


海外留学 Q&A

国際感覚を

身につける

メリット

留学先が多すぎて迷います、どう決めればいい？

一人で悩まず、大学の海外留学相談などでアドバイスを受
けましょう。希望に合わせた留学先を案内します。

Q：
A：

留学先で自分の語学力が通用するか心配。

1年次から始まる語学科目をしっかり学べば大丈夫。学内の
TOEIC®・TOEFL-ITP®の資格講座の活用もお勧めです。

Q：
A：

海外協定校での生活はどういったものですか？

教員と面談を行い、学生に合った留学先を決定するため、
現地では無理なく学べ、学生生活を満喫できます。

Q：
A：

留学費用ってすごく高いですよね？

学内選抜試験に合格することで、留学期間中の本学の学費
の軽減や、留学先の授業料免除など、費用を抑えられます。

Q：
A：

充実の留学制度

海
外
協
定
校 

（
2
0
1
8
年
4
月
現
在
）

留学制度一覧

交換留学

協定留学

認定留学

認定留学

海外研修制度

異国の文化がさまざまな角度から理解できる

憧れの海外で学ぶ！ 大商大の海外協定校は世界各国に23校。海外協定校はすべて、教職員が現地
を訪問して、環境を確かめた上で交流協定を締結しています。

海外へ留学しても留学先での単位は大阪商業大学の単位として認定されるため、4年間で学部を卒業できます。
条件をクリアすれば、授業料が軽減されるなど、学生のニーズに応じたさまざまな留学制度を設けています。

留学先大学で修得
した単位は本学の
単位として認定される
ため、留学した期間
を含めても合計4年
間で学部を卒業する
ことが可能。

アメリカ合衆国
● アーカンソー工科大学★
● イースタンワシントン大学★
● ウィスコンシン大学 スタウト校★
● ウィスコンシン大学 ラクロス校★
● エンポリア州立大学★
● キーン州立大学★
● サザンイリノイ大学エドワーズビル校★

● サンディエゴ州立大学★
● シェファード大学★
● ノーザンアリゾナ大学★
● ノーザンケンタッキー大学★
● ノースアラバマ大学★
● ミリキン大学★
● ラドフォード大学★
● レスリー大学★

ドイツ  ● クラウスタール工科大学

メキシコ ● セティス大学

大学からはじめる国際体験！

海外経験を活かした
就職が実現できる
海外展開する企業にとって、
実際に海外で語学や文化を
学んだ経験を持つ“留学経
験者”は、理想の人材。就職
に有利に働きます。

外国人との交流で語学力が向上する
実際に海外で外国人と生活をする
経験は、言葉を理解する近道。外国
語を常に使う環境に身を置くことは
語学力向上につながります。

異文化に触れることで、語学のほか、
その国の衣食住を理解。世界に目を
向けるだけでなく、自国の魅力にも
気づく力が養われます。

単位認定

全額免除 海外協定校

海外協定校

海外協定校以外の大学
または

それに相当する
高等教育機関

交換留学は、
GETコースに
よる留学です。

・学内選抜試験あり
・留学先大学の授業料
 以外の留学に係る
 費用は自己負担
・本学に在籍したまま留学

・学内選抜試験あり
・留学に係る費用は
 自己負担
・本学に在籍したまま留学

・学内選抜試験あり
・留学に係る費用は
 自己負担
・本学に在籍したまま留学

海外協定校以外の大学
または

それに相当する
高等教育機関

アメリカ合衆国もしくは
オーストラリア　※年度毎に異なる

フィリピン セブ島

授業料 1/2免除

授業料 1/2免除自己負担

自己負担

現代海外事情 ホームステイ
日本での事前学習・
事後学習あり

GETトライアル 大学寮

通常学費

全額免除
※修得単位状況
　による

授業料 1/2免除
※留学期間外も
　授業料1/2

日本だけでなく
世界に視野が広がる
学内での留学生との交流や
海外留学経験から、海外の
問題も自分の生活に影響して
いることなどを理解できる
視野が身につきます。

ABOUT STUDY ABROAD

GETコース生
約1年間

単位認定

単位認定

対 象
留学期間

全学生 ※2年次・3年次
約1年間

対 象
留学期間

全学生 ※2年次以降
1年以上

長期

対 象
留学期間

全学生
3ヶ月以上1年未満

対 象
留学期間

短期

近年、外国人観光客の訪日が増えるなど、急速に国際化が進む日本。
2020年には、東京オリンピックの開催も控えています。

外国人に対する環境整備や、グローバル人材の育成には今後もさらに力を注いでいく必要があるでしょう。
そこで今回は、将来、国際舞台で活躍できる人材の養成を強化している大商大の学びや、

実際に留学を体験した学生にもスポットをあて、本学が取り組むグローバル教育について紹介します。
台湾 ● 逢甲大学★　● 開南大学★　● 輔仁大学★　● 銘愽大学★

スウェーデン  ● クリスチャンスタード大学★

フィリピン ● セブ大学

POINT1

GETコースワンランク上の英語力を磨く

グローバル社会で即戦力として活躍できる
人材を育成しているのがＧＥＴコースです。
少人数制の段階的な学びを通して、ただ単に
語学力を身につけるだけでなく、自律心や思い
やりの心、時代を読み解く経済・経営の専
門知識とスキルを持ち、さまざまなビジネス
シーンで柔軟に対応できる力を養います。

学びを支えるサポート体制POINT2

1 留学先大学の授業料は本学が全額負担するため、
協定校に授業料を納める必要はありません。

2 本学の授業料が4年間半額免除（年間74万円⇒37万円）。
減免額を海外渡航費等に充てることが可能。 

本学が開講している資格講座／受験対策講座を、
年間2講座まで無料で受講できます！ 3
個人負担をさらに軽減するため、外部機関の
留学奨学金への積極的な応募を促しています。 4

世界へ踏み出す!

★…交換・協定留学の派遣先

名称／対象／留学期間 単位認定 留学先 備考留学先大学授業料など 留学期間中本学の学費

科目名 留学先 滞在先 備考名称／対象／留学期間
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留学前の心配もこれで解消！留学相談などのサポートや、
語学科目・資格講座が充実！

西日本最大級のアクティブ・ラーニング空間「re-Act」。
グローバルな視点を養うための様々な国際交流エリアを設けています。

The iCALL
大型タッチパネルのテレビ会議シス
テムを使って、海外の学生と通信
を行い、遠隔授業や情報交換、国際
交流ができるエリアです。

海外留学相談で不安を解決
「海外へ留学してみたいけど方法がわからない」「留学につ
いて知りたい」といった、留学に関するさまざまな相談を個
別に受け付ける、海外留学相談を行っています。

カリキュラムに語学科目を導入
英語や中国語などの充実した語学科目を、基礎から実践まで
学修。ライティングやリスニング、コミュニケーション科目のほか、
ビジネスや留学など、シーンに特化した学びなども可能です。

先輩体験談が聞ける留学アワー
留学に関する相談や、実際に海外で留学を経験した先輩からの
話を聞くことができる留学アワーを定期的に実施。留学前
に参加することで、より留学をイメージすることができます。

語学力を高める資格講座を開講
語学力をはかる世界基準でもある、TOEIC®、TOEFL-ITP®

の講座を開講しています。外資系企業や海外勤務、英語教
師として活躍できるなど、活かせるフィールドはさまざま。

The SILL
講師とのマンツーマンでの英会話
レッスンができる学習エリアです。
留学生との会話を楽しめるソファー
スペースも設けています。

サポート体制グローバル人材を育てる

ユニバーシティ・コモンズ リアクト

語学力アップの近道は、友人とたくさん話すこと。
日本ではあまり味わえない体験もできました！

学内での国際交流の拠点

英語力を高めるため、留学先でまず始めたのは友人
づくりです。最初に仲良くなったのはネパールの留学
生で、積極的に2人で行動するうちに自然な英語で
話せるように。帰国する頃には、アメリカ、メキシコ、
ドイツなどいろんな国の友人ができました。一番記憶
に残っているのは、滞在していた寮でパーティを開いた
ことです。大学での話で盛り上がったり、みんなで
ダンスを踊ったり、とても刺激的でした。友人たちと
は今もビデオ通話などで連絡を取り合っています。

英語が堪能な俳優に憧れたことがきっかけで、
海外で活躍できる職業に就きたいと思うように。
航空業界やSNS関連の企業で働くことが目標。

林 真徳さん
経済学部 経済学科 3年
大阪商業大学堺高等学校 出身

林さんの成長ストーリー

英会話は、単語でしか
話せませんでした。
ノースアラバマ大学で
初めて受けたテストは、
思うように結果が出ず
ボロボロ…。

現地の先生の熱心な
指導のおかげで、徐々
に授業についていける
ように。物怖じすること
なく発言する姿勢が身
につきました。

電車に乗る時など困って
いそうな外国人の方に、
積極的に声をかけるよう
になりました。道を間違
えないよう、英語で案内
しています。

留学前 留学中 留学後

リアクトには
国際交流

スペースがたくさん
あるよ！

POINT3

POINT4

中国語を身につけたくて、台湾へ留学。
現地の観光案内ができるまでに成長しました
台湾留学のきっかけは、日本に来る中国人が増えた
ことによって、中国語の必要性を感じるようになった
から。現地に行ってすぐは言葉を聞き取ることが大変
でしたが、台湾の友人の支えもあって、最後は中国語
での授業も受けられるようになりました。自分の成長
を感じたのは、留学中に遊びに来てくれた家族や友人
を観光案内した時です。ホテルのチェックイン・アウト
の手続きやタクシーの手配をスムーズにでき、学んだ
ことがしっかり身についているなと感じました。

中学や高校で短期留学を経験していたこと
もあり、もともと英語が得意。留学するなら、
英語圏以外でと決めていたそうだ。

中国語の学び始めは、
你好（こんにちは）と
謝謝（ありがとう）しか
わかりませんでした。
聞き取りも話すことも
苦手でした。

日本語が堪能な台湾
人学生と友達に。得意
な英語をつかって中国
語を学んでいたので、
どちらの言語力も相乗
効果で高まりました。

街で中国人から声を
かけられても中国語で
対応できるように。英語
も中国語ももっと使え
るようになって、外国人
の助けになりたい！

知念 美菜さん
経済学部 経済学科 3年
沖縄県立向陽高等学校 出身

留学前

知念さんの成長ストーリー

留学中 留学後

2017年9月～2018年6月

（語学トレーニング広場）

ワークショップエリア
投影も可能なホワイトボードも完
備。最大60人程度のワークショップ
のほか、カーテンで空間を3つに
分けて使用することもできます。

プレップエリア
グループで課題に取り組む際に
最適なエリアです。大商大に留学
している海外学生との交流など、
活用法はさまざま。

バルコニーカウンター
デスクトップPCを常設。吹き抜けに
面したカウンターで、集中して課題
に取り組めるほか、海外のさまざま
な情報も入手できます。

スタディルーム
個人の課題に集中して取り組む
ことができる学習ゾーン。英語や
中国語など、語学に取り組む学生
も数多く活用しています。

（国際交流エリア）

総合交流支援課 国際交流担当の皆さん
リアクトには海外との交流やアクティブ・ラーニングができる設備、
語学トレーニングをする空間など、グローバルな人材を育てる環境が
充実しています。海外に広く視野を向け、世界に羽ばたく人材を
育成します。GETコース生のみならず、海外留学に興味のある学
生はどんどん利用してください。

アメリカ合衆国
（ノースアラバマ大学）

台湾（輔仁大学）

2017年8月～2018年5月

留学先：

留学先：

留学期間

留学期間

先 輩 た ち の 留 学 体 験 記
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就職活動は人生の大きなターニングポイントです。
就職環境は引き続き学生にとっての売り手市場
であり、本学の求人倍率は14.19倍と1人に対し
て14社以上の求人がある状況です。しかし、「人生
100年時代」と呼ばれ変化し続けている社会
の中で生き抜くためには、「内定獲得」だけを

job hunting headline

ゴールとするのではなく、「どう生きたいか」「どう働き
たいか」ということをより考える必要があります。
仕事の本質や自分の適性を考えずに、会社規模
の大小や目先のイメージで判断して就職活動を
行った結果、早期離職に繋がるケースは、売り手
市場の時ほど増えます。キャリアサポート室では

そうしたミスマッチ就職を防ぐために、自己理解や
仕事理解を重点的に指南し、「自分にとって
の優良企業を探そう」と常に呼び掛けています。
学年を問わず多数の就職関連講座を開催して
おりますので、ご子女の皆様に積極的に参加
を呼びかけていただきたいと思います。

内定おめでとう  （平成30年12月1日現在）

早期から学生と繋がりを持とうと考える企業が増加している影響で、学生が企業で就業体験を行う「インターンシップ」も年を追うごとに増加してい
ます。インターンシップは、企業にとっては学生を集める機会として、また学生にとっては業界・企業を知る機会として大きな意味を持つようになりまし
た。本学では正課授業として、ビジネス・インターンシップを毎年行っています。マイナビなどのナビ会社が案内する1日のインターンシップとは異なり、
5日間以上の実践を通して就業体験を行いま
す。履歴書の書き方やマナー・パワーポイント
など、実習前にしっかりと研修を行い、実習に
スムーズに参加することができる点も大きな
メリットです。履修登録が必要となりますので、4月
上旬に行う説明会の開催期間を確認の上、説明
会に参加するよう、ご子女にお伝えください。 履歴書作成講座 インターンシップ実習 インターン報告会

（株）一条工務店

近鉄不動産（株）

住友不動産販売（株）

大和ハウス工業（株）

タマホーム（株）

東急リバブル（株）

みずほ不動産販売（株）

三菱ＵＦＪ不動産販売（株）

建設・不動産業

（株）アルビオン

（株）伊藤園

岩谷瓦斯（株）

オージー技研（株）

サラヤ（株）

タニコー（株）

帝國製薬（株）

ユニ・チャームプロダクツ（株）

製造業

（株）ＮＴＴデータＭＳＥ

（株）関西丸和ロジスティクス

近畿日本鉄道（株）

（株）サカイ引越センター

シモハナ物流（株）

西日本旅客鉄道（株）

（株）日本旅行

日本郵便（株）

運輸・旅客・通信業

資生堂ジャパン（株）

セイコーメディカル（株）

タケダハム（株）

フジモトＨＤ（株）

ホシザキ京阪（株）

リコージャパン（株）

渡辺パイプ（株）

卸売業

大阪府警察

岡山県庁

警視庁

奈良県庁

新居浜市役所

福井県警察

公務員

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

（株）イオン銀行

（株）愛媛銀行

大阪商工信用金庫

岡三証券（株）

（株）大正銀行

（株）中国銀行

パナソニック保険サービス（株）

（株）福井銀行

明治安田生命保険（相）

金融・保険業

青山商事（株）

（株）スギ薬局

（株）ストライプインターナショナル

生活協同組合 おおさかパルコープ

（株）セブン－イレブン・ジャパン

トヨタカローラ南海（株）

（株）ライトオン

（株）ライフコーポレーション

小売業

アパホテル（株）

イオンエンターテイメント（株）

会計事務所

大阪モノレールサービス（株）

（一財）休暇村協会

税理士事務所

綜合警備保障（株）

（株）ダスキン

東洋テック（株）

農業協同組合

三菱電機クレジット（株）

（株）横浜スタジアム

サービス業

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

他多くの学生に内定報告をしていただいています。

インターンシップについて

これからの行事について

4月：

5月：

6月～7月：

夏休み：

9月～10月：

11月：

説明会

履修者へ実習先発表

インターンシップ事前研修 ※

実習先企業での就業体験

インターンシップ事後研修

インターンシップ報告会

※…企業研究、ビジネスマナー、PowerPoint、
　　履歴書作成、グループディスカッション

ＳＭＢＣ日興証券（株）
（学）大阪経済大学
（株）大林組
税理士事務所
タニコー（株）
（株）東横イン
農業協同組合
富士ゼロックス大阪（株）
（株）阪急交通社
東大阪市役所
（株）日本旅行

野村證券（株）
ハイアットリージェンシー大阪
POLA化粧品
丸善雄松堂（株）
三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券（株）
（株）りそな銀行
（株）レオパレス21
渡辺パイプ（株）　　ほか

3年生
保護者の皆様

2月8日（金）・9日（土）に実施する業界・企業研究セミナーに保護者の方もご参加いただけますので、ぜひお越し
ください。参加希望の場合はお手数ですが、同封の申込書をご記入いただきFAXにてお申込みください。
（詳細は別途お知らせします。）

◆ ガイダンス「就活準備」
　 …1月8日（火）～
　　　  11日（金）

◆ 学内合同企業セミナー
　 …1月23日（水）
◆ 学内合同企業セミナー
　 …2月25日（月）
◆ 内定者ガイダンス
　 …2月21日（木）
随時開催
◆ 学内単独企業セミナー
◆ 模擬面接
◆ キャリサポ塾

◆ グループディスカッション対策講座
　 …1月8日（火）～11日（金）
◆ 筆記試験対策講座クラス分けテスト
　 …1月16日（水）～18日（金）
◆ ビジネスマナー講座
　 …2月7日（木）～8日（金）
◆ 筆記試験対策講座
　 …2月13日（水）・14日（木）
◆ SPI模試
　 …2月18日（月）～20日（水）
◆ リクルートメイク講座
　 …2月19日（火）・20日（水）
◆ 学内合同企業セミナー
　 …3月5日（火）～7日（木）
　 …3月12日（火）～15日（金）

◆ Uターン就職セミナー
　 …1月24日（木）
◆ 業界・企業研究セミナー
　 …2月8日（金）・9日（土）

※日程・内容などは、追加・変更になる場合があります。

主なビジネス・インターンシップ実習先（H30年度）ビジネス・インターンシップ履修の流れ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

学内合同企業セミナー

業界研究セミナー

グループディスカッション講座

4
年
生

2
年
生

随時開催
◆ 大人と話そう会全

学
年

3
年
生

1
〜
3
年生
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job hunting headline

現代の就職活動は様々な選考方法があり、ご子女はその準備に

約1年かけて本番に臨みます。その選考方法や対策について

理解し、ご子女の不安や疑問を共有してみてください。

また、卒業生の意見として「CMが流れるたび、ここ受けてみれば？
と言われて嫌気がさした」や「第一志望の内定報告をしたら、

そんな中小企業は聞いたこともない。辞退しなさい！ と言われ
辛かった」という声を聞きました。ご子女にとって保護者は尊敬

すべき絶対的な存在です。保護者から言われたことは、本人が

納得している・していないに関係なく、大きな影響力があります。

ご子女を思うならば、まず知ることから始めてみてください。

まず将来についてご家庭内できっちりと話し合ってみてください。

自営業をされているご家庭では、「親の仕事を継ぐ前提で就活

をしていなかったが、まずは他の会社で修行してこいと急に言わ
れた」、「全国に拠点のある企業で頑張るつもりで内定をもらった

が、親に実家に帰ってきてほしかったのにと言われた」など、
ご家庭での意思疎通ができていなかったことで、就職活動を

最初から始めなければならなくなった学生もいました。また、活動

資金のバックアップについてお願いいたします。就職活動には

身だしなみや交通費など非常にお金がかかります。そのために

アルバイトを増やして就職活動がおろそかになっては本末転倒

となります。ぜひ、資金面も含めて就職活動の準備を一緒にして

あげていただきたいと思います。

ご子女の就職活動準備で最初にすることは「自己分析」です。

保護者の皆さまは、ご子女を最もよく理解する一番身近な社会人

です。自分では見つけられなかった一面も保護者の目を通せば

できるでしょう。特に、自分に否定的になりがちなご子女には

「認める」「ほめる」ことをしてあげてください。自分に自信が持て

るようになり、自己分析でも新たな自分を発見するきっかけとなり

ます。また、社会の先輩として見識や経験を伝えてあげてくだ

さい。世界や日本のような大きな規模の話や業界全体のことで

なくても結構です。

ご自身の仕事についてのやりがいや業界の流れを話すだけでも、

ご子女にとっては素晴らしい情報となります。また、新聞の読み

方など、情報収集の方法もお教えいただけると幸いです。

前向きになれる言葉で
元気づけましょう

「就活で悩んだら、キャリアサポート室に
 行ってみたら？」と声掛けしてあげてくださいね

保護者ができる支援企業が採りたい学生とは

就職活動の
ポイント

自
己
分
析

就活のプロから学ぶ！

インターンシップへの参加が
自己分析＆仕事研究のカギに

自己分析や業界・
企業研究をご一緒に

将来や援助について
話し合ってみましょう

現代の就職活動・中小優良
企業の魅力を知りましょう

1

学生は、保護者の「こんな言葉」に悩んでいる！？
保護者のかかわり方が、就活を成功に導く

How to 就職活動

就職活動の流れ

2

3 4

株式会社マイナビ副編集長  藤原 武史さん

学生優位の「超売り手市場」と言われている現在の就職活動。良い人材を獲得したいと考える企業側の採用活動は、どんどん早まりつつ
あります。このような世の中の動きの中で、今後の就職活動はどう変わっていくのでしょうか。"就活のプロ"に聞いてみました。

大学の間に、何か打ち込めるものを見
つけましょう。勉強だけでなく、バイト、部
活、趣味、遊びでもOKです。どんな目的が
あって、それに打ち込んでいたのかを意
識してみてください。自ずと自分の特徴
や考え方、価値観が見えてくるでしょう。

仕
事
研
究

身近な物に興味を持ちましょう。例えば、
自販機で買ったペットボトルひとつにし
ても、販売元はどこか、容器はどこで作ら
れるのか、商品を運ぶのはどんな会社か、
と関連する仕事に目を向けることで意
識していなかった企業に出会えるはず。

就活を充実したものにするには、就活開始までの事前準備が重要です。
早いうちに自己理解を深め、仕事について幅広く知っておくことが、自分
と本当に相性のいい企業を見つけることにつながります。まずは身近な
ところから「自己分析」や「仕事研究」を始めておきましょう。

早い段階で優秀な学生を採るため、インターンシップを
実施する企業が増えています。学生にとっても、現場で仕事
を体験することは、企業のことを詳しく知れたり、自分の
価値観を見直すチャンスに。インターンシップへの参加が
内定につながる企業もあります。

現在の企業の採用活動は、経団連の指針で3月に企業の広報活動開始、6月に選考（面接）開始ですが、4月
から選考開始する企業も多くあります。2021年春入社以降の採用活動時から、経団連は指針を廃止する
ことが決定しており、学生の就職活動はより早期化することも考えられます。

求められるのは、思考力・判断力・表現力に
優れた人材です。今は誰でも好きな時に欲し
い情報を集めることができる時代。そのため、
手に入れた情報をいかに捉え、精査し、人に
伝えられるかが、現代の社会人基礎力を測る
物差しになるのです。自分の特性がどう仕事
に活かされるのかを、自分の言葉で伝えられ
るようにしておきたいですね。

就活にあたって自分を振り返る。そんな時こそ、
一番近くで見守ってきた保護者の視点が頼り
になります。また、最も身近な人生の先輩である
保護者の仕事観は、ご子女にとってとても参
考になるものです。心配だからと過干渉せず、
かといって放っておくでもなく、つかず離れず、
共感をもってアドバイスを送ることが、就活中
のご子女の支えになるでしょう。

インターンシップ参加率

14年卒

出典：マイナビ「2018年度新卒採用就職戦線総括」19卒版
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卒業自己分析・
業界研究（情報収集）

6月3月 10月 4月

選考・内々定 内定エントリー開始 
→ 会社説明会

未定 ※政府・大学との話し合いのもと21卒までのスケジュールを踏襲予定

21卒まで

大学3年生 大学４年生

22卒以降

就職活動に行き詰ったご子女を見かねて、言ってはいけない言葉

を発してしまう保護者もいらっしゃいます。業界によって決定

時期が違うことを知らないために「○○さんの息子さんはもう
決まったそうよ」や、仕事内容や適性をよく調べずに「公務員受けて
みたら？」、就活に苦しんでいる姿をみかねて「留学してみたら？ 
進学したら？」「就職しなくてもいいよ」、と安易に‘逃避’を手助け
してしまうなど…、そのような保護者の発言でご子女は焦ったり、

活動することをやめてしまったりします。

焦りを誘う言葉や、思いつきの発言ではなく、励ましにつながる

言葉や、気分転換にどこかへ連れ出したりと、プラスにつながる

ことで精神的なサポートをお願いいたします。
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job hunting headline

就活でまず必要になるのが履歴書です。履歴書を適当に作って
しまうと、いくら面接に自信がある人でもつまずいてしまいます。私も
最初は要領を得ない文章しか書けませんでした。そこでキャリア
サポート室の添削で指摘されたことをもとに、自己分析に力を入れ
たんです。例えば、自分の得意なことは何か、どんな経験があった
から得意になったのかと、順に掘り下げていくことで自分のアピール
したいポイントが見えるように。面接は得意だったので、あとは考えた
自己PRをもって、いかに面接官に興味を持ってもらうかを意識しま
した。真剣な表情や笑顔を使い分けることで、自分を印象付けられ
たと思います。最終的には映画や旅行、広告業界の3社から内定
をいただくことができました！

内定者の 就 職 活 動 体 験 談

自己分析をすることで、履歴書の質がグッと上がる！
面接で存在感を出すには、話す時に緩急をつけてみよう 石橋 佳子さん

総合経営学部 経営学科 4年
イオンエンターテイメント株式会社 内定

イオンエンターテイメント株式会社が運営するイオンシネマは、「地域
密着型」が特長。映画を上映するだけでなく、子どもたちが遊べる設備を
館内に設けたり、音楽のライブを開催したり、一般の方のプロポーズ企画
を行うこともあるんです。自分のアイデアを最大限に活かして、今より
もっと地域の方々に愛される映画館をつくっていきたいです。

石橋さんの内定獲得まで
平成30年3月

適性検査（WEB診断）
一次選考（筆記試験、
グループディスカッション）

平成30年4月

イオンエンターテイメント
株式会社 会社説明会
WEBエントリーシート提出

二次選考（集団面接）平成30年5月

最終選考（個人面接）

内定

平成30年6月

今後の目標

エンターテインメント業

公務員

鉄道業

リース業

公務員試験の科目は10科目以上あります。一人で勉強するのは
難しいと思い、大学3年の4月から大学の公務員講座を受講しま
した。講座を受けることで偏りなく知識をつけられたので、筆記
試験を受ける頃には十分に実力がついていたと思います。公務員
試験で印象深かったのは、面接での質問が個性的だったこと。
「奈良県にある公共施設への不満を教えてください」など、予想
していなかった質問もありましたが、面接練習を重ねていたおかげ
で、自分なりの不満を自分ならどう解決するかというところまで
話すことができました。春からは希望していた地元の奈良で、県庁
職員に。地域の方を支えるためにも、県が運営するイベントなどに
積極的に参加し、人とのつながりを大切にしていきたいです。

公務員試験対策は、いかに計画的に勉強するかがカギに。
大学の講座を活用すれば、無理なく学ぶことができます 西井 開希さん

総合経営学部 経営学科 4年
奈良県庁 内定

視野を広げるために、一般企業の合同説明会や、Uターン就職の説明会
にも参加しました。その際、奈良市が無料で行う面接練習があるという
情報をキャッチ。大学外の人と面接練習ができる機会は貴重だと思い、
活用させてもらいました。このように、説明会は就活に有益な情報を
得られることもあるので、積極的に参加してみてください。

西井さんの内定獲得まで
公務員受験対策講座に参加平成29年4月

キャリアサポート室で面接練習平成30年1月

筆記試験平成30年6月

一次面接平成30年7月

最終面接

内定

平成30年8月

後輩のみなさんへアドバイス

小さい頃から鉄道が好きで、「将来はJRで働きたい」と考えていま
した。そんな強い想いがあったからこそ就活には力を入れたいと
思い、キャリアサポート室が開講している特訓講座に参加しま
した。講座の先生は、さまざまな企業で人事を経験し、学生の就職
活動に精通するプロ。希望する企業の情報はもちろん、就職試験の
詳細な傾向と対策も教えてもらえたので、有利に就活を進められた
と思います。面接練習では、学生自身が面接官の役になることも。
質問する側の気持ちを知ることで、受け答えの幅が広がりました。
一緒に学んでいた学生もみんな意識が高く、モチベーションを維持
することができましたね。講座で身についた力のおかげで本命の
JR西日本の選考はスムーズに進み、内定につなげられました。

本気で就職したい企業があるなら『特訓講座』がオススメ。
内定を獲得するための、密度の濃い講義を受けられます 大河 晃基さん

経済学部 経済学科 4年
西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本） 内定

最終目標は、新幹線の運転士です。目標にたどり着くにはまず、配属先の
駅で駅務を覚えることからスタートします。日々の業務を1日も早く覚え、
困っているお客様に優しく声掛けできるような駅員になりたいですね。
運転士になるには専門資格が必須なので、資格試験突破に必要な
スキルや知識も身に付けたいです。夢を現実にできるよう頑張ります！

大河さんの内定獲得まで
平成30年3月 西日本旅客鉄道株式会社

企業説明会

平成30年4月 WEBエントリーシート提出
SPI試験

平成30年5月 筆記試験、適性検査、集団面接

平成30年7月 内定

平成30年6月 最終選考
（適性検査、健康診断、個人面接）

今後の目標

もともと緊張しがちで、面接がとても苦手でした。内定を獲得した
友達が増える中で焦ってしまい、就活が行き詰ってしまったことも。
そんな時支えになってくれたのが、社会人の姉でした。人事をして
いるので、履歴書の書き方や面接の注意点を教えてもらい、心強
かったです。気を取り直し、とにかく面接に慣れようと思い、大学の
面接練習を活用したり興味のある企業へ積極的に挑戦するよう
心がけました。すると、少しずつ初対面の人と話すことへの抵抗が
和らぐように。就活が終わる頃には、コミュニケーションのスキルが
かなり上がりました。内定をいただいた企業では、営業として働き
ます。身についた対話力を活かし、お客様の悩みに寄り添った
提案ができる人材になりたいです。

面接が苦手な人でも、回数をこなせば克服できる！
大学の面接練習などを積極的に利用しましょう 竹田 百花さん

総合経営学部 経営学科 4年
三菱電機クレジット株式会社 内定

身近に相談できる人がいないなら、キャリアサポート室にいるアドバイ
ザリースタッフを訪ねてみてください。つい最近まで就活をしていた先輩
だから、リアルな就活エピソードが聞けるはず。そもそも何から始めれば
いいのか、自分に向いている仕事がわからないなど、今さら相談しにく
いなと思っていることも気軽に話せるのでオススメです。

竹田さんの内定獲得まで
三菱電機クレジット株式会社
会社説明会

平成30年4月

エントリーシート提出
一次面接（集団）

平成30年5月

二次面接（個人）平成30年6月

三次面接（個人）

内定

平成30年7月

後輩のみなさんへアドバイス

聞いて
みました！
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各学科の「学び」を通して興味関心が増した分野について「知識や見解を深めたい」と考えるご子女の心を後押しするために、
本学では資格講座を開講しています。なお、平成30年度は28講座（47コース）を開講しました。

専門職に通じる資格からスキルアップにつながる資格まで、
各種資格講座・受験対策講座をチェック！
※平成30年度の内容です。講座代金・検定料など変更となる可能性があります。

公正な不動産取引を遂行するために専門知識が必要となる
宅地建物取引士。平成27年度の宅地建物取引業法の
改正により、その高度化する業務の専門性を踏まえて士業
化されました。不動産・建設・銀行・保険など不動産取引業で
欠かせない資格です。

…法律に基づき、特定の職業に従事することができる資格

…官庁や大臣が認定する資格

…企業や団体が独自に実施する資格

　 チャレンジバックアップ（CB）制度
★がついている講座はチャレンジバックアップ
（CB）制度の対象講座。CB制度が適用される
資格を取得していると、対象講座の受講料が
半額になります。在学生のみ対象です。

　 再受講割引制度
前年度の資格講座受講生が、次年度
の同講座に再チャレンジする場合、前年
度受講率が80%以上の場合に限り、
受講料が半額になります。

　 資格取得奨励金制度
●がついている講座は資格取得奨励金制度の
対象講座。対象講座を受講し、資格取得基準
を満たせば、奨励金が与えられます。ただし、当該
年度の教育後援協力費納入者に限ります。

資格取得を応援する3つのバックアップ制度

宅地建物取引士

【警察官・消防官コース】
【国税専門官コース】
【基礎・教養コース】

【国家・地方上級・
　市役所総合コース】

公務員受験対策講座

証券外務員

行政書士

経済学検定

●★

宅地建物取引士●★
通関士★

経営学検定

★

旅行業務取扱管理者
国内旅程管理主任者

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

★

医療事務
調剤薬局事務

初級＋上級
3級
3級

色彩検定
硬筆書写技能検定

ＩＴパスポート情報処理技術者

筆記・面接対策就職試験対策

講座名 コース
C
B
制
度

奨
励
金
制
度

1級
2級（前期）＋1級

国内・総合
二種＋一種

2級（前期）
2級（後期）

3級（前期）
3級（後期）

リテールマーケティング
（販売士）検定

1級
2級

2級（後期）＋3級（前期）

3級（前期）
3級（後期）

日商簿記検定

法学検定

Word 2010

スコアアップコース（前期）
スコアアップコース（後期）

基礎コース（前期）
基礎コース（後期）

（前期）
（後期）

ＴＯＥＩＣ®

ＴＯＥFL - ITP®

●

●

●

●

●

Microsoft®
Office Specialist Excel 2010　

PowerPoint 2010 

講座名 コース
C
B
制
度

奨
励
金
制
度

2級＋3級
3級ビジネス実務法務検定®

2級ビジネス実務マナー検定
2級秘書検定

医療事務＋
調剤薬局事務

ビジネス会計検定

コミュニケーション検定

宅地建物取引士の勉強をきっかけに「より専門的な法律を学びたい」と考え、大学3年
で行政書士の資格講座を受講しました。試験範囲は8科目あり、幅広いだけでなく、
各科目まんべんなく得点することが必要です。講座で勉強するポイントや学習方法を分かり
やすく教えてもらえたため、効率よく試験まで学習することができました。また、模擬試験も
カリキュラムに組まれているため、本試験では緊張せずに自分の力を出すことができます。
その結果、努力の甲斐あって初挑戦で合格することができました。資格を取得することに
より、知識がつくため、就職活動の業界研究などさまざまな場面で役立っています。
今後は更に法律関係の難関資格にチャレンジし、ステップアップしたいと考えています。

常に努力と向上心を！！効率的に勉強し合格へ！

● 2年　宅地建物取引士 合格
● 3年　行政書士 合格

※平成31年度については、講座内容を変更する場合があります。

2級

3級

●

●

ファイナンシャル・
プランニング技能検定　

１ 2 3

★

資格講座について

資格講座ピックアップ

吉松龍伸さん （経営学科 4年生）

job hunting headline 国

国

公
民

講座代金（受講料+テキスト代）

92,000円

検定料

7,000円

試験日

2019/10/20（日）

講座受講定員数

180名

H29年度
合格率61.5%
（全国15.6%）

講座代金（受講料+テキスト代）

【3級】 23,000円／【2級】 52,000円

検定料

【3級】 学科3,000円 実技3,000円
【2級】 学科4,200円 実技4,500円

試験日

【3級・2級】 2019/1/27（日）

講座受講定員数

60名

講座代金（受講料+テキスト代）

【3級】 24,500円／【2級】 43,500円／【1級】 123,000円

検定料

【3級】 2,800円／【2級】 4,630円／【1級】 7,710円

試験日

【3級・2級】 2019/2/24（日）
【1級】 2019/6月・11月予定

講座受講定員数

【3級】 60名／【2級】 100名／【1級】 40名

講座代金（受講料+テキスト代）

16,000円

検定料

4,100円

試験日

2019/2/10（日）

講座受講定員数

40名

ＦＰは個人の資産運用や生活設計をサポートするアドバイ
ザー。人が人生で直面するさまざまなお金の問題についての
知識を身につけるため、有資格者は企業などから社会的信
頼を得ることができます。お金に関する情報を的確に判断する
知識を養う資格です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定（3級・2級）

生
か
せ
る
分
野

簿記会計を通じて経営管理能力を評価する試験。経営状
況を把握する力が身につくので、さまざまなビジネス現場で大
いに役立ちます。2級以上の取得は社会的にも評価が高い
ため、企業の採用判断基準になることも。1級に合格すれ
ば、税理士試験の受験資格が得られます。

日商簿記検定（3級・2級・1級）

ビジネスマナーをしっかり身につけられるため、あらゆる職業で
活かすことのできる資格です。試験の内容は、マナーや接遇
などのほか、社会人に必要な職務知識を広く問われる内容と
なっており、ビジネスパーソンが普段行う仕事に直接役立つ
知識・技能が養われます。

秘書検定（2級）
昨年団体優秀賞受賞

2・3級

1級

不動産 銀行 事務 建築業

金融 不動産 経理 財務

経理・財務 営業 人事 秘書

生かせる分野 金融 不動産 保険 事務

事務 営業 秘書 人事

国

公 民

生かせる分野

生かせる分野
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今年は暑いくらいの晴天のなか、9月16日（日）と
23日（日）に本学・地方7会場にて盛大に行われ、
本年度の参加者は約250組400名近い保護者
の皆様にご参加頂きました。本学会場では教職員
と保護者の方による「個別懇談（約220組参加）」
をはじめ、学内の主要な施設を見学する本学コース
と昨年完成した新館を見学するリアクトコースを
設けた「キャンパスツアー（約160名参加）」や
就職支援企業による「保護者ができる就活支援」
についての講演や4年生内定者の体験談から
なる「就職講演」（約150名参加）、学長の挨拶と
副学長による大学の取組みについて講演を行う
「全体会」（約170名参加）、普段学生が授業や

ゼミで関わっている教員と保護者の皆様とがお弁
当を食べながら、ざっくばらんにお話しをしていた
だく「ランチ交流（約200名参加）」などにご参加
いただきました。教職員も保護者の皆様とお話で
きる機会を得る事ができ、有意義で楽しい一日を
共に過ごさせて頂きました。
そして翌週の9月23日地方7会場での教育懇談
会も、無事開催する事ができ、こちらもご参加
いただいた皆様より高い満足度を得ることができ
ました。お忙しいなかご参加いただきました保護
者の皆様、誠に、ありがとうございました。
次年度も、教育懇談会を9月15日（日）本学会場、
9月22日（日）地方会場（福井・名古屋・岡山・

ラーニング・コモンズ リアクトのカフェにおいて、
2017年度の早朝（午前7時30分）より、地域の
方 を々対象として、「時代を語り、社会を考える」を
メインテーマとした公開講座（Early Bird Univer-
sity）を実施しています。毎回、多くの地域住民
や出勤途中の方に参加をいただいております。
2018年度春季は、サブテーマとして「大坂から
大阪へ」を設け、近世から近代に移行する大阪
の諸相を、本学教員が講師となって講義を行い
ました。

秋季のサブテーマは、「自然の営みと人間の
畏敬表現」とし、自然が作り出したものに対する
人間の驚き、その先に人が感じる神の存在、
これらは、世界各地で様々な絵画、造形として残
されていることから、谷岡一郎学長によって「文
様」、「アンモナイト」、「数学パズル」の魅力に
迫りました。また、本学の連携協力機関である
藤井寺市より、世界遺産登録推進室長である
山田幸弘氏を招き、「埴輪」や「古墳」の造形に
ついて解説していただきました。

event close up

教　育
懇談会

交流する

大学を
知る

相談する

御厨祭初日の10月27日（土）、ユニバーシティ
ホール蒼天にて「第16回大商大ビジネス・アイ
ディアコンテスト」のファイナルプレゼンテーション
が行われました。このコンテストは「企画力」そして
「プレゼンテーション能力」を培い、自分で考えて
判断し、自分で決断して行動し、チームを率いる
ことができるリーダー的存在になってもらうことを
目的として開催しています。企業から提示された
課題に対するアイディアや自由な発想から生まれ
たアイディアを、企画力とプレゼンテーション能力
で競い合います。今年度は、応募総数1,181件の
中から第1次・2次審査を勝ち進んだ8名のファイ

ナリストが、観客が見守る中、プレゼンテーション
審査に臨みました。
アイディアの独創性や実現性、市場性を基準に
総合的な審査が行われ、見事、学長賞の栄冠に
輝いたのは、公共学部公共学科1年の澤村知紗
さんでした。『Return of the Licenseカード（RLカ
ード）』は、高齢者が運転免許証を自主返納した
際にもらえるICカードです。高齢運転者による
交通事故数を減らし、さらに、公共交通機関等
で利用するごとにポイントがたまり、地域通貨と
して地域のコミュニティで利用できるアイディア
です。RLカードを使うことで地域の活性化、高齢

者の外出促進等様々なメリットを提案した点が
評価されました。澤村さんをはじめ、上位入賞者4名
には、副賞として中国（香港・深圳）への「ビジ
ネス研修」が贈られました。
また、課題を提供していただいた企業から課題
にそった優れたアイディアとして3名が企業賞を
受賞しました。

TO
PI
C 3

11月17日（土）中央財経大学（中国北京市）に
おいて、第12回日中起業教育国際シンポジウム
を開催しました。このシンポジウムは本学の提携
校である中央財経大学と2006年から共催で
実施しており、今回は本学の教職員と学生あわ
せて17名が中央財経大学を訪問しました。
本学総合経営学部長 孫飛舟教授、中央財経
大学商学院院長 王瑞華教授による開会挨拶を
もって始まったシンポジウムにおいては、本学
学生と中央財経大学学生による研究報告が計
12件行われました。優秀研究報告賞には、本学
総合経営学部経営学科4年 帖佐晴菜さん（発表
テーマ：セミオーダーシューズビジネス）と中央財経
大学商学院ビッグデータ・マーケティング3年 

俞晨欣（Chenxin Yu）さん（発表テーマ：Compar-
ative Analysis of Green Food, Organic Food 
and Pollution-free Agricultural Products）
が選ばれました。
シンポジウム最後の両大学教員による総評に
おいて、本学総合経営学部経営学科林幸治准
教授からは、「本シンポジウムを通じて、自国の
スタンダードが、他国もしくは世界のスタンダード
ではないということが改めて認識され、グローバル
な視点に立って物事を考える大切さを学べる
有意義な機会になったのではないか」ということ
が学生に伝えられました。シンポジウム後は、晩餐
会を開催。初めは共通言語である英語でのコミュ
ニケーションに戸惑っていた学生もいましたが、

次第に打ち解け、最後には笑いが絶えない会と
なりました。学生たちは、本シンポジウムをきっか
けに更に学びを深めたいという思いが強まった
ようで、それぞれの成長に繋がる良い経験になった
のではないかと感じました。
来年は、本学にて第13回日中起業教育国際
シンポジウムが開催される予定です。

▲ 藤井寺市 山田氏

▲ アンモナイト展示（ギャラリー）

▲ 講義風景

▲ 両大学研究発表者12名（中央財経大学にて）

学長賞

澤村 知紗さん（公共学科1年）▼

高田 夢海さん（経営学科2年）

澤村 知紗さん（公共学科1年）

松浦 怜未さん（経営学科3年）

藤川 功基さん（経営学科4年）

学長賞

副学長賞

東大阪商工会議所 会頭賞

NPO法人東大阪地域活性化
支援機構 理事長賞

オーディエンス賞

Return of the Licenseカード（RLカード）

LCCや海外の飛行機でも退屈しない
ムービー見放題貸出タブレット

「マンスリー・デイBox」 Ｍｏｎｔｈｌｙ Ｄａｙ Ｂｏｘ

めくるクルン

富士本 隼己さん
（商学科2年）

審
査
員
特
別
賞

おかえりチャイム

古川 晴加さん
（商学科3年）液体香りま専用ごみ袋

宮下 颯一朗さん
（経営学科2年）段ボール着火剤

西口 太誠さん
（経済学科2年）

綺麗な仏具に…
万能ロウ、線香取り

宮下 颯一朗さん
（経営学科2年）

澤村 知紗さん
（公共学科1年）

Return of the License カード
（RLカード）

段ボール着火剤

企
業
賞

畦地 亮さん
（経営学科4年）

堀之内 恵璃さん
（商学科1年）

杉浦 正弥さん
（商学科3年）

いつでも分かる
水量メーター

取り付け
ガーメントバッグ

動物の納棺
オーダメイド

旭電機化成株式会社
《課題提供企業》

《課題提供企業》
フジ矢株式会社

《課題提供企業》
マツダ紙工業株式会社

広島・高松・松山・高知の各会場）の開催を予定
しております。皆様と共に有意義な時間（とき）を
過ごせればと思っておりますので、是非ともご参加
くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

なお、カフェに隣接するギャラリーには、多種多様
なアンモナイトを展示・解説し、入館者を驚かせ
ました。

全大会 就職講演 ランチ交流会 キャンパスツアー（リアクトコース） キャンパスツアー（本学コース）
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◆ WEBページ

◆ 商大スポーツ

◆ 闘え！商大！メールマガジン

卓球部
第87回関西学生卓球選手権大会
・ 男子シングルス　3回戦敗退　芝本周一郎さん（商2年）
関西学生卓球秋季リーグ戦
・ 男子3部Aリーグ　2位
第52回会長杯
・団体3位

バスケットボール部
男子第68回西日本学生バスケットボール選手権大会
 ・ 3回戦敗退
関西学生バスケットボールリーグ戦
 ・ 2部　10位（3部自動降格）

バレーボール部
第44回西日本バレーボール大学男子選手権大会
 ・ 決勝トーナメント　2回戦敗退
関西大学バレーボール連盟男子秋季リーグ戦
 ・ 1部　8位
第71回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会
 ・ トーナメント戦　1回戦敗退

フィールドホッケー部
関西学生ホッケー秋季リーグ ・ 男子3部　6位

ボウリング部
第57回関西学生ボウリング選手権大会
 ・ 男子マスターズ戦　16位　堂脇翔太さん（公共1年）
 ・ 女子マスターズ戦　4位　松原多恵さん（商2年）　
第57回関西学生ボウリング秋季リーグ戦 ・ 4位

ラグビー部
関西大学ラグビーフットボールリーグ
 ・ D（4部）1リーグ　4位
 ・ Dリーグ順位決定戦　10位

囲碁・将棋部
【将棋】「秋期個人戦本戦」
 ・ 優勝  千野啓人さん（経済2年）

会計学研究会
春季（第61回）全国大学対抗簿記大会大阪校会場
 ・ 団体戦　1級の部　優勝　会計学研究会Aチーム
　池辺恒星さん（経済3年）・内山博晶さん（経営2年）・
　谷之木勇磯さん（経済3年）・玉木詢也さん（経営2年）

麻雀研究同好会
第5回麻雀王国杯学生麻雀甲子園近畿予選
 ・ 予選敗退

陸上競技部
関西学生陸上競技種目別選手権大会兼第40回関西学生混成選手権大会
 ・ 男子4×100m　予選2組7位
　西中隆斗さん（経営3年）・鷲見元輝さん（経済2年）・
　松本佳樹さん（公共経営4年）・植田司朗さん（公共経営4年）

少林寺拳法部
第56回少林寺拳法関西学生大会
 ・ 自由組演武茶帯の部　予選4コート14位
　喜多亮月さん（経済3年）・逸﨑勇太さん（商3年）

合気道部
第38回関西学生合気道競技大会
 ・ 演武競技男子対武器の部　4位
　寺田晃平さん（経営4年）・山本広大さん（経済2年）
第49回全日本学生合気道競技大会
 ・ 演武競技男子対徒手の部　ベスト8
　寺田晃平さん（経営4年）・山本広大さん（経済2年）

水上競技部
第92回関西学生選手権水泳競技大会兼
第94回日本学生選手権水泳競技大会関西支部予選会
 ・ 男子3部50m自由形　予選17位　岩本凌一さん（経済3年）

ソフトテニス
第72回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会
 ・ 男子の部　2回戦敗退
第73回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会
 ・ 男子の部　4回戦敗退
　西川裕介さん（経済3年）・森本健太さん（経営4年）
第60回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会
 ・ 男子の部　2回戦敗退　藤田凌羽さん（経営2年）
関西学生ソフトテニス秋季リーグ戦
 ・ 男子2部　5位

日本拳法部
第34回全日本学生拳法個人選手権大会
 ・ 男子の部　準優勝　前田稔輝さん（経営4年）
第63回全日本学生拳法選手権大会
 ・ 男子団体　2回戦敗退

準硬式野球部
清瀬杯第50回全日本大学選抜準硬式野球大会
 ・ ベスト4
阪神六大学準硬式野球連盟秋季リーグ戦
 ・ 6位

自動車部
第17回全日本学生ドリフト王座決定戦 西日本大会
 ・ 2回戦敗退　丸山陽光さん（経済4年）

柔道部
第37回関西学生柔道体重別選手権大会
 ・ 66kg級
 ・ 73kg級
 ・ 73kg級
 ・ 81kg級
 ・ 81kg級
第51回大阪府下大学対抗柔道大会
 ・ 男子団体1部　4位

3回戦敗退　佐藤蓮太さん（公共1年）
3回戦敗退　水谷海音さん（公共経営4年）
3回戦敗退　小野裕真さん（公共経営2年）
3回戦敗退　芳村勇さん（公共経営3年）
3回戦敗退　小橋川寿紀さん（経済2年）

剣道部
第66回関西学生剣道優勝大会
 ・ 男子団体  1回戦敗退
第31回関西学生剣道新人大会
 ・ 男子団体　2回戦敗退
 ・ 女子個人　2回戦敗退　氏原咲音さん（経済1年）

硬式庭球部
関西大学対抗テニスリーグ戦
 ・ 男子5部決勝トーナメント　2回戦敗退
 ・ 女子5部予選リーグDブロック　4位

ボクシング部
第72回関西学生ボクシングリーグ戦 ・ 1部　4位
第73回国民体育大会（福井しあわせ元気国体）正式競技
ボクシング競技
 ・ 成年男子バンタム級　3位　池側純さん（公共経営3年・大阪）
第88回全日本ボクシング選手権大会
（いきいき茨城ゆめ国体ボクシング競技プレ大会）
 ・ バンタム級　ベスト8　池側純さん（公共経営3年）

ライフル射撃部
第65回秋季全関西学生ライフル射撃選手権大会
 ・ 10mエアライフル男女立射60発競技　89位
　林壱剛さん（経営2年）

サッカー部
第47回関西学生サッカー選手権大会兼第42回総理大臣杯
全日本大学サッカートーナメント関西地区予選
 ・ ベスト16
第96回関西学生サッカーリーグ（通年）
 ・ 2部Aリーグ　4位（1部－2部A入替戦敗北）

ウエイトリフティング部

第57回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会
 ・ 団体Ⅰ部　4位
第73回国民体育大会（福井しあわせ元気国体）正式競技 
ウエイトリフティング競技
 ・ 成年男子56kg級　3位
　東野凌大さん（公共経営3年／徳島）
第66回関西学生ウエイトリフティング選手権大会
 ・ 男子団体　優勝（4年連続57回目）

空手道部
第61回全関西大学空手道選手権大会
 ・ 男子団体組手1部　3位
第62回全日本大学空手道選手権大会
 ・ 男子団体組手　ベスト16

硬式野球部

第67回全日本大学野球選手権大会
・ ベスト16
関西六大学野球秋季リーグ戦
 ・ 準優勝

5
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今年で67回目となる大学祭「御厨祭」は、10月
27日（土）～10月28日（日）の期間で天候にも
恵まれ華やかに開催されました。2018年度の
テーマは「Time passage ～ほほえみ～」でした。
ゼミ生、クラブ生、仲良し学生などによる焼きそば、
お好み焼き、フランクフルト、ワタ菓子などの定番
からチョロス、はし巻きなど今時の模擬店を含め
50以上模擬店が出店しました。またOB組織の
校友会より全国各支部から届けられた地元特産
品の販売、文化系クラブによるクラブ展示、放送
局による自主作品映画の上映、大道芸人や吹奏
楽部、ストリートダンス部によるステージショー他
数々のイベントが2日間にわたり盛大に行われ、
ほほえみいっぱいの2日間となりました。楽しく
笑顔で開催できたその裏には、大学祭実行委員
会の学生約130名が御厨祭開催に向け、企画・
準備・実施・撤収まで運営に携わってくれたおかげ
です。大学祭実行委員長・経済学部経済学科

3年の田口雅史さんは「今年の学祭は2日間で
したが、実行委員誰一人怪我をすることなく終わる
ことができたことが幸いでした。今年のテーマで
ある「Time passage ～ほほえみ～」は来場者の
皆様や実行委員全員が笑顔で過ごせるような
学祭にするためにこのテーマにしました。毎年と
変わらず大盛況で、来場者の皆様を笑顔にできた
と思います。1日目に出演していただいたMr.チョップ
リンは年齢を問わずに人気があり、一緒にステージ
企画を盛り上げることができました。2日目のファイ
ナルコンサートにはBLUE ENCOUNTが出演し、
学祭最終日を大いに盛り上げていただき、全員が
笑顔で学祭を終えることができました。
大学祭実行委員長として半年間務めてきました
が、長いようで短い半年間でした。特に何も問題
が起こらず学祭が終了したことは、実行委員や
教職員皆さんの協力があったからできたことだと
思います。このような素晴らしい経験をできたこと

大会情報など
詳細をチェック！

毎年7月、１月（年２回）発行のスポーツ新聞！ 学内で配布します!

毎週月曜配信。登録無料！ 講読申込は、WEBページかQRコードから！

（平成30年6月2日～12月8日現在）
TO

PI
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普段は学生の憩いの場となっているラビックホ
ールにて「プロ野球ドラフト会議2018（生中継）
を見守る会」を10月25日（木）に開催いたしま
した。会場内には、本年度プロ志望を表明した
太田光君、滝野要君、尾田恭平君と硬式野球
部員や保護者と在学生、教職員並びに多くの
取材陣など総勢200名以上が集まりＴＶモニター

から流れるドラフト会議を見守っていました。
そして、東北楽天ゴールデンイーグルスから太田
君（捕手）、中日ドラゴンズから滝野君（外野手）
の名前があがり、大きな歓声と拍手の渦が場内
に響き渡りました。4年間投手として活躍した尾
田君は、強豪社会人チームに進むこととなりまし
た。皆さん大きな感動をありがとうございました。

event close up

田口委員長と
（最前列中央）
実行委員会の
　皆さん

クラブ出店
やきそば屋

　 昨年優勝した「チームシュヴァル」

スパイスカレー講座

ドラフト会議を見守る硬式野球部員とプロ野球選手誕生の瞬間を狙う取材陣

野球部員から
胴上げされる
太田君（左）・
滝野君（下）

TO
PI
C 6

本学での学生生活をより豊かなものにするた
めに、学生同士のつながり、そして多種多様の
業界への視野を広げるきっかけづくりとして、
平成24年度から「学生間コミュニティ形成支援
プログラム」を導入しています。今年度は7月に
ハウス食品（株）からスパイスマスターをお招き
し「スパイスカレー講座」、11月には（株）明治
から管理栄養士をお招きし「チョコレートとは」
をテーマにセミナーの開催と系列校の緑涼高校
から茶道の先生を招き「はじめての茶道教室」

を開催しました。いずれのイベントも好評で、
学生達も楽しいひと時を過ごしていました。また
2月5日に、男子学生限定の「漢（おとこ）たち
のフットサル大会Ⅴ」を開催します。

空手道部 ウエイトリフティング部 サッカー部 日本拳法部

http://ouc.daishodai.ac.jp/club

　ゼミ出店
　おばあちゃんの
　豚汁

　チョコ
　セミナー

楽
天
か
ら
指
名

　
さ
れ
た
瞬
間

　 はじめてのお茶会

を光栄に思っています。来年は最後の学祭ですが、
一人の実行委員として盛り上げていきたいと思
います。」と笑顔で語ってくれました。実行委員の
皆さんありがとうございました。そしてご苦労様でした。
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information

図書館のイベント情報などをいち早くお届けするためTwitterをはじめました！
保護者の皆様も図書館にご興味のある方はフォローしてみてください。
● 名前：大阪商業大学図書館　 ● ユーザー名：OUC_Lib

総合経営学部 商学科  岩井 紀子 先生
（専門 ： 社会心理学、家族社会学、社会調査）
【血液型】 O型　【星座】 うお座
【性格】 谷岡学長の「やるかやらないか迷ったら、やる」
に30年近く影響されて、決断が早くなりました。決めてから
考える感じです。状況はみるけれど、ブレない方です。
【趣味】 水泳、スキー、観劇、観戦、温泉めぐり

社会心理学が専門です。人は、親しい人や見知らぬ人や
置かれた状況の影響を受けて行動する一方で、影響を与え
ています。人がどのように感じ、行動するかを教えています。

Q.何を教えているの？

心理学と産業社会学で学んだこと、日本経済史と地理学と
異文化比較論で学んだことなど、それぞれの科目で学んだ
知識を連携させて考えることができるように。

Q.学生に身につけてほしいことは？

状況を分析して、知識と知識を連携して考える習慣は一生
モノです。また、授業で聞いたエピソードが、人生の思いも
よらぬ局面で思い返されることがあります。

Q.将来、学びが社会にどう役立つ？

10月1日（月）～5日（金）まで正門にてあいさつキャンペーンを行いま
した。陸上競技部と会計学研究会の部員、その他有志の学生の方々
のご協力のもと、正門とリアクト前で１限目、2限目に登校される学生と
教職員の皆さんへ元気に挨拶をしました。また、爽やかな朝は、元気な
挨拶からと「思いやりと礼節委員会（教職員からなる委員会組織）」で
は、「秋のあいさつキャンペーン」の一環として、１0月2日（火）に正門
前にて特別企画「元気なあいさつにチャレンジしよう！」を開催しまし
た。みなさんの元気な「おはよう！」を“元気メーター”で声量を計測して
掲示板に張り出すことで、ふだんの挨拶を、もっと楽しく盛り上げようと
企画したものです。「元気の良さ」に応じて、看板にシールを貼付（男
性は青色、女性は赤色）し、最高得点は、なんと「113点（デシベル）」
が記録されるなどいつもとは一味違う朝を迎えました。あいさつキャン
ペーンにご協力頂いた皆さんありがとうございました。

1月25日（金）～2月1日（金）の期間で2018年度学年末定期試
験があります。定期試験および追・再試験に関する注意事項や
試験時間割は、試験期間のおよそ2週間前に教務課の掲示板
や「S‐Navi！」などで学生へお知らせする予定です。なお、4年生
の成績発表は、2月21日（木）に学内で行います。追・再試験受
験者は、同日程で本館2階の証明書自動発行機で追・再試験受
験料納入手続きを済ませる必要があります。1～3年生の成績発
表は、「S-Navi！」で行います。学生は3月12日（火）～26日（火）の期間で「S-Navi!」
（パソコン版のみ）から成績の確認ができます。なお、保証人様には、3月下旬に別途、成績通
知書の郵送を予定していますので、ご子女の単位修得状況の資料としてご活用ください。

秋のあいさつキャンペーンを実施しました！！

学年末定期試験について！

図書館Twitterはじめました！

１月5日（土）・7日（月）
修士論文受付期間

1月7日（月）
後期授業再開

1月16日（水）
学長褒賞式

1月19日（土）～20日（日）
大学入試センター試験（学内立入禁止）

1月25日（金）～2月1日（金）
「学部生」学年末定期試験期間
（1月26日・27日を除く）

1月25日（金）～2月2日（土）
「院生」後期補講・試験期間
（1月27日を除く）

2月15日（金）
学園創立記念日

2月21日（木）
4年生成績発表（学内で実施）
追・再試験受験料納入期日

2月28日（木）～3月2日（土）
追・再試験期間

3月12日（火）
1～3年生成績発表（「S-Navi！」で発表）
4年生の追・再試験受験者成績発表
（学内で実施）

3月18日（月）～26日（火）
履修登録期間
（詳細な日程は「S-Navi！」で発表）

3月19日（火）・22日（金）・25日（月）
履修相談会

3月25日（月）
学位記授与式

3月27日（水）～28日（木）
在院生成績発表

3月27日（水）
定期健康診断（在院生・新4年生）

3月28日（木）
定期健康診断（新3年生）

3月29日（金）
定期健康診断（新2年生）

3月31日（日）
学年終了

※日程・内容などは、変更になる場合があります。

←ハサミなどで切り離していただき、
　目に留まるところに貼ってご活用ください。

ＬＬ教室をリニューアル！
6号館5階にありますLL教室をこの秋にリニューアルしました。この教
室は、本学の英語教育を展開させる中心的な役割を担っている教室
で、多くの学生達が英語の授業で利用しています。今回、最新の授業
支援ソフト：WING－NETのCALLシステムを活用することで、英語
以外の授業でも利用することが可能となり、その結果、他の情報処
理教室の稼働率も高まり、より多くの学生達が利用できる教室環境
となりました。更新したHW機器も、Windows10対応PC（TFT21.5型
ワイドLED）、ブルーレイ対応BDプレーヤー、フルHD・2K書画カメラ、液晶
プロジェクター（5,500lm/WXGA）など、
最新の機種を導入しており、利用する学生
達の英語能力と学習意欲の向上に寄与
するものと考えています。

学生相談室は、学生の皆さんが学生生活を送る上で困ったり迷ったりした時に、気軽に
利用できる場所です。有意義な学生生活を送れるよう一人ひとりの悩みや問題について、
カウンセラーを中心に話し合いながら共に考え、学生の皆さんが自ら問題解決を見出せる
ようお手伝いをしています。学生ご本人だけでなく、保護者の方からも学生に関する相談
をお受けしています。わが子にどのように接したらよいのか悩んでおられる方は学生相談室
にご相談ください。少しでもお力になれればと思っています。

学生相談室（愛称：りらくさん）では、保護者の方からの相談もお受けしています

C
am

pus Schedule
2019年

1月
～
2019年

3月

定期健康診断は、疾病の早期発見・早期治療・健康管理を目的として行うため、毎年必ず
学生全員が受診しなければなりません。所定の日時にご子息、ご子女が受診できない場合
は、保健室まで相談に来るようにお伝えください。また、診断結果は、「S-Navi！」（パソコン版
のみ）からの照会（院生は学生本人に結果通知を郵送）になります。受診後の照会期間中
に必ず、学生本人が照会するようにしてください。照会方法は、「S-Navi！」のファイル共有
にあるマニュアルでご確認いただけます。

定期健康診断を必ず受診させてください

本学では、魅力あるキャンパスづくりに向けて、中長期的視点に立った
ビジョンでキャンパスの課題解決に向けキャンパス整備計画に取組ん
でいます。美しいキャンパスを実現していくと共に、地球温暖化対策や
地域のエネルギー消費削減といった課題を解決するために、エネルギー
消費を抑制し、施設の長寿命化を図りながら、地球環境に配慮した
キャンパス整備を行っていくこととしています。今年度夏期には、学生
たちのキャンパスライフの充実の観点から、５・６号館トイレ改修工事
【人感センサー式LED照明器具、節水型便器、自己発電型自動水洗
導入】に取組み、キャンパスライフの向上を図っています。また、12月
から2月末にかけて学生たちの課外活動の場となっている総合体育館
の設備整備・内外装等の補修・改修工事【LED照明器具、省エネ型
空調機器導入】を実施しており、学生たちがより主体的に課外活動に
取組める環境の整備を行っています。今後さらにキャンパスの教育
環境も充実させていく計画をしています。

◇平成30年度実施整備内容◇
● 5・6号館トイレ改修工事（夏期休業期間実施）
　【人感センサー式LED照明器具、節水型便器、自己発電型自動水洗手洗、
　  温水洗浄便座】
● 総合体育館各工事（12月～翌年2月末） 
　・部室、研修室、トレーニングルーム空調設備設置工事 【省エネ型機器導入】
　・内外装補修工事 【LED照明器具】
　・全トイレ改修工事 【人感センサー式LED照明器具、節水型便器、
　　　　　　　　　   自己発電型自動水洗手洗、温水洗浄便座】
※自己発電型自動水洗：自動水栓が自己発電し、電源不要な自動水洗システム。

～キャンパス整備計画～
美しいキャンパスと地球温暖化対策や省エネ化の実現へ

お願い!!

在 院 生
3月27日（水）

新4年生 ［経済・公共経営・公共］ 9：30～11：30
［経営・商］ 13：00～15：00
［該当時間に受診できなかった方］ 15：00～16：00

［院］ 9：30～11：30、13：00～16：00

新3年生 3月28日（木）
新2年生 3月29日（金）

　　  未受診者の学生
所定の日時に定期健康診断を受診できなかった場合は、4月9日（火）の予備日に必
ず受診するようにご指示ください。なお、すべての日時で受診しなかった場合、学外の
医療機関での受診（費用は本人負担）となります。必要書類などを保健
室または学生生活課で受け取り、学外の医療機関で受診し、その
診断結果を保健室に提出していただくこととなります。

　　  有所見者の学生
診断結果に所見（異常）のある学生は、診断結果の照会ができません。
保健室で再検査などを行いますが、場合によっては早急に検査・治療が
必要となることもありますので、大至急保健室に来るようにお伝えください。

＊ 相談内容の秘密は厳守されますので、ご安心ください。

06-6785-6168（月～金曜日 9:00～18:00）
相談は予約制になっていますので、学生相談室までお問い合わせください。

ご相談例
・いつもと様子が違う（行動が気になる）
・何か悩みを抱えていそう　・友達がいないのでは？
・集団になじめない　・このままでは将来が不安  など

注意1

注意2

竣工した5号館１階トイレ・パウダールーム

元気にあいさつ 声量掲示板 「おはよう」の声で計測
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