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教育後援会ニュース
大学と保護者を結ぶ情報誌

西田
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令和3年度を振り返って
地域別教育懇談会
◆
会長・支部長あいさつ
◆
キャリアセンターだより
◆
就職活動体験談
◆
教育後援会活動報告（学友会への支援）
◆
卒業証書・学位記授与式のご案内

賞、荒井さんはシンクロ高
飛込でメダル争いを演じ６
位入賞と輝かしい成績を残
されました。
本学で、在学中の学生に
よるオリンピック出場は１
９８８年ソウルオリンピッ
クで１００ｍ／２００ｍ背
泳ぎに出場された大野木智
子さん以来 年ぶりで、２
名の学生による出場は本学
創立以来初の快挙となりま
した。これからもオリン
ピック出場選手の輩出へつ
ながるよう本学のスポーツ
振興支援へのご協力をお願
い致します。

東京オリンピック出場
２選手への応援横断幕を掲出

東京２０２０オリンピック
へ水泳部・荒井祭里さん（新
健３年）が高飛込／シンクロ
高飛込で、体操部・杉原愛子
さん（短健２年）が体操女子
団体で出場されました。２選
手へ熱いエールを送るため、
教育後援会、鳴松会、学友会
の３団体の支援により、２選
手の顔写真を掲げた応援横断
幕は中央キャンパス（ＫＭ館
連絡橋）
へ、その他の横断幕は
浜甲子園キャンパス（実験
棟）
、上甲子園キャンパス（建
築スタジオ）の計３ヶ所へ掲
出されました。コロナ禍のた
め、学生や教職員が一同に会
した壮行会は実施できません
でしたが、荒井さんが所属す
る水泳部や中堀ゼミ、杉原さ
んが所属する体操部や健康・
スポーツ学科の教員、本学の
職員からのエールが中心と
なった応援動画を
で配信、中央キャン
パスには懸垂幕を２箇所に掲
出し、２選手の活躍を祈りま
した。
教育後援会からの手厚い支
援と応援もあり、杉原さんは
予選を突破し、見事５位入
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しても対面ではできないことも
ありますが、それは別の方法、
発想を変えて実施していきたい
と考えております。令和３年度
は、一歩一歩手探りではありま
したが、少しでも前進できたこ
とは次につながる成果だと思っ
ております。
これからも様々な試練はある
と思いますが、それは新型コロ
ナウイルスに限った話ではない
ように思います。ウイズコロナ
時代、既に社会は新しい生活様
式に移行しつつあります。中に
は時代の変化と言えるものも多
く、それは細かな対応というよ
りも、大きな変革が求められて
いるように感じております。も
し、時代の分岐点に立っている
のだとしたらもっと大きな視野
で物事を判断すべきことも多い
と思います。そういったことも
含め、引き続き、皆様のご理解
とご協力、ご支援を賜りたく存
じます。どうもありがとうござ
いました。
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令和３年度の学生部長を拝命 ますが、学内の光景を見ても久
しています西田徹です。同時に、 しぶりの日常生活を取り戻して
教育後援会の副会長を拝命して いるように感じます。ただ、も
います。学生部長を令和元年４ し第６波がやってくるのであれ
月に拝命して早くも３年目にな ば、たとえば、課外活動にどの
りますが、令和２年の２月末か 程度の制限をかけるべきか、総
らは新型コロナ対応に明け暮れ 合的に考えることになります。
このように新型コロナに振り
た毎日だったと振り返ります。
皆様におかれましても新型コロ 回されていることは確かなので
ナの影響はとても大きく、日々 すが、令和２年度と３年度では
対応に追われていることと拝察 大きく異なっていると実感して
います。令和２年度卒業式、令
いたします。
実はこの原稿を執筆していま 和３年度入学式を開催できたこ
すのが令和３年の 月初頭で、 と、５月には体育祭、 月には
第５波の新型コロナは収束状態 文化祭をハイブリッド型（対面
です。感染症対策は実施してい とオンラインの併用）で開催で
きたこと、６月の教育後援会の
定期総会は対面で実施できませ
んでしたが、毎年夏に行ってい
る地域別教育懇談会をオンライ
ンによって開催できたことなど
は本当に大きな成果だと実感し
ています。このような行事が開
催できたことは、皆さまのご理
解、ご協力、ご支援によるもの
だと存じます。改めてお礼申し
上げます。
新型コロナウイルスについて
は現在も分からないことが殆ど
ですが、一人一人が意識して
様々な感染症対策をとりながら
行動するしか他に方法がないよ
うに思います。活動の内容、場
所や人数の規模によって、どう

中央キャンパスでの掲出

杉原愛子さん（短健２年）
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荒井祭里さん（新健３年）
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※就職相談と教職相談は
10/2に開催

●就職相談
島

8月27日(土)

リーガロイヤルホテル広島

福

岡

8月28日(日)

福岡ガーデンパレス

金

沢

9月 3 日(土)

ANAクラウンプラザホテル金沢

本部会場
（9/25）

高

松

9月11日(日)

リーガホテルゼスト高松

13：00〜順次
（各15分）

本

部

9月24日(土)

大学中央キャンパス、他

●学生部相談
（奨学金・寮・クラブ）

地方会場と本部会場との複数参加も可能です。
会場をお選びいただけます。

ご案内は2022年7月に発送する予定です。ご都合の良い日・

後援会より補助しています。

本部会場

昨年度より、PCR検査にかかる費用の半額（２,０００円）を教育

午前中は「全体会」を開催し、学
長・教育後援会会長の挨拶と、学生
部・教務部・キャリアセンターより取
り組みについて報告、講演がありま
す。 午 後 か ら は 、 各 学 科 に 分 か れ て
「個人懇談会」や「共通プログラム」
などが開催されます。
保護者のみのご参加も可能ですし、
ご息女とご一緒にご参加いただくこと
も可能です。

PCR検査費支援

事前申込者対象

●教職相談

全日程
ZOOM開催

●個人懇談
広

地域別教育懇談会

地方会場

3,637件

合計

2,905件

R3年度
（R3.3月〜10月）

732件

R2年度
（R2.11月〜R3.2月）

PCRセンター

年度別PCR検査受検学生数

●個人懇談

会

場
期 日
開催場所

九州支部
（8/28）
、中国支部
（8/29）
、北陸支部
（9/4）
、四国支部
（9/11）
15：00〜順次
（各15分）

令和4年度地域別教育懇談会
（予定）

戻す場合であっても、オンライン方式を一部併
教育後援会主要行事
用するなど、多数の保護者の皆様に参加いただ
けるよう検討してまいります。地域別教育懇談
会は、保護者の皆様と大学をつなぐ貴重な懇談
の場ですので、この機会に、ご息女が通われて
教育後援会の主催行事である「地域別教育懇談
いるキャンパスの雰囲気をお確かめください。
会」は、例年８月末から９月下旬にかけて４地区
会場と中央キャンパスにおいて開催されています。
昨年度はコロナ禍により、本部・地方会場ともに
全面的に中止となりましたが、今年度は規模や内
容を見直してオンライン方式により、保護者の皆
様と教職員との「個人懇談会」のみ開催しました。
保護者の皆様には、ご自宅から
会議サー
ビス Ｏ Ｍを利用して接続していただき、教職
員との学業等に関する個人懇談、就職相談、教職
相談、その他学生生活に関する相談会を実施させ
ていただきました。
保護者の皆様との Ｏ Ｍ懇談については、大
学としては初の試みだったこともあり、一部の参
加者には不安の声もありましたが、「担任の先生
から直接お話を伺え安心した」「大学まで行くに
は時間も交通費もかかるので自宅から参加できる
機会はありがたかった」という意見をいただきま
した。
新型コロナウイルスによる影響は今後も予断を
許さない状況ですが、次年度は従来の対面方式に
Z
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≪令和３年度 地域別教育懇談会タイムスケジュール≫

新入生の保護者、今まで参加経験のない保護者のみなさまに過去の開催
（令和元年）
の様子を写真でご案内します。

令和３年度教育後援会の会長を、務めております安倍
千鶴でございます。
日頃より、皆さまには教育後援会の活動にご理解とご
協力を賜り感謝申し上げます。

教育後援会会長

鶴

今年度もコロナ禍でのスタートとなり、教育後援会定
期総会（評議員会）は書面審議、地域別教育懇談会も例年
とは違った形で開催されました。皆さまとお会いするこ
とは、叶いませんでしたが、来年度は開催されることを
願っております。
本来あるべき学生生活により近い形で、ご息女が過ご
されますよう、感染対策を徹底し、サポート出来ればと
思っております。
最後になりましたが、今後とも皆さまのお力添えを賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。

コロナ禍での経験を糧に

千
倍
安

監 事 長田 奈緒美
（大演４年） 村上 美穂
（新教１年）
瀬口 和義 学長
顧 問 大河原 量 学院長
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令和 3 年度 教育後援会役員
会 長 安倍 千鶴（大食４年）

庶 務 宗利 真奈美（短英新１年） 多田 祥治 学生部次長 立花 弘資 学生課長
副会長 小司 かおり（新薬５年） 野村 明子（大英３年） 西田 徹 学生部長

会 計 辻村 智子
（新教１年） 景山 峰司 財務課長

教育後援会会長・支部長あいさつ

西野 暁子

四国支部長

山本 将也

保護者の皆様におかれま
しては本会の活動にご理
解、ご協力をいただきお礼
申し上げます。親元を離れ
て生活するご息女の保護者
の皆様にはなにかと心配事
が多いかと思いますが、本
会は皆様の不安を和らげる
べく、大学と協力しながら
活動を行っています。
本年の地域別教育懇談会
は新型コロナウイルス第５
波により、オンラインでの
個人懇談のみの開催とな
り、直接会場にて学校の現
状等を知るチャンスが失わ
れたことは残念でなりま
せん。
再び地方会場で開催時に
は、多くの方にご参加いた
だけますよう願っており
ます。
最後になりましたが、武
庫川女子大学の教育後援会
のますますのご発展をお祈
り申し上げます。

北陸支部長

保護者の皆様には、日頃
より教育後援会にご理解・
ご協力を賜りましてありが
とうございます。
昨年同様、地域別教育懇
談会が中止となりました
が、今年度はZOOMによ
るオンラインでの個人懇談
会が開催され、参加された
方々からは「大変良かっ
た。安心した。」といった
声が多くありました。地域
別教育懇談会は大学を知る
貴重な情報源です。学生・
保護者の皆様においては、
一人でも多くの方々にご参
加いただき、教育後援会を
通してほかの大学では体験
できない武庫川女子大学・
同短期大学部の良さを更に
確認していただきたく存じ
ます。
最後になりましたが、武
庫川女子大学・短期大学部
と教育後援会の益々のご発
展をお祈り申し上げます。

中国支部長

神保

健一

保護者の皆様におかれま
しては、教育後援会の活動
にご理解ご協力を賜り厚く
お礼申し上げます。
本年も新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点か
ら対面形式による地域別教
育懇談会が中止となり、保
護者の皆様との交流や学校
の様子を知る機会がなくな
り残念でした。
学生達はコロナ禍におけ
るリモートでの授業がメイ
ンとなり、先生や学生同士
の交流もほとんどないまま
不安な日々を過ごしている
ことと思います。
今後、新型コロナウイル
スの収束を願いつつ、新し
い生活様式の中で少しでも
明るい日常を取り戻すこと
を願っております。
そして、来年度再び地域
別教育懇談会が開催され、
皆様と有意義な時間を過ご
せますことを楽しみにして
おります。
最後に、武庫川女子大学
教育後援会の益々のご発展
をお祈り申し上げます。

九州支部長

中原 登

保護者の皆様におかれま
しては、教育後援会の活動
にご理解、ご協力を賜り誠
にありがとうございます。
本年度の地域別教育懇談会
は新型コロナウイルス感染
）対策のた
症（ COVID‑19
め対面による全体会は中止
となったものの、教職員の
皆様のご尽力により個人面
談、各種相談についてはリ
モート開催を実施して頂き
ました。課題点も残されて
おりますが、対面、リモー
トの併用による今後の開催
も検討されております。開
催後のアンケートでは実施
内容についても様々な意見
を頂戴しております。貴重
なご意見として今後の活動
に活かしていきます。
（大
ところで University
学）と言う言葉は「教師と
学生の団体」を指すとされ
ております。保護者として
武庫川学院に委ねるだけで
はなく、後援活動を行うこ
とで学生の学業、キャンパ
スライフ、就職活動などが
充実したものとなり、世界
的な提唱となっている
のモットーである
SDGs
“誰一人取り残さない
）
”
（ leave no one behind
が身近な事として実現され
るため、保護者の皆様の更
なる今後のご理解、ご協力
を宜しくお願い致します。
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一生を描ききる女性力を。

キャリアセンター センター長

内田 正博

毎年、卒業生座談会（女性活躍総合研究所主催）
に登場す

リーダーシップには注釈が必要です。このリーダーシップは

るのはいずれも「女性活躍」にふさわしい先輩たち。
２０２１年

リーダーだけのものではなく、組織の構成員全員が持つ

度は、
ニューヨークのユニクロで店長を務めた後、更なるキャ

べき、役職や権限のないリーダーシップ、全員発揮型のリー

リアアップを目指して現在米国の大学で学んでいる松浦莉子

ダーシップです。豊かなコミュニケーション力を備えた主体性

さん（大英２０１５卒）、
シスメックスの人事部で新入社員研修

と言い換えることもできます。長期的に企業等で働くことが

の講師を務める黒岩瞳さん（大日２００５卒）、
ハウスウェルネ

前提となる女性活躍には、必然的に多くの多様な人々と協働

スフーズ取締役・機能性事業本部長の佐々木直美さん（短

することから、
リーダーシップは必須となります。

家・栄養士コース１９８６卒）の３名の武庫女OGでした。
３人

また教養については、黒岩瞳さんが言った「知識を記憶の

に共通するのは、社内および社外における自分を成長させる

フックにかける」、
多くの引き出しを持つことが大切ということ

機会に積極的に取組み、組織の活性化に貢献していること

につながりますが、豊かなコミュニケーション力と人望と信頼

です。

を必要とするリーダーシップには不可欠なものです。

３人のお話を通して、
「女性活躍」には次の３要素が必要だ

人生100年時代を迎え、MUKOJO VISIONの「一生を描

と痛感しました。それは、①生涯学び続ける力②リーダーシッ

ききる女性力を」具現化するためにも、前述の３つはますます

プ③教養の３つです。

重要な女性活躍３要素となっていくでしょう。

【最近の就職活動】

【周りが見えづらいコロナ禍での就活。ポイントは「主体性」。】

2022年3月卒業予定の大卒求人倍率は1.50倍（出展：株式

コロナ禍において「周りが見えづらく就職活動を進めていく

会社リクルート「第38回ワークス大卒求人倍率調査」。前年

のに不安がある」という相談が寄せられます。まずは、つながる

1.53倍より0.03ポイント微減）。コロナ禍による経済停滞によ

ための第一歩にぜひキャリアセンターをご利用ください。

り飲食店・観光業のような影響を受けやすい業界では新卒採用

先輩の中には「授業がほとんどオンラインで登学していませ

人数が減少したものの、約7割の企業がコロナの影響を受けて

んでした。キャリアセンターは対面でも利用できたので、大学の

も人数を変更しておらず、大企業においては採用意欲も回復し

施設の中で一番多く利用しました」と、
コロナ禍でもキャリアセ

てきています。

ンターをしっかり利用してくれた学生もいます。

また、学生の皆さんの希望もコロナ禍の不確実性への不安か

また、オンライン
（Zoom）のライブ型で実施しているガイダ

ら安全志向となり大企業希望者が増え、早い段階から志望動機

ンスの質疑応答時間には、声を出して直接またはチャット機能を

や自己PRが明確に主張できるようになっていないと内定獲得

利用して、ぜひ質問をしてみてください。講師とやりとりするこ

が難しくなっています。

とでアドバイスを受けられ、不安が軽減されることもあります。

2023年3月卒業予定者対象の採用活動時期も前倒しの傾

キャリア・就職相談では、専門のキャリアカウンセラーがオンラ

向があり、インターンシップへの参加など早期から主体的に活

インと対面による個別面談を実施し、一人ひとりの悩みに寄り

動している学生ほど内定を獲得するケースが増えています。

添っています。学生の皆さんの希望に応じて、
オンラインか対面

コロナ禍の就活は「オンライン」がキーワード。オンライン活

かを選択していただけます
（予約制）。ご息女にとって、初めての

用のメリットは就職活動に係る費用（交通費、宿泊費など）や移

就職活動です。さまざまな不安解消のためにも、ぜひキャリアセ

動時間が軽減され、選考を受けるか迷っている企業にも積極的

ンターの利用をお勧めください。

にチャレンジできる点です。一方、対面で社員の方に会えないな
ど従来よりも企業の雰囲気がつかみづらいというデメリットはあ
ります。企業によっては、例えば一次面接や二次面接ではオンラ
インを活用し、最終面接は対面で行うなど、デメリット解消のさ
まざまな工夫をしてくださっています。また、一次面接からしっ
かりと時間をかけて話を深掘
りする傾向が見られます。これ
からの就職活動もオンライン
の活用は続くと予想されます。
学生の皆さんはオンライン・対
面両方の備えをしておくこと
がポイントです。

MUSESのキャリア支援メニュー「キャリア・就職等相談申込」
から予約をしていただけます。
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キャリアセンターを利用してみよう！ 〜気軽に来室してください〜
キャリアセンターは
「社会との接点」
となる場所です。
「背筋が伸びる」場所とも言われます。その雰囲気のせいか、
少しためらうかもしれませんが、
キャリアセンターは学生と学生、
学生と社会人との貴重なコミュニケーションの場ですから、
安心してください。納得がいく就職活動ができた学生
ほど上手にキャリアセンターを利用しています。学年に関わらず、
キャリアセンターを訪れてみるよう、
ご息女にお声掛けください。
キャリア・就職に関する
ポスター、
チラシ、資料、
書籍などが集まっている
スペースです。

自由に使えるパソコンがあり、
情報
検索やエントリーシートの作成が
できます。

掲示コーナー
Posted Corner

事務室
Oﬃce

キャリア・就職相談が個別にできるスペースです。本学専
属のキャリアカウンセラーへの相談（6名在籍、予約制）
のほか、
公務員相談やハローワークへの相談などもでき
ます。対面とWeb
（Zoom）
の面談を併用しています。

カウンセリングコーナー/
掲示・相談コーナー
Counseling Corner/
Consultation Corner

応接室兼面接室
Drawing/
Interview Room

ソロワーク
スペース
Solo Workspace

セミナー等で活用できる大型モニ
ターを備えたスペースです。

カウンセリングコーナーに隣接し
た応接室兼面接室では、模擬面接
が行えます。
NEW

イベント
スペース
Event Space

コロナ禍において、
就職面接試験は
オンラインで行われることが多くな
りました。2021年8月には通信環
境が整わない学生の要望に応え、
ユーティリティーコーナーの一角に
個室の面談ブース
（Cube）
を設置し
ました。

ユーティリティー
コーナー
Utility Corner

コンシェルジュ
Concierge

ギャラリー
Gallery

履歴書の作成など集中して取り組めるなど、
多目的にご利用いただけます。

総合受付。図書の貸出・返却、公欠
申請はここでできます。
キャリアセンター 〜キャリア支援および一般企業・公務員就職支援〜
《場
所》中央キャンパス 日下記念マルチメディア館２階
《利用時間》月〜金 8：50〜18：20（窓口は17：00まで） 土 8：50〜14：20
（窓口は13：05まで）
※行事等で利用時間が変更になる場合があります。詳細はホームページでご確認ください。

「ライフデザイン」
「ワーキング&カンパ
ニー」
「グローバル企画展示」の3つのエ
リアに分け、それぞれのテーマに関連す
るプロダクツを展示。学生の将来像やこ
れからの職業生活、具体的な企業のイ
メージを示しています。

主な就職活動支援内容
就職活動の方法に変化はあるものの、
大事なことは
変わりません。まずは「情報収集」から始めましょう。自
分自身の振り返りを行う自己分析、社会や仕事につい
て情報を収集する業界・企業・職種研究など自分と社会
を改めて知ることが大切です。そして、
働きたいと思え
る企業を選択できる力を身に付けましょう。
情報収集の一つのツールとして、
MUSES「キャリア
支援メニュー」があります。就職相談の予約やガイダン

＜主な取り組み＞
●本学限定の学内Web合同業界研究会（合同企業説明会）
を開催
➡業界・企業研究のため、
2月に約250社を招いてオンラインで開催します。
本学学生のために企業の採用担当者から説明をしていただく貴重な機会です。
●筆記試験対策の実施（有料）
➡SPI模試、
玉手箱対策講座など年間を通じてオンライン受講できる講座を数回実施し
ています
（キャリアセンターでは筆記試験対策はもちろん、就職活動に関する図書も
貸し出ししています）
。

スの申し込み、企業・求人・セミナー・インターンシップ・
Uターン情報の参照、OG情報の検索など、
さまざまな
機能があり、武庫女生限定の情報が満載です。最終的

●就活特訓講座の実施（オンライン、対面の両方の対策を行います）
➡自己分析を行いながら、自分らしい履歴書・エントリーシートを仕上げる講座と、面
接・グループディスカッション対策講座を実施。本番前にしっかり練習できると毎年好

には「進路報告」
メニューからご息女ご自身の卒業後の
進路を入力いただくのもこのMUSESです。

評です。
●春季インターンシップ・企業見学ツアーの実施
➡実施期間は1日から数日、
実施方法はオンラインか対面、
企業によってさまざまです。
＜セミナー・ガイダンスカレンダー＞
キャリアセンターでは就職活動対策の各ガイダンス・講座を実施しています。
https://info.mukogawa-u.ac.jp/syusyoku/calendar/

就職活動に関する教育後援会からのご支援ありがとうございます！
学内Web合同業界研究会（合同企業説明会）
2023年3月卒業予定者対象の学内Web合同業
界研究会（合同企業説明会）を、2月7日、
8日、14〜
18日、21日、22日の9日間にわたって行います。約
250社の企業に参加していただき、
オンラインで実施
する予定です。
武庫女生を積極的に採用したいという企業と出会
えるチャンスです。ぜひ、参加をお勧めいただきます
よう、
よろしくお願いいたします。

就活特訓講座
毎年、
学生の申し込みが非常に多い人気講座「就活特訓講座」
を今年度も随時、
実施
しております。オンライン版、対面版両方の経験ができるようにプログラムを工夫して
おります。
【エントリーシート編】1月〜3月に20回
（予定）
【グループディスカッション・グループ面接編】2月〜3月に14回
（予定）
【履歴書・グループ面接編】動画配信予定
※企業の動きを見ながら適宜開催します。そのため開催時期が前後することがあります。
最新の情報はキャリアセンターホームページをご覧ください。

、 名、本部会場では、学科ごとに

、 名の学生に、就職活動中の気づ

例年、地域別教育懇談会では、
「就職活動体験談」と題し、地方会場では、その地域
出身の学生
2

3

大学生活環境学部
食物栄養学科４年

山田 遥加
私の就職活動は、３年生の夏休みにイン
ターンシップに参加したことから始まりまし
た。私がインターンシップに参加した理由
は、自分がどのような仕事をしたいかわから
なかったからです。当時の私は、自分の働い
ている姿を全く想像することができず、食物
栄養学科で学んだことや管理栄養士の資格を
活かしたいという程度しか考えられていませ
んでした。就職活動に向けて何もわかってい
ない自分が夏のインターンシップに参加して
大丈夫だろうかと感じていたとき、キャリア
センターの方に相談に乗っていただきまし
た。その際「インターンシップは参加するこ
とに意味があるんだから大丈夫、現場の様子
を見ておいで。」と背中を押していただきま
した。
実際に参加してみて、自分の中で漠然とし
ていた食品に関わる仕事を間近で見ることが
でき、将来を考えるうえで大変有意義な時間
を過ごさせていただきました。現場のイメー
ジをもって就職活動をする業界を絞っていけ
たことはとてもよかったと思っています。現
場での経験は必ず就職活動の役に立つと思う
ので、ぜひ自分から積極的に行動してみてほ
しいと思います。
会社説明会や面接はほぼオンラインで行わ
れました。会社の雰囲気が対面よりもわかり

大学生活環境学部
生活環境学科
建築デザインコース４年

良い受け答えを盗み、吸収しました。さらに

は対面での面接後、可能な限り人事に携わっ

ていない社員の方に、面接の際どのような受

就職活動を振り返って、自分が満足いくま

ることができる様になりました。この小さな

だいたことにより、面接もスムーズに応対す

きました。その際、多くのアドバイスをいた

け答えをする学生が魅力的に感じるのかを聞

で頑張れたのは友人や家族の支えがあったか

努力の積み重ねが第一志望の会社から内定を

三折 紅葉

らだと考えています。私が本格的に就職活動

日に多くの説明会や面

を始めたのは３月１日の情報解禁日からで

とができるため、
接に参加することができるというメリット

もらえるきっかけとなり内定率も上がったと

嫌だなと思われがちな就職活動ですが、そ

考えています。

のすべては自分自身の成長へと繋がります。

す。周りに比べ、私は就職活動に取りくんだ

興味関心のある建築業界の企業サイトを片っ

タイミングが遅かった為、初めに行った事は

端から見るということです。これを行う事に

今行っているすべてのことがあなたの強みに

業にするべきか迷いました。なぜなら、離れ

自分が心から働きたいと思うことのできる企

ペースで就職活動を頑張ってください。

たくなる日もありますが、ゆっくり自分の

より、心から働きたいと思える企業を明確に

せたとき、これまで長く頑張ってきたこと

て暮らしたことで、家族がこれまでの日常生

る練習を行いました。そこで、多くの学生の

業にできる限りエントリーし、面接慣れをす

した。また、第一志望の会社と同じ業界の企

をするために、たくさん面接の練習を行いま

あると感じました。そのため、「面接慣れ」

就職活動において、私は面接が一番大切で

と考えています。

就職活動を乗り越えられた大きな要因である

アドバイスをたくさんもらいました。それが

限界点を理解したうえで、無理のない程度の

代、共に１年間の留学をした親友から、私の

もらえると考えたからです。実際に高校時

自分自身の個性を分かった上でアドバイスを

点となる相談は主に友人や家族にしました。

これからの人生を決めるにあたって、分岐

いたからです。

活や心の支えになってくれていたことに気づ

は全て繋がっていくんだと感じ、自分に自

に感謝の気持ちでいっぱいです。

かったと思います。周りで支えてくれた方々

就職活動は絶対にひとりでは乗り切れな

張ろうと思うことができました。

とで自分自身の考えも整理され、明日も頑

とや面接の状況などを口に出して伝えるこ

ていました。自分が志望している業界のこ

すことが就職活動中のリフレッシュになっ

私は、大学の友達や地元にいる家族と話

信が持てるきっかけになりました。

家から通うことのできる場所にするべきか、

自分のこれからを考える中で、就職先は実

なり自信になってきます。時には辛く、泣き

もありました。また、私は地元である山口

した。自分の趣味でリフレッシュにもなっ

するほど堂々と話せるようになっていきま

たかったです。面接では、自己分析をすれば

ラインで面接していただけることはありが

を受けたため、移動のことを考えるとオン

ある企業、そして関西の企業と幅広く面接

1

ていた吹奏楽が就職活動では強みとして話

するきっかけ作りとなりました。

県の企業に加え、広島県、岡山県に拠点の

ませんでしたが、保護者様に就職活動を行った学生の体験談を一部ご紹介します。

き、両親への思いなど多岐にわたる話をしていただいています。今年度、講演はでき

3

にくいこともありましたが、家から繋げるこ

地域別会場では就職活動体験報告の講演者への質問コーナーも設けられます。
〈写真は過去開催時の様子〉
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大学文学部
日本語日本文学科４年

ただくことができました。唯一自分に感謝
したことは、アルバイトやボランティアに
意味を持って取り組んだことです。面接の話

大学文学部
心理・社会福祉学科４年

てキャリアセンターの方に報告した時に

は、私よりも喜んでくださって、頑張って

きて本当によかったと思えました。

生でした。というのも、就活本格解禁の３月

私はいわゆる就活弱者と呼ばれるような学

時は自分には関係ないことだと受け流して

これは私が１年生の時言われた言葉です。当

早すぎることなんてない」ということです。

私がみなさんに言いたいことは「就活に

いただきます。

を頂くまでの私の体験を時系列でお話させて

務員として働くことが決まっています。内定

と考えていました。春からは、調剤薬局の事

いがあったため、医療に携わる仕事がしたい

私は、人の役に立つ仕事をしたいという思

す。キャリアセンターのカウンセラーの方を

までに至らなかっただろうなと感じていま

よりも自分ひとりだけでは、内定を頂ける

談した際に言っていただいた言葉です。なに

「棚田さんの良さはたくさんあるじゃな

１日まで、一切就職活動をしたことがなかっ
いましたが、今はこの言葉の意味を実感し

棚田 小百合

たのです。インターンシップや説明会に参加
て い ま す。 も っ と 早 く 自 己 分 析 を し て い れ

題には困りませんでした。

したことがないというのはもちろんのこと、

山本 日向

自己分析や業界研究もしたことがありません
ば、もっと早くＷＥＢテストの勉強をして

の夢に固執してしまい、自己分析も業界研究

を持っていた私は、大学に入学してからもそ

テスト対策や業界研究をしてみるなど、自

るべきことを教えてくれます。そして、ＷＥＢ

リアセンターの予約をしてください。今や

これを読んでいるみなさん、まずはキャ

ターンシップに参加するなどの就職活動を全

ら就職活動を始めました。３年生の時にイン

やっと一般就職をすることを決めたところか

決めかねており、悩みぬいて４年生になって

専門職として就職するか、一般就職にするか

ありませんでした。３年生の段階では、まだ

まず、私の就職活動は順風満帆なものでは

さい。就職活動をされる皆さんが、ありの

周りに発信してみる勇気をもってみてくだ

味方がいます。一人で抱え込むのではなく、

どんな些細な疑問や不安も解消してくれる

とをお勧めします。誰よりも親身になって、

ればすぐにキャリアセンターを活用するこ

くうえで、わからないことや迷うことがあ

今の私があると思います。就職活動をしてい

はじめ、多くの人のサポートがあったから

いればなどの後悔が多いのです。

も必要ないと決めつけていました。さらに日

分でできることはやってみてください。余

くしていなかったので、自己分析や企業研究

中学生の頃から日本語教師になるという夢

本語教員資格取得と教員免許の取得、２つの

などをしながら、会社説明会や面接に参加す

これは初めてキャリアセンターの方と面

い！」

でした。

免許取得に追われて学生時代を毎日忙しく過

裕をもって取り組み、悔いのない就活をし

ままの自分で明るい未来に向けて頑張るこ

てほしいと思っています。

とを応援しています。

ごしていたため、就活について考える時間を

るようなハードな日々を送りました。本命企

止めてくださいました。無事内定をいただい

ちろんのこと、私の不安な気持ちを全て受け

のように面談していただき、面接の練習はも

ました。６月下旬の最終選考の際には、毎日

んいただいて、面接本番で生かすことができ

ど、自分では気づけないアドバイスをたくさ

どのように見えているか、伝え方のコツな

オンライン面接だったので、自分が画面上で

練習をしていただきました。私の面接は全て

面談の予約をし、ＺＯＯＭを使用しての面接

た。６月からは面接が始まり、毎週のように

くださったおかげで通過することができまし

にキャリアセンターの方が隅々まで添削して

ＷＥＢテストの受験があり、自己分析をもと

した。５月上旬にエントリーシートの提出と

業の説明会は４月下旬のＷＥＢでの開催で

取っていませんでした。
気づいたら就活解禁日の３月１日を迎え、
焦ってキャリアセンターを訪れました。そこ
で担当の方に「日本語教育以外に興味のある
ことは？」と聞かれ「食べることですね」と
笑って答えたのを覚えています。そこで初め
て自分の興味に気づきました。「食品に関わ
る仕事がしたい」と思ったのです。その時初
めて、食品メーカーの就活に挑戦することに
決めました。
それから内定が決まる半年間、毎日就活の
ことを考えていました。移動中や入浴中等の
隙間時間もエントリーシートを練り直した
り、手が腱鞘炎になるくらい、一日中ＷＥＢ
テストの勉強をしたりと、今までやってこな
かった分を取り戻すのはかなりの努力を要し
ました。多くの企業に落選しましたが、努力
の成果もあって、第一志望の企業に内定をい

本部会場では、各学科ごと卒業生や在学生の体験談発表があります。
〈写真は過去開催の様子〉

岡田 圭世

短期大学部
生活造形学科
インテリアコース２年
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私は、４月から設計事務所で働くことが決
まりました。編入も考えていたので短大 年
生の秋頃でも就職活動は想像しにくかったで
す。私の就職体験と皆さんへのアドバイスを
お話させていただきます。
一つ目は何事も早めに動き出して欲しいと
いうことです。編入試験を受けることも視野
に入れながら、私は 月頃行われた就職ガイ
ダンスを機に活動を始めました。この時点で
既に出遅れていました。 年生夏休み前から
ガイダンスに参加して多くの企業を研究し、
夏休みからインターンシップに参加している
人がいました。会社によっては夏休みごろか
らインターンシップを開始しているところも
あります。その情報を掴むためにもどんな会
社に入りたいのかを想像し、一つでも多くの
企業を見るために 年生夏休み前から動き出
すことをお勧めします。
悩んだ時は些細なことでもキャリアセン
ターの方に相談してみてください。就職活動
はどこを見て、何をするの？編入する場合は
就職活動どうなるの？私は悩みをキャリアセ
ンターの方、両親、担任へ相談しました。大
学に編入すること、短大卒業後就職すること
両方のメリット・デメリットを考えました。
最終的に大学編入することになっても、短大
で一度就職活動を経験すると、大学編入 年
後にやってくる２度目の就職活動にいかせる
と考え、就職活動と編入対策を両立すること
にしました。
加えてＳＰＩ試験は必ずと言っていいほど
採用の判断基準になります。合格点に満たな
いために面接にたどり着けなかったなんてこ
とにならないように、就職活動が解禁の３月
までに終わるよう早めに取り掛かってくださ
い。私は１年生 月～２月にかけてＳＰＩ試
験対策をしました。
二つ目は自分の行きたい業界に絞りきら
ず、興味のあるものからないものまで説明会
11

1

11

1

1
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に参加して欲しいということです。私は建築
と化粧品業界、テーマパーク、小売企業など
の説明会にも参加しました。そうすることで
なぜ建築業界に惹かれ、他の業界は向いてい
ないと思うのかを明確にすることができま
す。コロナ禍の影響で説明会がＺＯＯＭ開催
になった今、入退室が気軽になりたくさんの
可能性を見つけることができるチャンスだと
思います！ 私はキャリアセンター、マイナ
ビやリクナビ主催のＺＯＯＭ合同説明会に参
加しました。
三つ目は自己分析に時間をかけてほしいと
いうことです。何を頑張ったか、長所は？そ
れを仕事でどういかす？自分のことなのにど
んなに考えてもわからない時があります。私
は自己分析が未完成の時期にエントリーシー
トの提出があり、キャリアセンターの方に助
けていただきました。キャリアセンター主催
の「エントリーシート対策講座」に参加し、
それとは別にキャリアセンターの方からマン
ツーマンの指導を受けました。
いつでも自分を 番わかっていられるよう
に自分の心と向き合う時間をたくさん作って
みてください。私はその日の出来事とどう感
じたか、何を頑張ったか毎日日記をつけてい
ました。これは面接でのネタ帳になりま
した。
私は最終的に１年生の２月に就職希望の会
社を２社に絞り、どちらかから内定が出なけ
れば編入すると決めました。編入し、専門性
や企業分析、面接対策の質を高め、再度採用
試験を受けようと思ったのです。面接練習を
する暇もなく迎えた１社目の 次面接で落と
された時、次は後がないという現実に絶望し
ました。
余裕がない中で気合を入れて就職試験に挑
んだ２社目で内定の電話をいただいた時は嬉
しさのあまり泣いたことを今でも覚えていま
す。早期に内定を頂けたのは、アドバイスを
くれるキャリアセンターの方や相談に乗って
くれる家族がいたからだと思います。皆さん
も初めての就職先選びに妥協することなく自
分に合った道を見つけて欲しいです。
1

1

●就活体験談

大学生活環境学部
食物栄養学科４年

西田 知亜紀

●キャリアセンターの活用

職相談などで活用しました。

・ＥＳ講座や、内定を複数社頂いた際の就

●就活に対する家族のバックアップ

らしをしていく中で、特に自炊に力を入れ

学時より考えていたため、約３年間一人暮

いました。また、面接練習やＥＳ添削も

状報告をし合い、辛いときには励まし合

・友人とは、就活に関する情報交換や、現

のアドバイスをもらったりしました。

いる家族にしてもらったり、兄姉に就活

・他己分析を、自分のことを一番理解して

てきました。今となっては、これまでの地

・私は、管理栄養士として将来働きたいと入

道な努力の積み重ねが自信に繋がったと感

お互いにし合いました。

●後輩へのアドバイス

じています。

るかと思いますが、諦めずに自分を貫い

・初めての就職活動で、不安もいっぱいあ

・面接は人生初めてであったので、不安や緊

張もありましたが、自分の信念や想いを素

て、好きなことをいっぱいさせてくれまし

番 大 き い で す。 大 学 で は 一 人 暮 ら し を し

・地元での就職を決めた理由は、親孝行が一

生一度きりの新卒就職活動が有意義なも

ことが少しでも好きになれるように、人

くさんいます。就職活動を通して、自分の

ターなど、周りには支えてくれる人がた

てください。家族や友人、キャリアセン

直に伝えることで、内定を頂くことができ

た。また、管理栄養士を目指した理由も、

のになるように祈っています。

ました。

食で家族を支えたい思いから、今度は家族
の近くで恩返しをしたいと思います。
●苦労をどう乗り越えたか

・就 活 当 初 は 、 自 分 に 自 信 が 持 て ず 、 自 己

ＰＲなどの作成にすごく手間取りました。

しかし、しっかり自分と向き合い、自分の

ことを思いつく限り書き出すことで、自分

自身を理解し、自信をつけることができま
した。

たが、友人や家族からの励ましや、部活動

・内定を頂くまで、毎日不安でいっぱいでし

などでの気分転換が本当に心の支えになり
ました。

次年度の地域別教育懇談会・就職活動体験報告は、学生の生のお声を直接お届けし

たいと思います。ぜひ、会場へ足をお運びください。

No.16 2022年2月
教育後援会ニュース

9

総務委員会は今年度、コロ
ナ禍で活動が難しい中でも、
学内献血や学友会総会などの
行事を行いました。
学内献血では、例年よりも
日程を減らし、コロナ対策を
しっかりと行った上での実施
となりましたが、６月の学内献
血では、２日間で多くの学生が
参加してくださいました。
前期学友会総会では、緊急
事態宣言が出ていたため、全
てオンライン配信で行いま
した。
月に開催したクリスマス
点灯式では、昨年度と同様に
オンライン配信で開催されま
した。
未だコロナの脅威がある中
ではありますが、委員会活動
も変化させながら活動してい
きたいと考えておりますの
で、ご支援のほどよろしくお
願いいたします。
12

運 動 部 委 員 会 で は 今 年 度、
「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」をスロー
ガンに掲げ部活動同士で交流
を 深 め て い ま す。 今 年 度 も、
新型コロナウイルス感染拡大
の影響で学校生活を始め学友
会活動に制限がありました
が、感染症対策をしっかりと
練りながら、いち早く普段の
活動ができるように取り組み
ました。今後も運動部委員会
は従来の活動はもちろん、よ
り大学と運動部の連携を強
め、スポーツの楽しさや魅力
を広めていけるよう活動して
いきたいと思います。

（支援行事：クリスマスツリー点灯式）

（支援行事：スキースノーボード講習会）

第 回文化祭では「 Chal‑
〜全てのこと
lenge Everything
に挑戦〜」をスローガンに、新
型コロナウイルスの影響で例年
とは違い対面とオンラインを併
用した文化祭を開催しました。
これまで実行委員会では９
つのパートに分かれて活動を
行っていましたが、活動できな
いパートがいくつかありパート
編成を行い、新体制を整えまし
た。今年度は挑戦する事が多
く、至らない点もあったと思い
ますが、企画している事が、学
生の笑顔に繋がっていると助言
をいただき頑張ることができま
した。
文化祭開催に向けご尽力頂
いた全ての方に厚く御礼申し上
げ、来年度の文化祭もご支援の
ほどよろしくお願いいたし
ます。

第 回体育祭は、初めてがいっぱい詰
まった体育祭でした。
新たに、オンラインで繋がり体を動かす
「スポーツイベントＷＩＴＨ」や、おばたの
お兄さんによる「ＯＢＡＴＡクリニック」な
どを企画しました。
また、武庫女の伝統である「応援合戦・
コスチューム」もコロナ禍に対応した新しい
形で行いました。
オンラインでの定例会は、みんなの顔が
見えず、コミュニケーションをとることが出
来ないためとにかく大変でした。
まだ誰も経験したことがないオンライン
体育祭に挑戦し、伝統ある体育祭を繋げるこ
とができ嬉しく思います。
来年は今年の経験を活かし、さらに盛り
上げていきたいと思います。

総務委員会

運動部委員会

66

57

各委員会委員長より、一年間を振り返り、ご報告をいただきました。

※撮影は、十分な感染症対策を講じた上で行っています。

活 動 報 告

形で支援しています。

教育後援会では学友会行事に対し「学生諸活動補助金」や「研修費」という

教 育 後 援 会

文化祭実行委員会（支援行事：文化祭）
体育祭実行委員会（支援行事：体育祭）

教育後援会ニュース
箏 曲 部です。私 たち箏 曲 部は現 在 部
員 名で 日 々 お 稽 古 に 励 んでいま す。
部 員の中には経 験 者 も 勿 論いま す が 、
初 心 者の方 もた くさんいま す。初 心 者
の方には外 部の先 生 をお招きして一か
ら稽古をつけていただいたり、経験者や
２年生などの上級生が教えて徐々に弾
けるようになっていくので、初心者も無
理のないペースで上 達 することが 出 来
ます。
箏曲部は毎年、
お花見会・七夕会・文化
祭 での 演 奏・定 期 演 奏 会 が あ り ま す 。
２０１９年は先 生のご紹 介で演 奏 会に
参 加 さ せていた だ きました が 、それ 以
外はコロナ禍で演 奏 会もほとんど行 う
ことができず、
また新入生への説明会も
行えなかったため、新入生を招くことも
13

２０１９年１２月１５日メディアホールにて

できませんでした。しかし、今年は新入
生にオンラインを通じて新 入 生 交 流 会
や説明会を行ったり、配信という形で文
化祭での演奏を行うことができました。
今 後 、時 期は未 定ですが 定 期 演 奏 会
を行 う 予 定です。また、
コロナ禍で厳し
いようであれば、動画配信などの形で発
表させていただこうと思っております。
コロナ禍だからこそ 色んな形で活 動で
きると考えておりますので、
これからも
部活動に励んで様々な形で活動の範囲
を広げていきたいです。

練習風景
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学友会
SPOT LIGHT
箏曲部
教育後援会ではクラブ活動
に対し「学生諸活動補助費」
という形で支援しています。
今回はその中から文化部の
箏曲部を紹介します。

令和3年度

卒業証書・学位記授与式
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
式典参列は卒業生のみとさせていただきます。
保護者及びお付添いの方はご遠慮願います。
なお、
式典に関する詳細は、
後日ホームページにてお知らせさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
式典の日時・内容を変更する可能性があります。
最新情報は、ホームページ・MUSES
（学生専用ポータルサイト）
等でご確認ください。

大学卒業式
開

催

日

時

令和 4 年
3月19日
（土）

対

象

学

部

10：00〜

文学部
健康・スポーツ科学部

14：00〜

生活環境学部
音楽学部
薬学部
看護学部

開催場所

中央キャンパス
公江記念講堂

短大卒業式
開
令和 4 年
3月20日
（日）

催

日

時

対
10：00〜

象

学

科

全学科

開催場所
中央キャンパス
公江記念講堂

教育後援会ニュースは、大学のホームページ「保護者の方」のページで閲覧することができます。
ホームページアドレス https://www.mukogawa-u.ac.jp
今後も、より良い教育後援会活動を行えるよう、ご意見・ご感想等ございましたら、学生部までお寄せください。

