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この冊子は、内定者の体験談から就活での
身だしなみまで就活の基本情報が盛りだくさん。
是非最後まで読んでくださいね！

はじめに。
I n t r o d u c t i o n .

S chedu le ! !
就活解禁から内定まではあっという間！！
就活スケジュールを確認しましょう！

先輩たちがどのように「自己分析」や
「業界研究」を
行っていたか

見てみましょう！

就活解禁前
の

準備がカギ
！

メリットって？

就活解禁！ 内定が出始める！

「ESを書くときは、一旦Wordに文章を打ってからコピペするのがおすすめ！」(内定者談)

「自己分析」と「業界研究」を
やっておきましょう!
→就活で第一希望の業界しか考えていない場合、もし

希望が通らなかったとき他の業界を見るには時間が足りません。時間が多くあるうちに
様々な業界のインターンに行ったり、業界説明セミナーに足を運ぶなどして「業界研究」
を行い、行きたい業界を複数考えておきましょう。そのためにも自分はどんな興味がある
のか自分を見つめ直す「自己分析」は大切です。

「就活スタイルでファーストフード店に立ち寄ったところ、『頑張ってください』という声と共にクーポンを
一回分余計に貰えた。就活頑張ろうって思えた！」（内定者談）

就活相談室
内定者に聞く！ ここが知りたい

就活に対する漠然とした不安。具体的な疑問。そんな就活に対するモヤモヤを解消すべく、
同じスケジュールで就活を乗り越えられた先輩方にガッツリお話を聞いてきました。

Tさんの部屋

そんなあなたは

Tさんの部屋へ→

慎重派法学部男子。
寒さに強い。
インターンシップを有効利用。
自己分析に長けている人物。

インターンシップ
について知りたい！

自己分析の
ノウハウが知りたい！！

Yさんの部屋

そんなあなたは

Yさんの部屋へ→

豪快ポジティブ系国文女子。
就活中のリフレッシュ方法をはじ
め、就活のマナーや身だしなみに
も詳しい。

業界研究のやり方を
知りたい！

ESの書き方を
知りたい！！

Sさんの部屋

そんなあなたは

Sさんの部屋へ→

長期留学経験有りの職人気質な
穏健派国文女子。
学内就活サービスの利用におい
て右に出るものはいない。

留学中の就活を
知りたい！

神大就活サービスの
利用方法を知りたい！！

Uさんの部屋

そんなあなたは

Uさんの部屋へ→

１００歩先を見据える系工学部院生。
理系のみならず、文系の胸も打つ
アドバイスは必読。

就活全体を
知りたい！

面接の挑み方を
知りたい！！
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「ESは他の人に見てもらうと、自分で気づけなかった分かりにくい部分を知ることができておすすめ。」
（内定者談）

「紙のスケジュール帳を持っていると、電話が来たときにメモとしても利用できて便利。」（内定者談）

自分の過去を深く
掘り下げる！

自己分析はESや面接をする上で必要になってきます。
自分がどういう人間なのかは勿論、他人から自分がどう
見えているのかというのが重要になってくると思いま
す。そのため、私の場合友人や家族に自分がどう見える
のか聞いていました。
基本的には自分の過去を掘り下げていくのが主な作業
になりますが、大学生活だけを振り返って分析するので
は不十分だと思います。幼少期から自己に一貫してい
る軸を見つけることで説得力のある受け答えができる
ようになるし、満足のいく自己分析になると思います。

自己分析ってどうやって進めれば
いいですか？Q

A

業界によっては行くと
有利になる場合も。

インターンシップには長期から短期まで様々な日数
のものがあります。その中でも、特に長期のものだと
選考に繋がることもあります。参加者のみに開示され
る情報や、選考過程の一部免除など、インターンシッ
プの恩恵は結構ありますね。業界によっては参加する
ことが、内定への第一歩になることもあるので、志望
業界の選考過程は要チェックです。
また、選考に繋がらずとも、出会いの場としての価値
もあります。そこで出会った人は同業他社のインター
ンに参加していることが多く、有益な情報交換ができ
るので、その業界の特色や選考過程についてより深
い知識が得られます。本やネットよりも確かな企業の
情報が得られるのも、インターンで出会った人から
だったりします。その場限りの付き合いではなく、連
絡先を交換しておくといいかもしれません。

インターンシップって必要ですか？Q
A

サークル、親兄弟から
ヒントを。

業界や企業を絞るに当たって、まずはサークルの活動
や親兄弟の職業選択を参考に自分のやりたいことを探
しました。その後、働く上で自分が大切にしたいこと、私
の場合安定性や公益性を中心に業界や企業をみてい
きました。
自分の就活で一番後悔しているのが、この過程で絶対
的な第一志望を定めていなかったことです。業界や業
種を絞りすぎてはいけないと思いますが、内定を複数
貰ったときめちゃくちゃ悩むことになりました。なので、
優先順位はしっかりと持たないと後々苦労しますよ！

自分に合った業界ってどうやって
見つけましたか？Q

A

業界の将来性にも
目を向けよう!

こまめに
リフレッ

シュ

をするの
がオスス

メ!

就活中はなかなかその業界の将来性にまで目を向ける
のは難しいかもしれません。しかし、離職率や転勤の有
無など自分がその企業で働いてからのことを真剣に考
えるのが納得のいく就活には必要だと思います。
また、就活中は肌身離さず携帯を持っていよう、という
のが私からのアドバイスです。企業からの連絡は意外な
タイミングで来るんですよ･･･。あとは、耳タコかもしれ
ませんが企業の優先順位はしっかりすること。しっかり
することです。

C o mm e n t

生の声を聞き逃さない！
本やネットからも業界研究はできますが、企業や業界
で働く人の生の声を聞いてみてください。私の場合、
最初は一つの業界に絞りすぎていました。しかし、セ
ミナーや説明会で社員さんの話を聞いて自分の知ら
なかった業界や企業にも目を向けるようになり、本当
に自分の行きたい業界と企業が見えてきました。まず
は、幅広い業界を社員さんのお話を聞きながら知っ
ていくのがオススメです。その業界の話を聞かずに
切っちゃうのはかなりもったいない！

業界研究のやり方を
教えてください！Q

A

結論から書くこと。
企業の方は何千ものESを読んで取捨選択しています。
そのため、冗長で的を射ていないESでは通過するこ
とが難しいです。端的に自分の意見をまとめて分かり
やすく書くことが必要です。特に結論は最初に書くこ
と。「あなたの強みは何ですか？」と聞かれたら「私の
強みは･･･」ではなく「○○です」と書き始めるのがい
いと思います。
ESの書き方は本やネット、セミナーなどで詳しく学ぶ
こともできます。テンプレになりがち、自分らしさが出
ないなどの面も勿論ありますが、文章構成などは参
考にすべきだと思います。
ネットで提出するタイプのESはwordで文字数をカウ
ントしながら下書きをして、何度も推敲をしましょう。
そしてそのファイルは保存しておくことを覚えておき
ましょう。

ESの書き方を教えてください！Q
A

３回生の６月から、
インターンは秋から。

3回生の6月にマイナビやリクナビなどの就活サイト
がオープンし、学内のESセミナーに参加したのが私
の就活のスタートでした。ESなどを書き始めたのは6
月からで、これは自己分析にも繋がったと思います。
でも、しっかりとした自己分析ができたのは3月で、こ
れに関してはかなり後悔しています。個人的に自己分
析をするなら、早ければ早いほどいいと思います。自
分のやりたいことや本質を掴んでからの方が就活は
やりやすかったです。
その後、夏は短期留学をしていたので、秋から冬にか
けて本格的にインターンやセミナーに参加していま
した。
3月からは就活一本でやっていました。4月からも単
位の目処がついていたので、就活に集中していまし
た。学業と就活の両立はかなり難しいと思うので3回
生のうちに単位は取っておいたほうがいいですよ。

就活っていつから始めましたか？Q
A

学部卒の文系の学生は自分の学部や専攻
にそこまでこだわる必要はないと思いま
す。学部等を理由に自分の可能性
を狭めるのはもったいないですよ。
就活中はしんどいと感じることも多
いと思いますが、友達とご飯に行っ
たり、プチ贅沢をしてみたり、こまめ
にリフレッシュをするのがオススメ
です。気分が暗くなりすぎると選考
にもひびいてきますし。
ポジティブに乗り切ってください！
ファイト！！

C o mm e n t

就活相談室

Tさんの部屋
慎重派法学部男子

Yさんの部屋
豪快ポジティブ系国文女子
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「企業によって選考の回数はまちまち。4回程度で内定に繋がるようなところもあれば、面談が十数回に
およびそこから面接に繋がるようなところも」（内定者談）

「OB/OG訪問では使いまわしの質問ではなく、本当に聞きたい質問を考えていくことで企業と自分のミ
スマッチを防ぐことができる。」（内定者談）

じっくり自己分析。
３回生の夏から1年間留学していました。留学中は、時
間をかけて自己分析に取り組みました。「自分史」とい
うものを書いて、自分の幼少期から現在までを整理し
て、自分の好きなものや性格を分析しました。このお
かげで帰国後の就活がスムーズになりましたね。いく
つものエピソードから自分の軸を見つけて強みを見
つけることで、ESなどの自己PRがすらすら書けるよう
になりました。
また、Twitterやアプリなどで神大では同級生たちが
どんなイベントに参加しているのかなどをチェックし
ていました。就活のスケジュールを押さえておくと帰
国後もすぐに動けました！

留学中の就活ってどんなことを
していましたか？Q

A

キャリアセンターと
学内イベント。

私が主に利用した就活サービスは、キャリアセンター
での相談、学内写真撮影会、スーツ販売会、学内のイ
ベントなどです。
キャリアセンターではESの添削や、模擬面接なども
できますし、よく通っていました。有意義な意見がた
くさん聞けるのでオススメです。担当アドバイザーの
指名などもできるので、自分の興味のある業界に詳
しい人から直接話が聞けますね。でも、通いすぎて自
分の軸がぶれないようにだけは気をつけてください。
写真撮影会やスーツ販売会は学内のイベントと同時
開催だったので、イベントの帰りに利用しました。自
分の興味のあった業界の情報は、学内の無料配布の
資料から得ることもありました。

どんな学内就活サービスを
利用していましたか？Q

A

働くイメージを掴もう！
まずはインターンや企業見学会、説明会などで企業
の人に直接会ってみることから始めるのが良いと思
います。働くイメージを掴むと、企業や業界、就職に
ついての興味が沸いてきます。
私の就活もまずはインターンや企業見学会からス
タートしました。興味のある企業や名前を知っている
企業を見てみるのは勿論、自分が今まで知らなかっ
た企業を見てみるのもオススメです。

就活って具体的に何から
始めればいいですか？Q

A

こだわりの就活で
希望の業界へ進めました!

就活
は自

分の

今ま
での

人生
を

見つ
めな

おす
良い

機会
!

私が就活で良かったと思っているのは、一貫して一つの
業界を志望し、内定を頂けたことです。業界を絞れば絞
るだけ就活は大変かもしれません。でも、私の場合そこ
でこだわった結果、行きたかった業界に進むことができ
ました。
また、就活を終えた人間は「なんとかなる」とよく言いま
すが、そんなになんとかならないのが就活です。あまり
楽観視しすぎるのは危ないと思いますよ！

C o mm e n t

動画と場数で対策。
面接をテーマとした動画を見て悪例や不正解を学ん
でいました。これはESにも繋がることだと思いますが、
面接はマニュアルや定型を踏まえた上で考え抜いて
から臨むことが必要だと思います。また、企業側の視
点で面接を考えることも重要です。
面接自体の練習は、インターンの選考などで場数を
踏んでいきました。バイトや、座談会などの就活イベ
ントで社会人の方と話すのに慣れることも面接対策
につながりました。

面接ってどうやって
練習しましたか？Q

A

ネット、資料、足。
業界研究を始めたのは院1回生の5月～6月でした。
その後、インターンシップに向けてまずは企業のHP
を参考に研究を始めました。企業研究をする際に大
事なのは、実際に足を運ぶことです。HPを見て気に
なった企業は、説明会やインターンシップなどに参加
していました。
HPで予習をしてから参加することで、理解が深まり、
質問の質も上がると思います。また、HPで調べれば
分かることをその場で聞くのはもったいないし、企業
側にも失礼だと思います。それを防ぐためにも予習は
大事です。
説明会では、冊子形式の資料を受け取ることができ
るし、社員の方から話を聞くことでネットや紙媒体以
上の情報が得られるというメリットがあります。様々
な媒体で多角的に情報を収集するのがオススメです。

企業研究のやり方を
教えてください！Q

A

語学・就活の全体図。
失敗したと思うのはTOEICなどの語学系のスキルを
特に磨いていなかったことですね。選考などに直結は
しませんでしたが、スコアはESや面接などでアピール
できる強みになっただろうし、ないと弱みになりかね
なかったので。
成功したと思うのは、早めに動いたことです。私の場
合まず就活全体の目的を考えることからスタートしま
した。ゴールを定めた上で逆算して就活の全体図を
イメージしました。それに沿って早めに動き始めたの
がよかったですね。周りに流されて就活を始めるより
も、自分が今なぜこれをするのかということを明確に
すると良いと思います。
もう一つ良かったことは、オファーボックスというサイ
トを使ったことです。これを使うことで自己PRなどを
整理して考えることができました。

就活全体の失敗談と成功談を
お願いします！Q

A

面接やESで壮大なエピソードを書く
必要はないと思います。自分は自分
と割り切ってありきたりなエピソー
ドでも深く掘り下げて、志望する企
業へのアピールに繋げることが大事
です。必要なのは強いエピソードで
はなく、具体的に話せて企業に自分
の持ち味を提案できるものだと
思います。
就活は自分の今までの人生を見
つめなおす良い機会です。自分
をしっかり見つめ直しましょう。

C o mm e n t

就活相談室

Sさんの部屋
穏健派国文女子

Uさんの部屋
１００歩先を見据える系工学部院生

6 7



Blue

Red

就活身だしなみ
ビジネスマナーの基本！ 就活では内面は勿論、外見もしっかり見られています。

身だしなみがあなたの第一印象を大きく左右するのです！
このページでは、清潔感のある身だしなみのポイントをご紹介します。

ペタコロ粘着クリーナー
３５０円（税込）

髭の剃り残しはNG!
派手な眼鏡は避けたほうが安全です。

シ
ャ
ツ

ボ
ト
ム
ス

かっちり・しっかり
レギュラー

明るい・華やか
スキッパー

CheckPo int !

女性らしさ
スカート

活発
パンツ

「スキッパータイプのシャツはジャケットの上に襟を出すのが正解。意外とみんな襟をジャケットの中に入
れちゃってますよ!」（内定者談）

「『私服でも構いません』だとスーツ、『私服でお越しください』では私服が多数派。文言の微妙なニュア
ンスにも気を配りましょう。」（内定者談）

スーツの埃は
かなり目立つので、
これでこまめに掃除。 ダブルシャイン靴磨き

（靴磨きスポンジ）
３９０円（税込）

面接がある日は、
ピカピカの靴で挑みたい！

★G
o

o
d

s ★Goods

マトメージュ
（マトメガミスティック）
５１３円（税込）

アホ毛・
後れ毛の対策に！！

★Goods

サブリナ
シェイプフィットML
４８６円（税込）

伝線しない
伝説の逸品

★Goods

Face【顔】
Che c k
Po i n t !

寝癖に注意！特に後頭部の寝癖は見落と
しがちなので家を出る前に要確認。
襟足と前髪が長い人はすっきりさせて臨
みましょう！

Hair【髪型】
Che c k
Po i n t !

髪をまとめる時は黒の髪ゴムかシュシュ
を使います。
落ちそうな前髪はピンなどで留めましょ
う。ピンを目立たせず留めたい時
にはこれ！

Hair【髪型】
Che c k
Po i n t !

就活メイクには派手さよりも清潔感が求
められます。
メイクに自信がない人は学内の就活メイ
クアップ講座などを参考にしましょう。

Make【化粧】
Che c k
Po i n t !

ヒールの高さは３～５cm程度のものが基
本です。ヒールを履きなれていない人も頑
張りましょう。
ストッキングはベージュのものがオススメ。
特にコチラの2点がオススメ！

Shoes【靴】
Che c k
Po i n t !靴下は長めの黒靴下が無難。短すぎる丈

のもの、白靴下は避けましょう。
靴の汚れは意外と目立つので面接前など
はしっかり磨いておきましょう。

Shoes【靴】
Che c k
Po i n t !

ネクタイの色に迷ったとき
は、赤色か青色がオススメ！
派手さやデザイン性よりも、
自分のイメージや業界のイ
メージを優先するのが吉。

Tie【ネクタイ】
Che c k
Po i n t !

一番下のボタンは留めないこと、胸のポ
ケットにペンなどをささないように気を
つけましょう。
洋服用のブラシを常備してスーツについ
たほこりはこまめに取りましょう。

Suit【スーツ】
Che c k
Po i n t !

パンツ？それともスカート？シャツは何を
選べばいいの？？相手に与えたい印象を
考えて服装を選びましょう。 

Suit【スーツ】
Che c k
Po i n t !

チェックポイント

［男性編］

MAN
チェックポイント

［女性編］

WOMAN

きゅうくつさ
ゼロ感覚ML
４５０円（税込）

履きごごち抜群！

休憩中ネクタイを緩めて
そのまま面接に
突入してしまった･･
面接前は鏡をみるんだ!!

先
輩
の
声

冬場のスカートは移動中
とっても寒かったので、
パンツを選ぶことが多かった
です。印象も大事だけど
防寒も大事！

先
輩
の
声

私服ガイド！！
私服OKの説明会に何を着て
いけば正解なのか分からない…
そんなあなたのご参考に！

Attention! 女性版 鉄板アイテム
パンプスに合う
服装を選び
ましょう

男性版 鉄板アイテム

黒白紺茶など
落ち着いた色を
選びましょう

▲ ジャケット

▲ ジャケット ▲ ブラウス ▲ スカート ▲ パンプス

▲ チノパン ▲ 革靴

8 9



靴

「スーツをクリーニングに出すときは何日で返ってくるのか必ず調べておくこと!1日でやってくれるところ
もあるので、クリーニング屋さんは充分吟味しよう。」（内定者談）

「ESの写真は意外とデータで提出するものが多い。あるある。」(内定者談)

昨年約650人
が参加!
毎年好評の

学内就活写真撮影会に
是非お越しください！

学内就活写真撮影会学内就活写真撮影会
学内で就活写真が撮れる！

① 3.0×4.0cm...12枚

② 3.0×4.0cm...20枚

③ 3.0×4.0cm...32枚

④ 3.0×4.0cm...40枚

⑤ CD-ROM(画像データ)

￥2,700

￥3,200

￥4,000

￥4,700

￥600

価格サイズ・枚数
＜全てシール加工＞

12月19日(火)
12月20日(水)

同時開催イベント

第1回

業界研究セミナー

　LANS BOX１F
食堂東側多目的ホール

11:00~17:00

２月11日(日)
２月12日(月)

同時開催イベント

第2回

インターンシップ・業界研究セミナー
学内スーツ展示・販売会

　BEL BOX
カフェテリア

11:00~17:00

２月14日(水)
２月15日(木)

同時開催イベント

第3 回

業界・業種つながり理解セミナー

　国際文化学部
食堂南側多目的ホール

11:00~17:00

３月７日(水)
３月８日(木)
３月9日(金)

同時開催イベント

第５回

合同企業説明会

　国際文化学部
食堂南側多目的ホール

11:00~17:00

3月1日(木)
3月2日(金)
3月3日(土)

同時開催イベント

第4 回

きらりと光る優良企業

　LANS BOX１F
食堂東側多目的ホール

11:00~17:00

Point

Point

写真データが
貰えて便利！

自分では分からない顔の傾きを
調整してもらえた！

学内就活写真撮影会の、いいところ。

プチメイク
してもらえる！2

3 4

昨年
度参加者の声

機械で撮るよりも
自然な表情で撮れた！

撮影日程＆価格は？

就活イベントと同時開催！
気軽にお立ち寄ることができます！

撮影・ヘアセット・メイク直し・
写真代・送料・消費税
全て込みの特別価格！

価格
Price

生協利用券が使える！

サイズ変更ができる！

日程
Agenda

1
2

申込み方法
①撮影前に、生協のサービスセンター（国際文化学部店）
にて撮影料をお支払いください。
※撮影当日、会場受付でもお支払いいただけます。

②「履歴書写真証明書・受領書」を持参の上、左記期間で
都合のいい日時にスーツを着用の上、お越しください。

詳しくはコチラ

その場で
ヘアチェックを
してもらえる！

プロの
カメラマンに
撮ってもらえる

画像修正で
よりきれいな
仕上がり！

1

学内スーツ展示・販売会学内スーツ展示・販売会
神大であなたの就活スタイルがバッチリ決まる！

洋服の青山さんがスーツの試着から就活スタイルの相談まで、神大生を
全力サポートしてくださる「学内スーツ展示・販売会」！ 今年も開催決定！！

11:00～17:00
BEL BOX カフェテリア

POINT!DATE!
2/11 2/12 気軽に相談

しながら選べる！
お直し後、

送料無料で配送　
友達や保護者と

一緒に選んでもGOOD♪

試着だけ
でもOK　

お買い得
価格　

一人でじっくり
選んでも安心★

・日・祝 月

開催日程 おすすめポイント

昨年度
大好評企画再び！

39,000円(税抜)▼

17,550

※スーツ1着39,000円（税抜）以上の商品が対象となります。

49,000円(税抜)▼

22,050

円
(税抜)

円
(税抜)

55%
OFF

19,000円(税抜)▼

13,300
25,000円(税抜)▼

17,500

円
(税抜)

円
(税抜)

30%
OFF

洋品の
買い足しＯＫ！

Mens Suit

Ladies Suit

お店に直接行く場合はQRコードをよみこんで
アプリ画面を提示してください！

通常価格より

通常価格より

シャツ
1,330円(税抜)～

ベルト
1,330円(税抜)～

バッグ
4,130円(税抜)～

シューズ
6,930円(税抜)～

ネクタイ
1,330円(税抜)～

ブラウス
2,030円(税抜)～

バッグ
4,830円(税抜)～

パンプス
6,930円(税抜)～

ベルト
2,030円(税抜)～

大学生協特典スーツ
割引クーポン券 忘れずに

ご持参ください

DISCOUNT!! COUPON

バッグ

ネクタイ

シャツ

ベルト
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「面接の前には、それまで使ってきたノートを読んで気持ちを落ち着かせた。」(内定者談)
「履歴書を持参しなければいけないことをその前日の夜に思い出して、買いにも行けず、家の中を探すも
見つからず…。つてをフル活用してどうにか入手しましたが焦った…」(内定者談)

生協利用券使えます！

就活本紹介！！就活本紹介！！
就活のお悩み別！

合説等で貰った

生協利用券
が使えます！

組合員証提示で

7%OFF！
・・・・・・

もっと詳しく
業界研究したい！

就活生に人気の『業界地図』＆『就職四季報』。業界地図で業界全
体の動向や傾向を確認し、『就職四季報』ではエントリー情報や
男女別採用数など企業ごとの詳しい情報が確認できます！

お悩みその
1

自己分析やESについて
知りたい！

「絶対内定2019」では自己分析から就活についての心構えまで、
内定を取るためにすべきことについて知ることができます。
公務員試験を受ける方は写真右の本も要チェック！

テストが不安...

写真左は解説が充実しているのが特徴
で、写真中央の本よりも問題が少し難し
め。あなたに合った参考書を見つけましょ
う！写真右の本ではどの採用テストが行わ
れているのかしっかりと確認できます。

就職四季報
1,898円+税

SPI&テストセンター
超実践問題集
1,300円+税

これが本当の
SPI3だ!

1,200円+税

この業界・企業で
この「採用テスト」が
使われている！
1,300円+税

業界地図
1,200円+税

自己PR・志望動機・
提出書類の本
1,200円+税

絶対内定2019
1,800円+税

文系  に人気！ 理系  に人気！ 書籍店  おすすめ!

本のお買い求め・お問い合わせは 学生会館書籍店 TEL : 078-881-8847

お悩みその
2

お悩みその
3

就活
手帳

モバイル
バッテリー

説明会などに参加したとき、配布された
プリントを挟んだり、場所を選ばずメモを
取れたりと意外に便利な一品。

777円（税込）
クリップ
ファイル

内定者おすすめリングノート。机がない
時や狭いスペースの時にオススメ!A5以
外にも、セミB6、A7など大きさにバリエ
ーションがあります。それぞれに「無地」
「横罫」「方眼」の三種類あり。

534円（税込）
リングノートA5

「履歴書を持参しなければいけないことをその前日の夜に思い出して、買いにも行けず、家の中を探すも
見つからず…。つてをフル活用してどうにか入手しましたが焦った…」(内定者談)

文房具、お昼ご飯にお菓子。ショップではいろんなものを取り扱って
います。もちろん、就活アイテムも充実の品揃え。内定者が選ぶ便利
な商品をドンとご紹介！！

履歴書
封筒 各124円（税込）

神大オリジナル

就活ではボールペンをよく使います。
ES、履歴書、チェックと、用途別にまとめ
た三種類のペンをセットでどうぞ。

1商品につき5枚入り。履歴書は神大ロゴ
が入っています。皆さん、ストックは足り
ていますか?

495円（税込）就活ペン 

USB
メモリ

ハンコ
ケース

※画像の商品が廃盤、モデル差
し替えなど、店頭に無い場合が
ございます。代替商品が店頭
にございますので、そちらをご
利用ください。
※就活手帳の画像は2017年度
入社用です。

就活おすすめグッズ就活おすすめグッズ
★R e c o m m e n d e d  g o o d s★

JR・高速バスの
相談、申し込みは

サービスセンター
TEL:078-882-1033

これ以外にも様々な
商品があります。
是非ご来店
ください！

他にも…

就活グッ
ズは

生協の

ショップ
で！

生協
利用券
使えます！
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全てWEB上でできる

本番さながらの
デザイン

年内の申込で
割引価格

（詳しくは下記）

最新傾向に
即した問題

SPI
難易度分岐（IRT)

アプリ「神大就活ナビ」掲載の就活応援クーポンを提示して頂くと、
「2017年10月2日～年内最終営業日」の期間限定で1,980円(税込)にて
　　　　　を購入して頂けます。
この機会にアプリのダウンロードと併せてぜひご活用ください。

アプリのダウンロードには次ページのQRコードをご利用ください。▶

期間限定
割引情報

時間制限

採用適性検査とは…

収録内容

01
Point

02

の特長03

Point

Point

神戸大学生対象の
採用適性検査対策WEB模試

「WEBテストを自宅受験しようとしたらJavaのインストールが始まって、想像以上に時間がとられた。」
(内定者談)

「適性検査をテストセンターに受けに行ったら中身はほとんどSPIかTG-WEB。WEBテストを自宅受験したら
ほぼ玉手箱だった。」(内定者談)

対応する適性検査

SPI 玉手箱 TG-WEB

■就職活動を進める上で、多くの就活生
が避けては通れないもの。

■SPIなど、各社様々なものがある。
■問題数が多い。
■非常に限られた時間での解答が
要求される。

上のようなことをよく耳にします。
参考書を使うのが一般的かもしれませんが、
それ以外の選択肢を神戸大学生協から一つ。

の紹介です!

生協利用券使えます！

慣れていないと

難しい！！

SPI 玉手箱 TG-WEB

模擬試験

テストセンター
3セット+構造的把握力
WEBテスティング

3セット

概要 解答のテクニック

演習問題 1,300問以上

マークシート
2セット

模擬試験
1セット

模擬試験
1セット

概要 概要

利用申し込みは神戸大学生協へ

価　　格：2,500円(税込）
利用期間：申込後すぐ～2018年12月31日まで

※生協利用券利用可能

①神戸大学生協の店舗にて利用アカウントをお渡しします。
②「　　　　　　の利用を申し込みたい」と伝え、代金と引き換えに
　利用アカウントを受け取ってください。
※詳細は　　　　　のチラシにてご確認ください。

・発達科学部店
・学生会館書籍店
・BEL BOXショップ
・てくてく (工学部店)
・LANS BOX店
・医学部医学科店
・医学部保健学科店
・海事科学部店

申込受付店舗

※赤字はスマートフォン（iPhone、Android）対応
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Twitter

生協キャリアトップ

神大就活ナビ

の学内就活情報ツール
神戸大学内では、日々就活イベントや各セミナーが様々な場所で実施されています。生協キャリアサポート最大の特長はそ
れらのイベント情報を「詳細かつ網羅的に」発信しているという点にあります。学内の就活イベントのスケジュール・開催場
所等を知るなら生協キャリアサポートで。このページでは、各種情報発信の媒体を主な用途を添えてご紹介します。

神戸大学生協が発行している就職情報紙「　　　　　　」では公務員講座や学内就職関連セミナーの
案内を掲載しており、神大生の皆さんのお住まいへ定期的にお届けしています。引っ越しなどに伴い、
住所を変更されますと情報発信の機会が失われます。少しでも多くの学生さんに就職活動に関して有
益な情報を発信してまいりたいと思いますので、住所変更を行う学生さんはその旨を連絡して頂きたい
と思います。ご協力よろしくお願い致します。

■住所変更に関するお問い合わせ
【連絡先】 神戸大学生活協同組合
 組合員サポートデスク
【TEL】 078-871-3691

重要なお知らせ

Twitter

Twitterで
「@kucoop_career」で検索！

・近日中の
学内イベント情報

・就活豆知識
・ほっと一息ツイート

リアルタイム
の情報!

Information

検索@kucoop_career

WEBページ

・学内イベント一覧
・学生チーム
・【特集】
関西で働く！

何でも載ってます！

Information

検索神戸大学生協 キャリア

http://seagull.coop.
kobe-u.ac.jp/recruit/

「神戸大学生協 キャリア」で検索！　

学内イベントを
見やすいカレンダー
でお知らせ!!

就活アプリ

App StoreやGoogle Playで
「神戸大 就活」で検索！

・学内イベント情報
・学内イベント予約
・内定者レポート
・就活応援クーポン

限定機能
満載！

Information

検索神戸大 就活

神戸大学生活協同組合 キャリア・就職支援企画課
［TEL］078-805-1582  ［mail］career@kucoop.jp

就活応援 BOOKに関する
お問い合わせ

各ページにおける価格は、2017年8月31日時点のものです。
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