセス

本学の先輩が実際に書いた小論文・作文のテーマです。参考にしてください。
・ 「自分にキャッチコピーをつけてその理由を述べよ」
（A4・筆記試験と合わせ 60 分・生命保険）
・ 「社会人としてのマナー」
（800 字・30 分・食品メーカー）
・ 「会社に入ってどの様に仕事に取り組むか、営業職とはどの様なものか」
（機械メーカー）
・ 「あなたの仕事観について記述して下さい」
（面接前の待ち時間・ホテル）
・ 「入社後 会社に対してどう貢献していくか」
（Ａ４・筆記試験と合わせ 50 分・運輸）
・ 「五年後の自分について」
（小売）
・ 「地域活性化について」
（金融）

４．採用プロセス

４．
４ 面接
面接には、個人面接、集団面接、グループ討議の３つの形式があります。
通常、面接は複数回行われ、回を追うごとに人数が絞り込まれていきます。
大切なのは、相手が人事担当者であっても役員であっても、気負うことなく
一貫した姿勢で臨むことです。１次面接の内容は、
当然２次の面接官に伝わっ
ていますから、話す内容を変える必要はありません。表現の仕方が変わって
も常に筋の通った話ができるように心がけましょう。
１．面接のプロセスと企業の狙い
面接は段階を踏んで、１次面接・２次面接・３次面接へと
進んでいきます。面接は内定に至るまでに平均３～４回行わ
れます。
１次面接は、人事担当者や若手社員が、面接官になることが多いです。履
歴書・エントリーシートなどを参考に、性格や学生時代に力を入れたことな
どを質問されます。若手社員の視点で、エントリーシートに書かれている能
力やエピソードを面接という形できちんと説明できるか、その企業の一員と
してふさわしいかどうか総合的に判断されます。
２次面接は、課長・部長クラスが面接官になり、１次面
接の結果を見ながら、あなたの性格や志望動機などに対して
「突っ込んだ質問」がなされます。面接官が確認することは、
「本当に現場で通じる資質があるか」
「熱意は十分か」です。
最終面接は、役員や社長が行います。それまでの面接を踏
まえて、改めて志望動機などについて「より突っ込んだ質問」
がされますが、ここで確認されるのは「本当に熱意があるか」
「内定を出し
ても辞退しないか」
「社風にあうか」などです。
企業、あるいは企業担当社の狙いを知り、全体の流れを捉えて、対応しま
しょう。
２．個人面接
学生１人に対して１人の面接官、あるいは複数の面接官で行われます。後
者の場合は、１人が決まった質問を行い、質問者以外はあなたのしぐさや表
情をチェックします。あなたは、質問される面接官を真っすぐ見て答え、質
問者以外の面接官を意識し過ぎないようにしましょう。
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ポイント
・自分のペースで話すことができるので、自分を売り込むには最適の面接です。
・コミュニケーション能力があるかチェックされます。コミュニケーション
能力とは、人の話をよく聞いているか、自分の意見をハッキリ語れるか、
説得力があるかです。これは仕事をする上での基本的で最重要の能力です。
・表情は常に明るく、面接官の顔を見て会話することが大切です。

第一部
就職活動

４．採用プロセス

よくある質問
・学生時代に一番力を入れたことは？ ・今までで一番感動したことは？
・なぜこの業界、当社を志望しているのか？ ・これまでの挫折体験は？
・当社に入社して挑戦したい仕事や目標は？ ・あなたの性格・特徴は？
３．集団面接

ポイント
・自分の持ち時間は短いので質問には簡潔、的確かつ具体的に答えると印象
が良い。
・他の人の意見をしっかり聞いているかどうかもチェックの対象となります。
面接に際して
面接官には、いろいろなタイプの人がいます。
どのようなタイプの方に対しても、明るくハキ
ハキと答えましょう。また落ち着いて笑顔で対
応しましょう。
集団面接では
あなたが言おうと用意していた答えを、先に他の学生に言われてしまう
ことがあります。
「私も同じです」と答えずに、何か自分の言葉を付け加
える形で、工夫してみましょう。また、他の学生が発言しているときによ
そ見をしたり、自分には関係がないという態度をとるのは厳禁です。そう
いう態度も面接官はチェックしているのです。
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４．採用プロセス

複数（３～５人）の学生に対して、
複数（２～３人）の面接官が対応します。
面接官が質問を投げかけ、指名された順に答えたり、順不同に答えたりしま
す。集団面接の場合、
他の学生の態度や発言内容が気になりますが、
面接官は、
あなたが冷静に自分の意見を述べているかどうかチェックしています。マイ
ペースで対応しましょう。

４．採用プロセス

第一印象が合否の決め手？
面接は、たいてい 15 ～ 30 分間で行われます。そのため、第一印象です
べてが決まるといっても過言ではありません。学生らしいキビキビとした
態度や明るい表情で臨みましょう。そして、どのようなタイプの面接でも
臆さず、あなた自身を最大限にアピールしてください。
４．グループディスカッション
社会問題や時事問題などをテーマに、５～ 10 人くらいのグループで討議
するのがグループディスカッションです。この場合、進行役も学生の中から
選ばれます。グループでの討議を通じて、一般的な知
識のほかに、集団での協調性や指導力が要求されます。
また、あるテーマに対し、意見の対立する２グルー
プに分かれて討議するのがディベートです。いずれも、
話の流れをしっかり理解しながら、積極的に発言する
ことが大切です。
ポイント
・早い段階で自分の役割をつかみ、意識的に表現すること。
・目立とうと思って他の人の意見を否定したり、やり込めるような態度をと
らないこと。
・議論に勝つことが目的ではなく、他の人とのコミュニケーションのとり方
を見るための面接です。
・グループ全体に目を配り、議論を活性化し、合意が得られるよう、他のメ
ンバーを助ける姿勢を見せることが大切です。
■グループディスカッションの主だった役割
・進行役……自分中心に話し、仕切るのは良くありません。話の流れを止め
ず、戻さずうまくリードする役割です。
・タイムキーパー役……結論まで、時間切れにならな
いよう進行管理する役割です。
・書記役……進行中メモをとり、議論の要点を取りま
とめ、発表者用シート作成を手掛ける役割です。
・発表役……議論結果を、全員に分かりやすく発表する役割です。
■ディスカッションテーマ例
・ 無人島に一つだけ持っていくとしたら？（30 分間）
・ 経営者にとって必要な資質とは？（60 分間）
～ 48 ～

・ 「人にものを教える」ときに必要な要素を３つあげなさい（30 分間）
・ 学生と社会人の違いについて（30 分間）
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５．面接の練習をする
いろいろなテーマについて、一分間で話す練習をして、一分という時間の
感覚を体で覚えましょう。面接ではエントリーシートに書いた内容や、それ
に関連することについて聞かれることが一般的です。どのような質問が出る
のか、できるだけ多くの質問を予想して、話す内容を整理し、練習しておき
ましょう。一分間で話す内容は以下のとおりです。
① 話す内容の要約（結論）
・・15 秒～ 20 秒
② どうしてそれに取り組んだか（理由・経緯）
③ 具体的な内容
④ 結果とあなたに与えた変化・成長

■面接スピーチの例 カフェで取り組んだこと
私はアルバイト先のカフェで、魅力的なカフェにするため「クレームを０
にする」ことに取り組み、貴重な経験を得ることができました。
私は大学３年間、同じカフェでアルバイトをしています。そこで「この店
舗をもっと魅力的な場所にしたい」
と思うようになりました。魅力的なカフェ
とは何かを考えた結果、まずはクレームをなくすことだと思い、それまで毎
月５件程度あったクレームを０にするという目標を立てました。クレームの
多くは「接客」だったので、私はいままで１か月だった接客研修を、研修期
間終了後もペースを減らしながら継続することを提案し、中心となって実行
しました。その結果、クレームが減ったのはもちろんのこと、研修を通じ、
接客マナーの大切さを私自身再認識することができました。
■深掘り質問の予想
・研修を継続するという提案は、すんなりと受け入れてもらえたの？
・
「クレーム０件」はその後継続して達成できているの？
・今まであったクレームは、具体的にどんな内容？
・クレームをなくすだけで「魅力的なカフェ」って言えるの？
～ 49 ～
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深掘りの予想
質問に答えることで、さらに深掘りの質問が来ることが予想されます。
「な
ぜ？」
「例えば？」
「そのときどう感じた？」などの質問を予想し、答えを予
め考えておきましょう。

４．採用プロセス

４．
５ 内定
１．内定とは
内定とは、企業側から「あなたを採用します」との意思表示があることを
言います。口頭（電話やメールを含む）による通知の後、正式に採用内定通
知が届く場合もありますし、いきなり採用内定通知が届くこともあります。
企業によって、10 月１日までに出す内定を「内々定」と表現する場合もあり
ますが、意味合いは同じです。
２．入社誓約書、内定承諾書について
企業は内定を出した学生に対して、入社の意思を確認するために「誓約書」
や「承諾書」の提出を求めてきます。内定通知後、期日をきって提出を求め
られるケースがほとんどです。何も連絡せずに、提出されない場合は、入社
の意思が無いものと見なされて、内定取り消しということもあります。承諾
書の提出にあたっては、採用条件・職種や誓約書の内容等について確認をし
ておきましょう。このことを曖昧にしておくと、後になってトラブルのもと
となりますので、注意してください。福利厚生や給与のことなど、内定前に
は聞きにくい内容も、内定通知後であれば、ある程度、聞きやすくなると思
います。誓約書・承諾書の提出にあたっては、ご両親と相談してください。
口頭や電話での内定通知の場合は、書面で通知を頂けるように先方に依頼し
ましょう。
入社を決意し、
「誓約書」
「承諾書」を提出する時には、必ず礼状も添えて、
採用担当者に送付しましょう。また、夏までに採用内定した場合は、
「暑中
見舞」
、正月には「年賀状」を送ることも望ましいです。内定にあたってお
世話になった方や OB・OG 訪問でお世話になった方があれば、忘れずに挨
拶や報告をしておきましょう。
こんな時は、キャリアセンターに相談しよう！！
① 入社誓約書・内定承諾書の提出と同時に学校（学長）の推薦書の提出を
求められた時
② 第一志望の企業の選考結果の前に、第二志望、第三志望の企業から入社
誓約書・内定承諾書の提出を求められた時
上記２つは、入社誓約書・内定承諾書の提出に関して、よくあるトラブル
の原因です。

～ 50 ～

３．内定辞退
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複数の企業から内定をいただいた場合は、１つの企業に決定する必要があ
ります。出来るだけ速やかに承諾する企業を決定し、それ以外の企業には、
誠意を持って内定辞退の旨を伝えるようにしましょう。内定辞退の申し出が
遅くなれば、それだけ企業に迷惑をかけるだけでなく、在籍する OB・OG や、
来年度就職活動をする後輩達にも悪影響を与えることになりかねません。

４．進路決定登録
内定を得たら、ゼミの先生やキャリアセンターに報告してください。また
求人検索 NAVI への登録も必要です。登録方法は「求人検索 NAVI」の記載
を見てください。
５．内定から卒業まで
内定がもらえたからと言って、大学生活の全てが終わったわけではありま
せん。最終学年の勉強、
卒業研究など、
充実した時間を過ごしましょう。毎年、
就職が内定したにもかかわらず、気の緩みからか単位不足や卒業論文未提出
により、３月に卒業できなくなる学生がいます。
十分に健康に留意して心身ともにはつらつとした気分で、社会への第一歩
を踏み出す準備をしてください。

～ 51 ～
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内定辞退の手順
① 採用担当者へ電話し、内定辞退の意志を伝える
電話連絡の際、
「直接お会いして、お詫び申し上げたい」旨を伝え、
訪問日時について先方担当者の都合を確認しながら決めます。
② 企業に直接出向き、誠意を持ってお詫びする
電話で「訪問の必要はありません」と言われた場合、無理して訪問す
る必要はありません。
③ お詫びの文書を送付
内定通知書などの返送などを求められた場合も含め、書面でも内定辞
退のお詫びをするようにしましょう。きっと誠意が伝わります。

５．ビジネスマナー

５．ビジネスマナー
５．
１ 手紙

１）はじめに
企業から内定を頂いた時にお礼状を出したり、履歴書を送付する際に添え
状を付けて送ることは、就活生としてのマナーです。普段、書き慣れていな
い人にとっては難しく思えるかもしれませんが、形式さえ知っていれば書け
るものです。基本的なポイントを押さえたうえで、自分の気持ちを上手に伝
えられるようにしましょう。
２）手紙の構成要素
手紙を書くにあたっては基本的な構成があります。まずはこれらの基本的
な構成を覚えましょう。
■縦書きのビジネスレターフォーム

拝啓︵頭語︶＋︵前文︶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、︵主文︶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まずは、︵末文︶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

奈良 大和

奈良大学○○学部○○学科

敬具︵結語︶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

令和○年○月○日

株式会社 △△△△
人事部 人事課
□□ □□ 様
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■横書きのビジネスレターフォーム
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令和○○年○月○○日
□□□株式会社
管理部 人事課

御中
奈良大学○○学部○○学科
奈良 大和

①頭語・結語
頭語と結語はセットで用います。拝啓と敬具の組み合わせを使うのが良
いでしょう。
一般的な場合
拝啓 → 敬具
返信の場合
拝復 → 敬具
急ぎの場合
前略 → 早々（季節の挨拶などは省略する）
②前文
〈時候の挨拶〉
その季節にあった挨拶文を書きます。７月なら「盛夏の候、厳しい暑さ
が続きますが、
」などです。各月のあいさつ文を後の「時候の挨拶例」に
記載していますので、参考にしてください。
〈安否の挨拶〉
企業の場合、
貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
この後に、
「先日の企業説明会ではお世話になりました。
」などの文章を
入れると、ソフトな文章になります。
～ 53 ～
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拝啓（頭語）＋（前文）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、（主文）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まずは、（末文）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
敬具（結語）

５．ビジネスマナー

③主文 書き出し・用件
「さて、
」で始めると良いでしょう。簡潔な文章にまとめて書くようにし
ましょう。
事前に書く内容を確認してから書き始めましょう。
④末文 終わりの挨拶
手紙の内容によって、言葉が異なりますが、基本的には慣用句のように
決まった表現があります。
例）書類送付の場合 ＞＞＞まずは、書類送付のご案内まで
お礼の場合
＞＞＞まずは、略儀ながら書面にてお礼申し上げます。
その他、
「時節がらご自愛のほどお祈り申し上げます。
」などを利用する
とソフトになります。
（個人的にお礼を言う場合）
３）封筒の書き方
封筒の使い方について解説します。封筒は履歴書などを折らずに入れられ
るサイズのものを使います。
〈長封筒の正しい使い方〉
表面
裏面
５ ３ ０ -０ ０ ４ ７

○
○
○
○

〒631-8502

奈
良
奈青市
良垣山
大ハ陵
学イ町
○ツ一
○一五
奈学〇〇
良部三〇
○号
鹿○
太学
郎科

―

様

株
式
管会
理社
部
□
人□
事□
課

令
和
○
年
○
月
○
日

大
阪
市
北
区
西
天
満
十
三
五

〈注意事項〉
① ㈱と略さずに、株式会社と書きましょう。
② 前株（まえかぶ）
「株式会社□□」なのか、
後株（あとかぶ）
「□□株式会社」
なのかを間違えないように。
③ 基本的に、担当者の名前宛で出しましょう。
１．個人名以外は、
「様」ではなく「御中」になります。
例） □□□株式会社 管理部 人事課 御中
～ 54 ～

２．返信用封筒があり、返送先がすでに書かれて ○○「行」 となって
いる場合は、必ず「行」を消して「様」に、企業宛の時は「御中」に書
きかえましょう。
例） ○○ 行 ＞＞＞ ○○ 行 様
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４）郵送方法
履歴書などの重要書類を送付する場合、相手に届いたことを確認するた
め、
「簡易書留」や「特定記録」で送付することをお勧めします。
定型外郵便物（規格内）50g 以内の郵便料金
普通郵便 120 円
簡易書留 120 円＋ 320 円＝ 440 円
特定記録 120 円＋ 160 円＝ 280 円
簡易書留や特定記録で送る場合、郵便局の窓口での手続きが必要です。
普通郵便で送る場合でも、重さや封筒のサイズによって料金が異なる可能
性がありますので、できれば郵便局の窓口から送付することをお勧めしま
す。

６）文例集
次ページ以降に、就職活動で考えられる場面ごとにサンプルを掲載して
います。そのまま利用するのではなく、そのときの自分の状況にあわせて
アレンジして使ってください。
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５）時候の挨拶例
１月 初春の候、新春の候、厳寒の候
２月 余寒の候、立春の候、残寒の候
３月 早春の候、仰春の候、浅春の候
４月 陽春の候、春暖の候、温暖の候
５月 新緑の候、初夏の候、若葉の候
６月 梅雨の候、立夏の候、向夏の候
７月 盛夏の候、猛暑の候、酷暑の候
８月 残暑の候、晩夏の候、初秋の候
９月 秋涼の候、新秋の候、立秋の候
10月 秋冷の候、仲秋の候、秋晴の候
11月 晩秋の候、向寒の候、霜寒の候
12月 初冬の候、師走の候、寒冷の候

５．ビジネスマナー

ケース１ 応募書類を送る場合
令和○○年○月○○日
株式会社 △△△△
人事部 主任 □□ □□ 様
奈良大学○○学部○○学科
奈良 大和
応募に関する書類の送付について
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。先日の貴社
セミナーでは色々とご説明をいただき、誠にありがとうございました。
さて、先日の貴社セミナーにてご指示いただきました応募書類の提
出につきまして、下記のとおりお送りさせていただきます。ご査収の
上、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。
セミナーでの○○様のお話をお聞きし、貴社のお客様への熱い思い
を感じとることが出来ました。貴社の選考試験では是非頑張りたいと
思いますので、その節にはどうぞよろしくお願い致します。
敬具
記
応募書類

卒業見込み証明書
成績証明書
健康診断書

･･････ １部
･･････ １部
･･････ １部
以上
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ケース２ 企業説明会に参加した後、履歴書を企業へ送る場合
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令和○年○月○日
□□□株式会社
管理部 人事課

御中
奈良大学○○学部○○学科
奈良 大和

ポイント：説明会の感想を書いておくことで志望度の強さをアピールできます。
※「査収」とは、中身を調べて受け取ること。
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拝啓 春暖の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
先日は、企業説明会に参加させていただき、ありがとうございまし
た。貴社の新商品開発にかける熱意をお伺いし、是非、私も貴社の一
員として新商品の販売に携わりたいとの思いを強くいたしました。
さて、説明会にてご指示をいただきました履歴書を送付させていた
だきますので、ご査収ください。なお、卒業見込証明書・成績証明書・
健康診断証明書は、大学からの発行が○月○日以降となりますので、
揃い次第送付させていただきます。
敬具

５．ビジネスマナー

ケース３ 内定承諾書を企業へ送る場合
令和○年○月○日
□□□株式会社
管理部 人事課

○○

○○

様
奈良大学○○学部○○学科
奈良 大和

拝啓 残暑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、この度は、内定の通知を頂きましてありがとうございます。
早速、ご連絡のありました内定承諾書を返送いたしますので、ご査収
ください。
内定に至るまでは、○○様には大変お世話になりまして、ありがと
うございました。これからは残り少ない学生生活を悔いの残らないよ
うに、有意義に過ごしたいと思っております。
それでは、今後ともご指導の程、よろしくお願いいたします。
敬具
ポイント：内定承諾書を返送するので、人事担当者宛の文章にしています。
担当者へのお礼と今後の抱負を加えることで、好印象を与えるこ
とが出来ます。
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ケース４ 内定辞退のお詫びをする場合（電話でお断りをした後）
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令和○年○月○日
□□□株式会社
管理部 人事課

御中
奈良大学

○○学部○○学科
奈良 大和

内定辞退をする場合は、企業へ伺ってお詫びすることもあります。
困ったときは、キャリアセンターまで相談に来てください !!
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拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、私の内定辞退に際しましては、大変なご迷惑をおかけいたし
まして、心よりお詫び申し上げます。貴社には企業説明会の時から丁
寧な対応をして頂き、内々定まで頂きながら、このような結果になり
ましたこと大変申し訳なく思っております。
先日、人事の○○様にもお話申し上げましたように、私が強く希望
しておりました業界の企業から内定を頂き、熟考した結果、貴社から
の内定を辞退する決断に至りました。特に、○○様には就職活動の相
談にものって頂き、貴社の学生を大切になさる姿勢にとても魅力を感
じておりました。しかし、やはり自分の夢に近づきたいとの思いを捨
て難く、進路決定をいたしました。
貴社にご迷惑をおかけした分、一日も早く立派な社会人となるべく
努力を重ねて参る所存でございます。貴社にはご迷惑をおかけしまし
たこと、重ねてお詫び申し上げます。
末筆ながら、貴社のますますのご発展をお祈り致しております。
敬具

５．ビジネスマナー

５．
２ Ｅメール
１．メールを書く
Ｅメールには、手紙とは違うマナーや作成のコツがあります。便利なツー
ルですが、友達同士でやり取りする時とは言葉遣いや様式が異なります。次
ページの「書き方例」を参考にして作成しましょう。
① タイトルは具体的に
企業担当者には多くのメールが届きます。そのため担当者はメールのタ
イトルを見て重要度を判断しています。したがって、
タイトルのないＥメー
ルは読んでもらえない可能性があります。タイトルには要件をわかりやす
く、具体的に書くようにして、早く確実に読んでもらえるようにしましょ
う。
② 要点を簡潔に
Ｅメールでは、最低限の挨拶文を書いた後、すぐに要件を切り出すよう
にします。手紙ではマナーとなっている「拝啓～敬具」や「秋冷の候、貴
社ますます……」といった時候の挨拶は必要ありません。言葉づかいに気
をつけるのはもちろんですが、要点を簡潔にまとめた文章を書くように心
がけましょう。
２．お礼のメールを送る
Ｅメールで請求した資料が届いたり、会社説明会などの案内がＥメールで
返信されてきた時には、お礼のメールを送りましょう。印象に残るという採
用担当者も多いようです。
お礼の言葉とともに、さりげなく自分を PR することもできます。どうし
てこの業界に興味があるのか、なぜ資料を請求したのかなど、一言付け加え
るだけでも数多いメールの中では印象が違ってくるものです。使い方次第で
自分自身をアピールする手段になるのがＥメールです。
３．パソコンからのメールを利用
基本的に企業との連絡にはパソコンからのメールを利用しましょう。企業
説明会（セミナー）の案内などの長文のものは、スマホでは全て受信できな
いことがあります。また、会場の地図が添付ファイルで送られてくることも
あります。
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４．E メールの書き方例
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※自分のメールアドレス、変なアドレスになっていませんか？

５．コンピュータウイルスに注意
ウイルスに感染したメールを送るのは許されません。自分のパソコンは常
にウイルスチェックをするなどして対策を講じましょう。また、送られてき
たメールにも十分注意し、見覚えのないアドレスからのメールは、不用意に
開かないようにしましょう。
【先輩が教える】
誤字脱字等をチェックするため、一度文面を書き起こしてからメールを
打っていました。メールアドレスは G メールかヤフーメールがおすすめです。
スマホメールはブロック設定されていることがあります。企業側に迷惑がか
かるので注意してください。
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５．ビジネスマナー

５．
３ 電話
就職活動で欠かせない電話ですが、直接言葉を交わすので、話し方、声の
大きさ、トーンによって相手の受ける印象が随分変わってきます。普段、電
話をかけることのない人は、いろいろ不安があると思いますが、以下のポイ
ントを押さえれば、大丈夫です。
１．電話をかける時のポイント
① 時間帯をチェック
企業への電話は勤務時間内で、先方が忙しくない時間帯を選ぶようにし
ましょう。
※避けた方が良い時間帯（急ぎの用件があるときは、時間を気にせず電
話すること）
・ 始業直後・終業間近（１時間前後）
・ 昼休み（11：30 ～ 13：30）
・ 月曜日の午前中
・ 金曜日の午後
・ 月末・月初
② 用件を整理してからかける
電話は要領よく、手短に内容を明確に伝えなければなりません。そのた
めには、電話をする前に伝えたいことを整理して、メモ書きしたものを手
元に置いて話しましょう。
③ 筆記用具とメモ帳を用意しておく
先方からの連絡事項がある場合に備え、メモが取れるよう準備しておき
ましょう。
④ 正しい言葉づかい
明るく元気な声で、ハキハキと話すようにし、言葉づかいには十分気を
配りましょう。正しい言葉づかいは、日頃から家族や友人と話すときにも、
丁寧な言葉づかいを使って練習しましょう。
２．電話シミュレーション
実際に企業へ電話する場合の一例を挙げておきます。参考にしてください。
シミュレーション①（企業説明会への参加申込み）
企業：ハイ、□□株式会社です。
学生：私、就職活動中の学生で、奈良大学の奈良大和と申します。企業説明
会に参加したくお電話したのですが、このお電話でよろしいでしょう
か？（注１）
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企業：説明会のことですね。でしたら担当者にかわりますので、少々お待ち
ください。
学生：はい、ありがとうございます。
企業：はい、お電話かわりました、採用担当の○○です。
学生：私、奈良大学△△部○○学科の奈良大和と申します。説明会に参加い
たしたく、お電話させていただきました。
（注２）
企業：ありがとうございます。では、奈良さん、いつの説明会を希望ですか？
学生：○月○日○曜日○時からに参加したいのですが。
（注３）
企業：はい、大丈夫ですよ。それでは、もう一度、大学名とお名前、念のた
めにご連絡先をお願いできますか？
学生：奈良大学の奈良大和です。電話番号は 090 － 5050 － XXXX です。
企業：それでは、○月○日○曜日○時に、当社の会議室でお待ちしておりま
す。持ち物は、筆記用具だけで結構です。
学生：それではよろしくお願いします。
先方が電話を切ったことを確認してから静かに電話を切る。
（注４）

シミュレーション②（面接の日程変更の依頼）
企業：ハイ、□□株式会社です。
学生：私、奈良大学△△部の奈良あすかと申します。恐れ入りますが、人事
課採用担当の○○様をお願い出来ますでしょうか？（注１）
企業：人事課の○○ですね。恐れ入りますが、もう一度、大学名とお名前を
お聞かせ頂けますか？
学生：はい、奈良大学の奈良あすかです。
企業：少々、お待ちください。
企業：はい、お電話かわりました。採用担当の○○です。
学生：１次面接のご連絡を頂いておりました奈良大学の奈良あすかです。
（注２）
企業：ああ、奈良さん、こんにちは。どうしたの？
学生：実は、大変申し訳ないのですが、どうしても出席しないといけない授業
がありまして面接日の日程を変更していただきたいのですが。
（注３）
企業：そうですか。ちょっと待ってくださいね。奈良さんは○月○日○曜日○
時からの予定でしたね。では、○日○曜日の○時からでいかがですか？
～ 63 ～

５．ビジネスマナー

注１）企業には電話回線が何本もありますので、まず名乗り、簡単に用件（企
業説明会に参加したい）と告げてから、
「このお電話でよろしいです
か？」と確認します。
注２）担当の人に、電話をかわってもらったので、改めて大学名から名乗っ
ています。
注３）ここで慌てることのないように、日程などをチェックしておく。また、
その日程が一杯であることも考えて、第２希望も考えておく。
注４）先にこちらから電話を切ることのないように。
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学生：はい、その日程でお願いします。
企業：わかりました。
学生：それでは、○月○日○時にお伺いします。お手数をおかけして申し訳
ありません。
企業：では、○日にお待ちしています。
３．状況別のポイント
・電話がつながったら
まず「私、奈良大学の奈良あすかと申します。会社訪問の件でお電話を
させていただきましたが、ご担当の方はいらっしゃいますでしょうか」と、
用件を簡単に説明します。受付でも担当部署でも同様に、わかりやすく目
的を伝えましょう。
・担当者が電話に出たら
「お忙しいところ恐れ入ります」と切り出せば、流れがスムーズです。
面識のある人には、
「先日はありがとうございました」とつなげます。
・何かお願いする場合
「申し訳ございませんが、会社訪問の日時を教えていただけますでしょ
うか」と、ていねいに話を進めましょう。
・承知してもらえたら
「ありがとうございます」とお礼を述べ、必ず「お手数ですが、よろし
くお願いいたします」と付け加えること。
・用件をすべて伝えたあとで
もう一度「お忙しいところありがとうございました」とお礼を言ってか
ら、
「では失礼いたします」と締めくくって、静かに電話を切りましょう。
・先方が不在のとき
企業の採用担当者が不在の場合は、時間をおいてもう一度電話をかける
ようにしましょう。急な場合は電話に出た人に用件を頼み、その人の名前
を聞いておくこと。
・声が聞き取りにくいとき
相手の話している声が小さくて聞き取りにくい場合は、
「恐れ入ります
が、お声が遠いようなのですが」と言いましょう。
■スマホの２つのマナー
・会社訪問や試験の際は、社屋に入る前に必ずマナーモードに切り替えておく。
・試験が終わっても、社屋の中で使用しない。
【先輩が教える】
３月以降は電話をかけることが多くなります。番号を登録するクセもつけ
ましょう。
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１．正しい敬語の使い方
就職活動において、身に付けなければならないのが「敬語の正しい使い方」
です。練習しだいで学生らしい好感のもてる、爽やかで節度のある言葉で話
せるようになります。
よく使う動詞の尊敬語と謙譲語
普通の言い方
する・やる
いる
言う
話す
聞く
行く
来る

謙譲語（自分に使う）
いたす
おる
申す・申し上げる
申す・申し上げる
うかがう・拝聴する
参る・うかがう
参る・うかがう
拝見する
存じ上げる
お目にかかる
お待ち申し上げる
お訪ねする・おうかがいする
差し上げる
いただく
申し伝える

家族は謙譲語で
家族のことを話すときには、
必ず謙譲語を使います。代名詞は「父」
「母」
「兄」
「祖父」
「伯父」など。
言葉づかいは普段から
正しい言葉づかいは普段から行いましょう
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見る
知る
会う
待つ
訪ねる
与える
もらう
伝言する

尊敬語（相手に使う）
なさる・される
いらっしゃる
おっしゃる
話される・お話しになる
お聞きになる
いらっしゃる・行かれる
いらっしゃる・お越しになる
おいでになる
ご覧になる
ご存じ
お会いになる
待たれる・お待ちになる
訪ねられる・お訪ねになる
くださる・たまわる
受け取られる
おことづけ…

５．ビジネスマナー

２．学生言葉に注意
普段、友人との会話の中で何気なく使っている「学生言葉」
、就職活動で
は避けましょう。うっかり口に出ることがないよう、注意しておきましょう。
《間違えやすい言葉》
×〈誤〉

⇒

○〈正〉

会社

⇒

御社（おんしゃ）
、貴社（きしゃ）

ぼく、オレ、わたし

⇒

わたくし

～といいます

⇒

～と申します

～はおられますか

⇒

～はいらっしゃいますでしょうか

～から連絡がありました ⇒

～から連絡をいただきました

すみませんが

⇒

恐れ入りますが

悪いのですが

⇒

恐縮ですが、お手数ですが

やってくれませんか

⇒

お願いできませんでしょうか

電話してください

⇒

お電話をいただけませんでしょうか

待ってくれませんか

⇒

お持ちいただけませんでしょうか

～は届いていますか

⇒

～は届いておりますでしょうか
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１．好感をもってもらうには
手紙、Ｅメール、電話、敬語の次は、
「身だしなみ」です。
就職活動において大切なことは、学生らしい清潔感とさわやかでハキハキ
とした態度です。また、企業が見ているのは身だしなみからにじみ出るあな
たの人間性です。普段からしぐさや立ち振る舞いに気を付け、自分らしさを
アピールしましょう。

メイク
●顔色を良く見せ
るナチュラルメ
イク
●睡眠をしっかり
とって肌ケアも
万全に

ニオイ対策

髪

●毎日の入浴・洗
濯で清潔に
●ボディペーパー
を常時携帯する
●口臭タブレット
もオススメ

●長 さ や フ ケ を
チェック
●毎日洗って清潔に

顔
●ヒゲはきれいに
剃っておく
●歯はきれいに磨
いておく
シャツ・ネクタイ
●シャツは白色で
アイロンのか
かったもの
●ネクタイの色は
派手すぎず地味
すぎず、ブルー
のストライプや
ドット柄がお薦
め

装

●スーツの色は紺
またはグレー、
黒が無難
●汚れやシワに注意

服

装

●スーツの色は紺
またはグレー、
黒が無難
●三ツボタン、二
ツボタンのいず
れでもよい
●スラックスはきち
んとプレスする

バッグ
●大 き め で A4
書類が入るくら
いの大きさ
●ブランドは目立
たないもの

爪

バッグ

●短く切っておく
●マニキュアを塗
る場合は透明ま
たは薄いピンク

●大 き め で A4
書類が入るくら
いの大きさ
●ブランドは目立
たないもの

ストッキング
●ストッキングは
肌色
●必ず替えを準備
しておく

靴
靴

靴

●中ヒールのパンプスが主流
●黒が基本
●履き慣らして磨いておく

●黒が基本
●金具のついたものは避ける
●きれいに磨いておく
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下

●黒または紺が基本
●スポーツソック
スは避ける

５．ビジネスマナー

服

髪
●自然な色
●長い髪はまとめる
●顔の輪郭を見せ
て明るい印象に

５．ビジネスマナー

夏季になりますと、説明会や採用試験に「クールビズでお越しください」
と指定されることがあります。クールビズにもマナーがありますので、下記
を参考にしてください。
１．面接時は、原則上着を着用。上着は必ず持参する。
２．ネクタイは必ず持参。バッグに入れるなど、必ず１本は常備しておく。
３．カジュアルスタイルは NG ！
※必ず、事前に各企業が提示する服装の基準を確認すること。

●指定がなければ
ジャケット＆ネ
クタイ持参

●柄なし白シャツ。
透けないように注意

●半袖白シャツ
柄もの不可

●ベルトは
黒の革ベルト

●バッグは黒。
リュック不可

●靴も靴下も黒

２．清潔で印象のよい髪型に
手入れの行き届いた健康的な髪を維持するようにしましょう。面接で好ま
れるスタイルは、髪の毛が顔にかからず、明るい印象に見えるものです。男
性の場合は、特に寝ぐせに気をつけましょう。女性でロングヘアの人は後ろ
でまとめた方がよいでしょう。髪型で個性を出すのも一つの手段ですが、前
髪が目にかからないようにし、さわやかな印象を与えるような工夫が大切で
す。
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３．ネクタイの結び方
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せっかくスーツを着ても、ネクタイの結び方がだらしなければ台無しです。
自分で結べるよう、練習しておきましょう。
【プレーンノット】レギュラーカラーに最適で一番のお薦め。小さくて細い
結び目がスマートな印象を与えます。

【ウィンザーノット】ワイドカラーのシャツに似合う締め方。結び目が大き
くボリューム感があるので、大きくなりすぎないよう注意。
５．ビジネスマナー
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５．
６ 会社訪問
１．会社の前で
会社に近づくと服装を整え訪問の準備をします。コート・
マフラー等着用の場合は、建物に入る前に脱いでおきましょ
う。また、少なくとも 30 分前には到着し、15 分前には受
付を済ませておきましょう。
２．受付にて
「失礼いたします。奈良大学の○○と申しますが本日、面
接に参りました」と元気よく挨拶をします。受付の方の指
示に従い指定の場所へ向かいますが、途中で社員の方とす
れ違った場合は会釈をしましょう。
３．控室にて
控室では、他の学生と雑談等をせず、静かに順番を待ち
ましょう。また、スマホの電源は切ってあるか必ず確認し
てください。
４．面接にて
①入室の仕方
・ ドアを軽く３回ノックします。
・ 室内から応答があれば、ドアの取っ手の位置と反対側の手で空けます。
・ 室内に入ったらドアに向かって立ち、反対の手に持ち替えて閉めます。
・ 閉めた後、
「失礼いたします」と言い、15°のお辞儀を行い、椅子の所
まで歩み寄ります。
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②自己紹介
「奈良大学の○○です。よろしくお願いいたします」と、はっきりと大
きな声で挨拶をします。
「お座りください」と言われたら着席しましょう。
座る際に「失礼いたします」を忘れずに。
③面接開始
椅子には深く腰掛けすぎないように、姿勢よく背筋を真っすぐに伸ばし
ます。男性は膝を肩幅程度に開き、手は軽く握って太ももの位置に置きま
す。女性は膝を揃え、手は軽く重ねましょう。
面接中は、面接官の顔を見て自信をもって話しましょう。視線を外した
り、うつむいたりしないよう心がけましょう。
④終了
面接が終了すると、椅子から立ち上がり「ありがとうございました」と
言ってお辞儀します。その後ドアの前まで進み、振り返って「失礼いたし
ます」と再度お辞儀します。
⑤退室後
退室後は、受付の方にも挨拶をして帰りましょう。会社を出るまでは、
面接試験が続いていると思ってください。
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５．ビジネスマナー
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６．いろいろな就職
６．
１ 地方就職
地方就職については、交通費もかなりの負担となります。したがって、効
率的にスケジュールを組んで、工夫をすることが大切です。そのためには先
ず、地元企業の求人（採用）情報を入手することがカギとなります。企業情
報が入手できたら、帰省時に訪問するなどして、具体的な採用情報を入手し
てください。
地元の企業を調べるには、東京商工リサーチ企業データベースの活用とと
もに、地元に特化した就職情報サイトの利用をお勧めします。
１．お勧め就職情報サイト
Lo 活～ Local ＋就活～

http://local-syukatsu.mhlw.go.jp

ダイヤモンド就活ナビ

https://www.shukatsu.jp/

中小企業同友会共同求人サイト Jobway

http://www.jobway.jp/member/index.php

東京商工会議所（東京都）

http://www.tokyo-cci.or.jp/shushoku/

新卒のかんづめ（静岡県）

http://shinsotsu.at-s.com/

名大社新卒ナビ（愛知・三重・岐阜）

http://www.meidaisha.co.jp/

IBAC CAREER WEB（北陸地方）

https://www.ibac.co.jp/

ふくいＵターン情報ネット（福井県）

http://www.fukui-uturn.com/

おしごと三重（三重県）

http://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/index.html

三重就職 NAVI（三重県）

http://www.mie-snavi.net/

きょうと就職情報 Net（京都府）

https://www.kyoto-shusyokunet.jp/

SEEDS ヒロジョブ・オカジョブ・カガワジョ https://www.seedsjp.com/
ブ（広島・岡山・香川）
ふるさと鳥取県定住機構（鳥取県）

http://furusato.tori-info.co.jp/

ふるさと島根定住財団（島根県）

http://www.teiju.or.jp/

YY ジョブサロン ジョブナビ（山口県）

http://www.joby.jp/student/

ケンジン高知の企業就職ナビ（高知県）

http://www.kenjin.ne.jp/2100.asp

北九州しごと☆まるごと情報局（福岡県）

http://www.shigotomarugoto.info/index.php

合説どっとこむ！（全国）

https://www.gosetsu.com/

上記で紹介した就職情報サイトは一例です。これ以外にも、地元新聞社、
商工会議所、雇用対策協議会、地元の民間企業等の新卒支援サイトがありま
す。
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地元就職情報サイトと並んで、多くの地元求人を取り扱っているのが、各
都道府県の労働局です。若年者雇用の安定化を図るため、
全国の労働局に「新
卒応援ハローワーク」が設置されています。奈良の新卒応援ハローワークで
も、地元の求人を検索することが出き、企業紹介もしてもらえます。新卒応
援ハローワークへの登録をお勧めします。
詳しくは、厚生労働省 新卒応援ハローワークへ、一度アクセスしてくだ
さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132220.html
奈良新卒応援ハローワーク
利用時間 月曜・水曜・金曜 … ８：30 ～ 17：15
火曜・木曜
……… ８：30 ～ 18：00
第２・４土曜
…… 10：00 ～ 17：00
休
日 日曜・休祝日・年末年始及び上記以外の土曜日

３．各都道府県の雇用支援
厚生労働省の補助事業で、地元自治体（都道府県庁）でも若年者の雇用支
援が行われています。都道府県によっては、独自の求人情報を Web で公開
している自治体もありますので、一度地元自治体のホームページをチェック
してください。また、求人の紹介に関する相談業務を行っている自治体もあ
ります。次ページに大阪に設置されている各都道府県事務所を掲載していま
す。利用してみてください。
（ただし、相談業務を行わない事務所もありま
すので、事前に電話で確認の上、利用するようにしてください）

～ 73 ～

６．いろいろな就職

〒 630 － 8113 奈良県奈良市法蓮町 387
奈良第３地方合同庁舎（ハローワーク奈良内）
近鉄奈良線 新大宮駅下車 北へ徒歩８分
ＴＥＬ 0742 － 36 － 1601（音声案内＃ 44）
ＦＡＸ 0742 － 36 － 8011
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/

６．いろいろな就職

道府県名

所在地
大阪支所大阪市北区梅田１－３－１－900
北海道東京事務所大阪支所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－900
青森県大阪情報センター
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－900
岩手県大阪事務所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－900
宮城県大阪事務所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－900
秋田県大阪事務所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－800
山形県大阪事務所
大阪駅前第１ビル８階
大阪市北区梅田１－３－１－900
福島県大阪事務所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－800
茨城県大阪事務所
大阪駅前第１ビル８階
大阪市北区梅田１－３－１－800
群馬県大阪事務所
大阪駅前第１ビル８階
大阪市北区梅田１－３－１－800
新潟県大阪事務所
大阪駅前第１ビル８階
大阪市北区梅田１－１－３－2100
山梨県大阪事務所
大阪駅前第３ビル21階
大阪市北区梅田１－３－１－800
長野県大阪事務所
大阪駅前第１ビル８階
大阪市中央区備後町３－３－９
静岡県大阪事務所
備後町コイズミビル１階
大阪市西区靭本町１－９－15
富山県大阪事務所
近畿富山会館３階
大阪市北区西天満４－14－３
石川県大阪事務所
住友生命御堂筋ビル２階
福井県大阪事務所
三重県関西事務所
鳥取県関西本部
島根県大阪事務所
岡山県大阪事務所
広島県大阪情報センター
山口県大阪事務所

大阪市中央区瓦町２－２－14
大阪市北区梅田１－11－４
大阪駅前第４ビル８階
大阪市北区梅田１－１－３－2200
大阪駅前第３ビル22階
大阪市北区西天満３－13－18
島根ビル２階
大阪市北区堂島浜２－１－29
古河大阪ビル１階
大阪市北区梅田１－３－１－800
大阪駅前第１ビル８階
大阪市北区梅田２－４－13
阪神産経桜橋ビル２階
～ 74 ～

電話番号
06－6344－4151
06－6341－2184
06－6341－3258
06－6341－7905
06－6341－7897
06－6341－6816
06－6343－1721
06－6341－2649
06－6341－5303
06－6348－9405
06－6344－5961
06－6341－8205
06－6263－6120
06－6445－2811
06－6363－3077
06－6231－1023
06－6347－1932
06－6341－3955
06－6364－3605
06－6131－6390
06－6345－5821
06－6341－0755

道府県名

所在地
大阪市中央区南船場３－９－10
徳島県大阪本部
徳島ビル４階
大阪市中央区東心斎橋１－18－24
香川県大阪事務所
クロスシティ心斎橋４階
大阪市西区江戸堀１－９－１
愛媛県大阪事務所
肥後橋センタービル１階
大阪市中央区本町２－６－８
高知県大阪事務所
センバセントラルビル１階
大阪市北区梅田１－３－１－900
福岡県大阪事務所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－900
佐賀県関西・中京営業本部
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－800
長崎県大阪事務所
大阪駅前第１ビル８階
大阪市北区梅田１－１－３－2100
熊本県大阪事務所
大阪駅前第３ビル21階
大阪市北区梅田１－１－３－2100
大分県大阪事務所
大阪駅前第３ビル21階
大阪市北区梅田１－３－１－900
宮崎県大阪事務所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－３－１－900
鹿児島県大阪事務所
大阪駅前第１ビル９階
大阪市北区梅田１－１－３－2100
沖縄県大阪事務所
大阪駅前第３ビル21階
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電話番号
06－6251－3273
06－6281－1661
06－6441－2829
06－6244－4351
06－6341－3627
06－6344－8031
06－6341－0012
06－6344－3883
06－6345－0071
06－6345－7631
06－6341－5618
06－6344－6828
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６．
２ 障がいを有する学生へ
１．
「障害者雇用促進法」について
障がいを有する学生の就職については、その雇用促進を目的として昭和 35
年に「身体障害者雇用促進法」が施行され、昭和 62 年の改正により「障害
者の雇用の促進等に関する法律」が制定されました。これにより、民間企業
（従業員 63 人以上）には、６級以上の障がいを持つ者を全常用従業員の 1.6％
以上雇用することが義務づけられることになりました。
その後、法定雇用率は段階的に強化され、平成 30 年４月１日からは、民
間企業で 2.2％以上、公務員も原則として 2.5％以上、障がい者を雇用するこ
とが義務づけられ、対象となる事業主もこれまでの従業員 50 人以上から、
従業員 45.5 人以上に拡大されました。現状においては、徐々に雇用の機会は
増加の傾向にあります。なお、障がい者認定を受けるには、各市町村の福祉
事務所に「障害者手帳」の交付申請を行う必要があります。
２．就職活動の具体的方法
キャリアセンターでは障がいを有する学生の進路相談や面接のアドバイス
を行っています。障がいを有する方向けの資料も閲覧できますので、活用し
てください。
また、下記に専用就職情報サイトと相談窓口を記載しています。参考にし
てください。
① 就職情報サイト
『ウェブサ～ナ』 https://www.web-sana.com/ ㈱イフ
『クローバーナビ』 http://www.clover-navi.com/ ㈱ジェイ・ブロード
『オムロンパーソネルの障がい者支援事業』
http://www.opc-info.com/
オムロンパーソネル㈱
② 相談窓口
奈良県健康福祉部障害福祉課（障害者雇用促進係）
〒 630 － 8501 奈良市登大路町 30 番地 TEL：0742－27－8514
奈良障害者職業センター
〒 630 － 8014 奈良市四条大路４丁目２－４
TEL 0742－34－5335
FAX 0742－34－1899
③ 参考ホームページ
独立行政法人 高齢・障害者・求職者雇用支援機構（ホームページ）
http://www.jeed.or.jp/
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１．公務員の主な種類（大卒卒業程度）

２．公務員等の採用試験の主な出題範囲（一般的な傾向）
公務員等の採用試験は、主に筆記試験と面接試験等からなり、筆記試験に
は教養科目、専門科目や SPI（総合適性検査）など自治体ごとに課される試
験が異なります。面接試験等には、通常の面接（個別や集団）だけでなく、
論文やグループワークがあり、警察・消防などでは体力検査、適性検査が課
されることが一般的です。
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公務員の種類は、国家公務員と地方公務員とに大別できます。自分の目指
す職を定めて各公務員の採用試験に対応した勉強をすることが必要です。
国家公務員
地方公務員
都道府県職員 行政一般事務
国家公務員総合職
学校事務
国家公務員一般職
警察事務
皇宮護衛官
保育士
防衛省職員
管理栄養士
法務省専門職員
心理（心理判定員）
外務省専門職員
社会福祉（福祉指導員）
財務専門官
学芸員（文化財専門等）
国税専門官
司書
食品衛生監視官
労働基準監督官
市町村職員（政令指定都市含む）
航空管制官
行政事務
自衛官
福祉
海上保安官
学校事務
衆議院事務職員
学芸員（文化財専門等）
参議院事務職員
保育士
国立国会図書館
栄養士
裁判所事務官
心理
警察官
〔その他関連職員〕
消防官（広域組合、市町村等）
国立大学法人職員
独立行政法人職員

６．いろいろな就職

教養科目
専門科目
ＳＰＩ
その他

文章理解
判断推理
数的推理
資料解釈
時事・社会
法律
政治・経済
物理
化学
生物
地学
日本史
世界史
地理
文学・思想
政治学
行政学
国際関係
社会学
社会政策
憲法
行政法
刑法・労働法
ミクロ経済学
マクロ経済学
財政学
経済事情
経営学
心理学
教育学
英語
非言語分野
言語分野
性格検査
小論（作）文
面接
集団討論
体力検査
適性検査

国家公務員
一般行政等
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

都道府県・
市町村
政令指定都市
行政・司書・学芸員（文化財）
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

――――――

主な出題科目

○
○
○
○
○
○
○

警察
消防
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

国立大学法人
事務・図書
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

※1

※2

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

注）上記区分は一般的な傾向であり、実際には都道府県や市町村によって差
異があります。※１. 教養科目だけで応募できるコースを設定している都
道府県もあります。
また政令指定都市などでは専門試験を課すところがあり、※２. 教養試験
に代えて SPI を導入している市町村が増えています。志望する採用試験の
出題科目をあらかじめ知り、試験対策をしてください。
・ 司書職や学芸員・文化財専門職は試験区分に応じ上記科目に加え、専門分
野の試験が課される場合があります。
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国家公務員一般職

県庁

国立大学法人司書

第一部
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６．いろいろな就職

警察官

１月
２月 受験案内配布開始

受験案内配布開始

３月

出願

４月 出願
５月
第一次試験
６月
（筆記）

受験案内配布開始
出願

受験案内配布開始
出願

第一次試験
（筆記・面接）

第 一 次 試 験（ 筆 記 ）
第一次試験合格発表
第二次試験
（面接・体力検査）

第一次試験合格発表
第一次試験（筆記）
官庁訪問
第一次試験合格発表
第一次試験合格発表
７月
官庁業務合同説明会 第二次試験（面接）
機関訪問
第二次試験（面接）
８月 最終合格

最終合格者名簿掲載

９月 採用面接 身体検査

採用内定

第二次試験（面接）
第二次試験合格発表
（司書は専門含む）
最終合格

10月 採用内定

４．募集情報の入手
公務員の募集情報は、それぞれの自治体のホームページで入手するのが基
本です。しかしそれでは網羅的に情報を得るのは大変なので、以下のような
サイトを利用して、情報を入手してください。
特に KoumuWIN は、全国自治体の情報を検索できるので、便利です。
人事院
公務員試験情報こむいん
公務員試験情報「KoumuWIN」

http://www.jinji.go.jp/
http://comin.tank.jp
https://koumuwin.com
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※市役所、町役場、消防については、７月下旬～９月中旬にかけて試験が行
われますが、自治体により日程が異なります。
司書職についてはほとんどの自治体で定期採用がないため、国立大学法人
図書職の採用試験を参考にしています。
警察官は年に２～３回採用試験が行われるため、第１回目を参考として記
載しています。なお、受験案内や出願については、Web 上から行える場合
があります。事前に確認してみてください。
（Web 出願のみという自治体
もありますので、注意が必要です）

６．いろいろな就職

６．
４ 教員
１．公立学校教員
１）教員採用試験とは
公立学校の教員は各都道府県・政令指定都市の教育委員会にて採用試験が
実施されています。公立学校の教員になるには教員採用試験（正式には「公
立学校教員採用候補者選考試験」という）を受験し合格しなければなりませ
ん。また、教員採用試験はあくまでも採用の候補者名簿を作成するために行
われるもので、
「合格＝採用」ではありません。
教員採用試験合格によって得た名簿登載の有効期限は１年であり、１年が
経っても連絡がなく赴任校が決まらない場合は、３月 31 日付けで採用資格
を失ってしまいます。新たに教員採用試験を受験し、再び合格しない限り、
採用の対象とはなりません。
２）教員になるまでの道のり
まずはじめに教員募集要項を入手します。募集要項の配布期間と場所をき
ちんと確かめて早めに入手しておきましょう。次に、必要書類をすべて揃え
て教育委員会に出願すると、いよいよ試験です。第１次試験に合格した者は
第２次試験を受け、この２つの試験をクリアした者が教員採用候補者として
名簿に登載されます。名簿は成績順にランク付けされ、ランク上位者から教
育委員会や学校長の面接を経て、赴任校と内定が決まり、４月から正式採用
となり教壇に立つこととなります。
３）募集要項と出願書類について
公立学校教員の募集要項は各都道府県・政令指定都市ごとに配布されてい
ます。政令指定都市の場合、京都市や神戸市など県とは別に独自の募集要項
を配布しているところと、千葉市のように府県と同じ募集要項で行っている
ところとがあります。基本的に募集要項は４月下旬～６月中旬にかけて教育
委員会や事務所で配布していますが、郵送によっても入手できますので、早
めに取り寄せましょう。
また、
出願の際の提出書類は、
教員免許状の写し（取得見込証明書）
・卒業（見
込）証明書・学業成績証明書などです。これらは早めに揃えておきましょう。
最後に、記入事項に誤りがないか、足りない書類はないか、きちんと確認し
ましょう。写真はスピード写真ではなく専門店できちんと撮っておき（３ヶ
月以内のもの）
、学校関係の書類も早めに手に入れるようにしましょう。
なお、郵送の場合は必ず「書留」で送りましょう。また、募集要項・出願
を Web で行っている自治体もありますので、
事前に確認することが大切です。
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４）試験
試験はほとんどのところでは１次と２次に分けて行われます。内容として
は、筆記（一般・教職教養、専門教科、論作文）
・実技（該当教科・科目）
・
面接（個人・集団）
・適性検査などです。模擬授業や場面指導を課す教育委
員会もあります。

第一部
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２．私立学校教員
１）私立学校教員とは
各都道府県・政令指定都市の公立学校教員採用試験はそれぞれの自治体ご
とに一括して行われますが、私立学校の教員採用は各学校単位で行われます。
各私立学校ではそれぞれ独自の教育方針を持ち、独自に採用を実施していま
す。採用試験の時期も、採用方法も異なります。
私立学校の場合は、採用されると転勤はまずありません。また、退職者が
なければ、新規採用の機会がない場合があります。
なお、中学校・高等学校を併設している私立学校では、中学校教諭と高等
学校教諭の両方の免許状を必要とする場合が多々あります。
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２）私学教員５つのアプローチ
① 新聞広告や求人票による公募
新聞広告による教員募集については、企業就職と何ら変わりはないと
考えて良いでしょう。ただし、ほとんどの私立学校は指定校制度を採っ
ていますので、最初に大学に求人が来ているかどうかを確認する必要が
あります。応募には、自由応募と、学校推薦を受けなければならない場
合とがあり、いずれにおいても履歴書・学業成績証明書などの応募書類
を提出します。書類審査の後、筆記試験や面接などが行われるのが一般
的です。
② 教授や卒業生などからの推薦・紹介
私立学校につながりの深い大学の教授・OB・OG や学校関係者などか
らの紹介および推薦によって試験を受けることができます。面接を受け
るだけで、特別な支障がなければそのまま採用されることもあります。
両親・親戚縁者が関係者であったり、ゼミの教授がその学校の事情に精
通していたりすると有利となる場合もあります。
③ 学校出身者から志望者を募集
私立学校の場合は学校の独自の教育方針を理解している人間が求めら
れます。そのため、その学校の卒業生は採用されることが多くなります。
教育機関としては、学校としてのブランドを主張しカラーを統一できる

６．いろいろな就職

ことがメリットです。
④ 私学協会の「私立学校教職員適性検査」を受ける
一部の都道府県私学協会が「私立学校教職員適性検査」を実施し、名
簿をホームページに掲載しています。その名簿を私立学校が参考にし、
欠員があって採用したい教科ごとに志願者を選別して、私立学校側から
直接、名簿登載者に連絡があります。
◇私学適性検査
東京・静岡・愛知・兵庫・広島・福岡・長崎の７都県では毎年１回、
同じ試験日・同じ問題で行われています。対象は私立中学・高等学校
教諭で、試験は例年専門教科（80 分）
・教職教養（50 分）の２科目で、
募集教科は年度によって若干異なります。
（2017 年度の東京都の場合
は、国語・英語・日本史・世界史・地理・政治経済・数学・物理・化学・
生物・家庭の 11 検査科目でした。
）
試験はＡ～Ｄの４段階の評価で判定され、成績順に名簿に登載され
ます。ただし、採用人数の少なさを考えるとランクＡでないとかなり
厳しいです。また、ランクＡに入っていても、必ずしも採用されると
は限りませんし、ランクＣでも登録者の数によっては採用されること
もあります。また、上記の都県以外でも、群馬など、県独自の適性検
査問題を作成し実施しているところがあります。
⑤ 私学協会に履歴書を委託
私学協会に履歴書を委託し、教員採用を考えている私立学校が閲覧す
るやり方です。教員採用を望む私立学校が志願者の履歴書を閲覧し、採
用したい人物に直接アプローチします。履歴書の他、教職関係者の推薦
状が必要となる場合があります。東京都や大阪府などでは行われていま
すが、私学教員適性検査同様、委託を行っていない県もあります。また
履歴書の委託には、高等学校の免許取得だけでは受け付けのない場合も
ありますので確認の必要があります。
※ ④⑤の確認には、一般財団法人日本私学教育研究所のホームページ
を参照して下さい。http://www.shigaku.or.jp/employ/proper.html
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学芸員・文化財専門職として働くには、
「公務員」
「財団法人」
「企業」の
３つの就職先があります。
その中でも一般的なのは公務員と財団法人です。都道府県や市町村では、
学芸員、埋蔵文化財、文化財保護技師などの職種を募集しています。また各
都道府県にある埋蔵文化財センターなどの財団法人も、文化財関連の専門職
を募集しています。
業務内容は、埋蔵文化財の発掘調査、調査研究、文化財の保存、活用など、
文化財に関する様々な業務です。
募集条件は、都道府県や市町村で違いはありますが、おおよそ以下のよう
になります。
① 大学または大学院で、考古学またはこれに類する課程を専攻し、卒業
または卒業見込みの人（考古学の場合）
② 大学または大学院で、歴史学、美術史学その他、これらに類する学科等
の課程を卒業または卒業見込みの人（美術工芸品等の文化財職の場合）
③ 博物館法に定める学芸員資格を有するか取得見込みの人
④ 埋蔵文化財発掘調査および同報告書執筆などの経験を有する人

採用情報を得るには、地方公共団体の求人情報で、司書・学芸員・文化財
専門職などの募集を探してください。募集そのものが少ない上、募集人員も
「若干名」が大半になりますので、以下のようなサイトで、こまめに情報を
チェックしてください。
公務員試験情報こむいん
http://comin.tank.jp/
公務員試験情報サイト【KoumuWIN!】 https://koumuwin.com/
学芸員就職課
http://yondaro.fc2web.com/
文化財関連（考古学）の学芸員は文化財専門職として比較的募集がありま
すが、それ以外の募集は極端に少ないのが現実です。一般職で市役所などに
就職し、希望する仕事に配属してもらえるよう、気長に待つということも考
える必要があります。
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採用試験では、一般教養の他に、筆記試験や論文などの専門試験が課され、
場合によっては小形土器の実測図作成などの実技試験が課されることがあり
ます。
学芸員・文化財専門職を目指すには、学芸員資格をとることに加えて、ア
ルバイトなどで実際の発掘調査に関わり、経験を積むことが不可欠です。

６．いろいろな就職

学芸員・文化財専門職の募集要項を公務員、財団法人、企業先に分類して、
その内容でまとめたものが以下の一覧です。詳しくは直接募集要項を見るよ
うにしてください。
公務員
試験日

９月中旬が多い

出願期間 ８月上旬締切が多い

公益法人

企業

４月～３月まで各々

４月～３月まで各々

４月～３月まで各々

４月～３月まで各々

書類選考（履歴書、研究論 書類選考（履歴書、研究論 書類選考筆記面接
文）
、一般教養（社会科学、文）
、専門（募集分野）、論
主な
人文科学、自然科学、文章 文、面接、実技（遺物実測）
試験内容 理解、判断推理、数的推理、
資料解釈）、専門（募集分
野）、作文面接
学芸員資格を有すること。学芸員資格を有すること。普通自動車運転免許を有す
文化財発掘調査職について 英 語 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー ること。
は、発掘調査の経験がある シ ョ ン が で き る こ と（ 海
こと。普通自動車運転免許 外と直接交渉ができる会話
主な
を有すること。
力・記述力）。
応募条件
TOEIC700点程度。パソコ
ン 操作ができるこ（Word、
Excel、Photoshop、
Illustrator）
。普通自動車運
転免許を有すること。

近年の
傾向

博物館での実務経験か、発 修士課程修了者のみ受験で 人と接するのが好きで、上
掘調査の経験を問われるこ きる団体が増えている。博 司や他の技術者とコミュニ
とが多い。
物館での実務経験か、発掘 ケーションをとりながら、
調査の経験を問われること 一緒にものを作り上げてい
が多い。
くのが好きな人を求めてい
る。
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第二部 キャリアセンターを利用する

第二部

１．キャリアセンター

キャリアセンターは、就職だけでなく、あなたが自分自身のキャリアをデ
ザインし、理想の人生、ワクワクする人生を送るために、最大限の支援を行
います。
４年生になってからではなく、１年生からでも、気軽にキャリアセンター
に来てください。そして
「私はこんな仕事をしたい」
「私の人生の目的は」
など、
あなたの夢を聞かせてください。その夢の実現を応援します。

キャリアガイド










１．就職に必要な情報の提供

あなたは、どのような人生をおくりたいですか？
２．適切な判断のための相談

３．就職マナーやスキルの支援

大学を卒業して就職し、社会人としての第一歩を踏み出すというのは、人生における最
初で、しかも大きな節目です。この節目での選択は、ある意味、人生の選択とも言えます。

このガイドブックを参考に、またキャリアセンターを利用して、ワクワクする理想のキ

そのためにも、キャリアセンターからの情報をしっかりととらえ、ガイダ
ャリアへの第一歩を踏み出しましょう。

ンス、セミナー、講座など、キャリアセンターの提供するプログラムを最大限、
活用してください。
個別相談も行っていますので、心配事や迷いごとがあったら、遠慮なく、
キャリアセンターに来てください。
～ 85 ～

１．キャリアセンター

人生の選択を目の前にして、しっかり自分と向き合い、納得のいく活動を続けてくださ
大学を卒業して就職し、社会人としての第一歩を踏み出すというのは、人
い。そうすれば、きっと目標に近づけます。
生における最初で、しかも大きな節目です。この節目での選択は、ある意味、

人生の選択とも言えます。
このガイドブックは、あなたが正しい選択をするためのガイドをします。
人生の選択を目の前にして、しっかり自分と向き合い、納得のいく活動を
続けてください。そうすれば、きっと目標に近づけます。

１．キャリアセンター

１．キャリアセンター
１．
１ 基本情報
１．利用時間について
月曜日～金曜日 ８：30 ～ 16：50（緊急時は 18：00 まで対応可）
土曜日
８：30 ～ 12：30（緊急時は 16：30 まで対応可）
２．連絡先
Tel
0742 － 41 － 9506（キャリアセンター直通番号）
Fax
0742 － 49 － 1199
e-Mail
career@aogaki.nara-u.ac.jp
※キャリアセンターから皆さんに電話連絡をするこ
とがありますので、キャリアセンターの電話番号
を自分のスマホに登録してください。
３．就活掲示板
キャリアセンターからの様々なお知らせをスマホや
パソコンで見ることができます。右の QR コードをス
マホで読み取るか、下記 URL に PC からアクセスし、
いつでも閲覧できるように「ブックマーク」しておい
てください。
https://sites.google.com/view/career-narauniv/
※ iPhone で就活掲示板を見ようとするとエラーになる場合
Safari の履歴を削除することで解決することがあります。
「設定」＞「Safari」に進んだら、
「履歴と Web サイトデータを消去」をタッ
プしてください。
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１．
２ サービスプログラム

第二部

１．キャリアセンター

１．進路全般に関する個別相談
進路全般に関わる下記のようなことは全てキャリアセンターに相談してく
ださい。電話やメールによる相談も受け付けています。
主な相談内容
・ 進路全般や就職活動の方法
・ 履歴書・エントリーシート等の作成支援（予約可）※
・ 職員による模擬面接（予約可）
・ 業界・職種・企業研究
・ 一般企業・教員・公務員採用試験の内容と対策
・ 学校推薦（推薦状）の発行
・ 内定後の相談（入社承諾書・誓約書などの提出）
・ Ｕターン就職の方法
・ 在学中の資格取得
・ OB・OG 訪問の方法
・ インターンシップへの参加
※履歴書・エントリーシート等の作成支援は、提出までに余裕を持って相談
しましょう。
２．各種ガイダンス

３．ミニセミナー
キャリアセンターでは主として３年生、４年生を対象に、エントリーシー
トの作成方法や、面接の練習など、実践的なセミナーを随時開催しています。
参加には、求人検索 NAVI からの予約が必要です。
非常に役に立つセミナーですので、是非、活用してください。
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１．キャリアセンター

キャリアセンターでは、就活のスケジュールに合わせて、様々なガイダン
スを行っています。合同企業説明会なども、ガイダンスの一つです。どのタ
イミングでどのようなガイダンスがあるのかの概略は、本ガイドの最初にあ
る「就職活動の流れ」を御覧ください。
詳細については、学内の掲示や、就活掲示板等で案内いたしますので、キャ
リアセンターからのお知らせに注意してください。

１．キャリアセンター

４．就職資格バックアップ講座
キャリアセンターでは、一般教養試験対策講座、公務員試験対策講座など、
就職試験に備えるための講座や、簿記検定試験対策講座、秘書技能検定対策
講座など、資格をとるための講座を開催しています。
詳細は、キャリアセンター発行の資料（CAREER SUPPORT）を参照くだ
さい。
５．就活関連の情報提供
求人検索 NAVI や東京商工リサーチ企業データベースで、企業情報を見る
ことができます。特に求人検索 NAVI では、求人票を見ることができます。
企業のホームページや就職情報サイトの情報だけでなく、求人票で条件を確
認することが重要です。求人検索 NAVI の利用方法については、後で詳しく
述べます。
学内掲示板
学内掲示板に重要なお知らせを掲示しています。場所は、Ｂ棟２階東ディ
スプレイ・福利厚生棟（食堂入口右）
・喫茶前・キャリアセンター壁面です。
また随時、立て看板でもお知らせしています。
東京商工リサーチ企業データベース
企業情報を検索したい場合、キャリアセンターのパソコンで株式会社東京
商工リサーチの企業検索データベースを利用することができます。このデー
タベースには、全国の大企業から中小企業まで約 50 万社の最新企業情報が
登録されており。様々な検索キーを組み合わせて条件に合う企業を絞り込む
ことが可能です。
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６．その他の支援

第二部

１．キャリアセンター

資料・図書の閲覧
企業パンフレット、合同企業説明会や就職情報サイトの案内以外にも、各
種参考図書（就活本や専門試験の参考書）の閲覧コーナーを設置しています。
また図書館のホームページから、就活に役立つ書籍を閲覧することができま
す。例えば東洋経済デジタルコンテンツライブラリーには以下のような書籍
の最新版が掲載されています。

視聴覚資料の設置
業界・企業研究や面接試験対策のための DVD を用意しています。キャリ
アセンターに設置の TV モニターで、いつでも視聴することができます。

本学指定履歴書の配布
キャリアセンターでは本学指定の履歴書を無料配布しています。
（奈良大
学後援会から支援を頂いています）
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１．キャリアセンター

パソコンの利用
キャリアセンターに設置してあるパソコンを自由に使うことができます。
インターネットの利用の他、キャリアセンター内でしか利用できない企業
データベースを利用できます。資料のプリントアウトも可能です。

２．求人検索 NAVI

２．求人検索 NAVI
本学では、学内ポータルサイトの他に進路支援専用のシステムを活用して
います。それが「求人検索 NAVI」です。
求人検索 NAVI には約２万７千社の企業情報や、奈良大学に寄せられた
１万件以上の求人票が掲載されています。一般の就職情報サイトには掲載さ
れていない企業の情報がたくさんあり、自宅の PC やスマホからアクセスす
ることも可能です。
ガイダンスやセミナーなどの予約も求人検索 NAVI で行いますので、普段
からアクセスするようにしてください。
また皆さんへの重要なお知らせがある場合、求人検索 NAVI に登録された
アドレス宛にメールで知らせますので、メールアドレスの登録をお願いします。

２．
１ ログインする
右の QR コードまたは次の URL からアクセスしてくだ
さい。
https://www2.kyujin-navi.com/GAKUGAI/
下のログイン画面が表示されますので、ユーザー名、
学籍番号、パスワードを入れてログインしてください。スマホの場合、右下
の画面が表示されますので、
「その他のメニューは PC サイトへ」のボタンを
タップして下さい。
ユーザー名：narauniv
学 籍 番 号：６ケタの半角英字
パスワード：初期パスワードはあなたの誕生日（西暦で８ケタ たとえば
20010321）です。初回ログイン後にパスワードの変更を求め
られますので、変更後、そのパスワードを忘れないように、
覚えておいてください。忘れてしまったらキャリアセンター
に来てください。
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２．
２ 掲載情報

第二部

２．求人検索 NAVI

１．トップページ
ログインすると、
下記のトップページに移動します。トップページではキャ
リアセンターから発信される「お知らせ」と自分が登録したスケジュールを
確認できる「マイスケジュール」を閲覧できます。登録作業や、掲載情報の
閲覧は、左側にあるメニュー欄から各種メニューを選択して移動します。

最初のログインでは、
「メール配信が未着状態です」とのメッセージが出ます。
これはメールアドレスが登録されていないことを示しています。
下の初期登録メニューの「進路希望登録」あるいは「会員登録・変更（１・
２年生）
」をクリックして、メールアドレスを登録してください。

２．求人検索
NAVI
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２．求人検索 NAVI

２．主なメニュー
■求人の検索
企業情報や奈良大学に寄せられた求人票、会社
説明会情報
■トピックス
奈良・大阪・京都近辺で行われるセミナーや今
後の就職ガイダンスのお知らせなど
■就職活動体験記
卒業生や先輩が過去に受験した選考試験の報告
書
■来校企業情報
キャリアセンターの職員による企業訪問記録
■国家公務員採用試験情報〈人事院提供〉
■地方公務員採用試験情報〈総務省提供〉
■国際機関人事センター〈外務省提供〉
■マイ求人
■インターンシップ求人
■進路希望登録
■会員登録・変更
■支援行事の参加予約
■個人（グループ）面談予約
学内で実施される企業説明会・個人面談等の日
程確認と参加予約
■進路報告
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２．
３ 進路関連情報の登録

第二部

２．求人検索 NAVI

奈良大学では「職業安定法第 33 条の２」の規定に基づき、
就職活動の援助・
助言を行っています。卒業（修了）予定の学生は求人検索 NAVI から希望進
路の登録を行ってください。
この希望進路の登録は企業・教員・公務員・専門職等への就職希望者だけ
でなく、大学院進学や家業・自営、留学、進路未定の学生も必ず登録してく
ださい。また、希望する進路や連絡先に変更があった場合は、必ず登録内容
の変更を行ってください。
初期登録の分類にある「進路希望登録」のメニューをクリックすると、こ
の進路希望登録画面に移動します。

２．求人検索

入力画面１
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NAVI

進路希望登録

２．求人検索 NAVI

進路希望登録

入力画面２
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２．
４ 企業を調べる

第二部

２．求人検索 NAVI

１．求人を検索する
画面左上の「求人を検索する」のアイコンをクリックするとこの求人検索
画面に移動します。求人対象卒年を選択した後、下に表示される検索条件を
設定し、
一番下の「この条件で検索を開始」のボタンをクリックしてください。
これらの検索条件や検索結果として表示される企業は、自分のお気に入り
として「マイ条件」
、
「マイ企業」に保存することができます。

２．求人検索
NAVI
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２．求人検索 NAVI

２．就職活動体験記
先輩達が受験した企業の選考内容を調べたい時は、
「求人 MENU」の「就
職活動体験記検索」メニューをクリックすると、就職活動体験記検索画面に
移動します。

表示条件と絞込条件を設定して検索を実行すると、検索結果が表示されま
す。欄の右側にある「詳細」のボタンをクリックして、表示してください。
（絞込条件を設定しない場合は、全ての体験記のある企業が表示されます。
）
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３．訪問・来校企業情報

第二部

２．求人検索 NAVI

「求人 MENU」の「来校企業情報」メニューをクリックすると、キャリア
センター職員が訪問した企業や本学に来校された企業の情報画面に移動しま
す。絞込条件を設定して検索を実行すると、検索結果が下に表示されます。
欄の右側にある「詳細」のボタンをクリックして、表示してください。訪問
時の情報を記載してありますので、是非、見てください。
（絞込条件を設定
しない場合は、全ての訪問記録が表示されます。
）

２．求人検索
NAVI
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２．求人検索 NAVI

４．マイ求人管理
「マイ求人管理画面へ」のメニューをクリックすると、マイ求人管理の画
面に移動します。この画面では求人検索画面で保存した「マイ条件」
、
「マイ
求人」を確認・編集することができます。

５．OB・OG 在籍企業の検索について
奈良大学の先輩方が就職した企業を検索する方法があります。先ほど、就
職活動体験記検索の画面で、表示条件を「体験記のない OB・OG もすべて
表示する」を選択して、検索をすると、先輩が就職した企業全てが表示され
ます。もちろん、絞込条件として業種や職種を限定して、検索することも出
来ますので、企業検索をする一方法として活用してください。
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２．
５ 行事を予約する

第二部

２．求人検索 NAVI

メニューの「行事・面談予約」で、行事の予約をすることができます。

支援行事の参加予約をクリックすると、以下のような画面が表示されます
ので、
「支援行事を予約する」をクリックして、目的の行事を予約してくだ
さい。
予約した行事の確認やキャンセルも、この画面で行うことができます。

２．求人検索
NAVI
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キャリアセンターインフォメーション
１．利用時間
月曜日～金曜日
土曜日

８：30 ～ 16：50（緊急時は 18：00 まで対応可）
８：30 ～ 12：30（緊急時は 16：30 まで対応可）

２．連絡先
Tel
0742 － 41 － 9506（キャリアセンター直通番号）
Fax
0742 － 49 － 1199
e-Mail career@aogaki.nara-u.ac.jp
※キャリアセンターから皆さんに電話連絡をすること
がありますので、キャリアセンターの電話番号を自
分の携帯電話に登録してください。
３．就活掲示板
キャリアセンターからの様々なお知らせをスマホやパ
ソコンで見ることができます。右の QR コードをスマホ
で読み取るか、下記 URL に PC からアクセスし、いつで
も閲覧できるように「ブックマーク」しておいてくださ
い。
https://sites.google.com/view/career-narauniv/
４．求人検索 NAVI
https://www2.kyujin-navi.com/GAKUGAI/
ユーザー名：narauniv
学 籍 番 号：６ケタの半角英字
パスワード：初期はあなたの誕生日
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