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県内大学とのネットワークづくりに役立つ！ 

地元大学就職情報ガイドブックの配布について 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済全体が厳しい状態にあるなか、昨年ま

で学生の“売り手市場”であった新規学卒者の採用は一転して“買い手市場”にシフトチ

ェンジし、大学生の内定率も悪化傾向にあります。 

一方で、依然として新規学卒者や若年層の人手不足に悩む中小企業も多いことから、当

商工会議所では、学生の円滑な就職を目指して企業とネットワークを構築したい県内 19

大学キャリアセンターの情報を掲載した標記ガイドブックを製作し企業に配布致します。 

来春卒業の大学生だけでなく、今後のスムーズな新規学卒者採用に向け、県内大学キャ

リアセンターにアプローチしたい企業の皆様、是非、当ガイドブックをご活用下さい。 

 

 

◆ガイドブックの内容 
・県内 19 大学の特色、就職実績のほか、求人票提出や学内説明会開催の窓口となるキャ

リアセンターのへ連絡方法・連絡先を掲載。 

 

・コロナ禍における新卒者採用市場の動向や成功する採用活動のヒントなど、就職報サイ

ト会社や就職コンサルタントといった専門家によるインタビュー記事を掲載。 

 

 

◆掲載県内１９大学（五十音順） 
 大手前大学 関西国際大学 関西学院大学 甲南大学 甲南女子大学 神戸大学 

 神戸海星女子学院大学 神戸学院大学 神戸芸術工科大学 神戸国際大学 

神戸市外国語大学 神戸松蔭女子学院大学 神戸女子大学 神戸親和女子大学 

園田学園女子大学 姫路獨協大学 兵庫県立大学 武庫川女子大学 流通科学大学 

 

 

◆配付について 
・当ガイドブックを希望する事業所は下記の担当部へ電話で連絡 

・当商工会議所 HP（https://www.kobe-cci.or.jp/）「NEWS（お知らせ）」の「プレスリ 

リース」欄からダウンロードも可能。 

 
以 上 

 

 【本件担当】 神戸商工会議所 会員事業部人材開発チーム 宮崎・佐々木（内線 512） 
TEL：078-303-5808 FAX：078-303-2313 

https://www.kobe-cci.or.jp/


2020年11月発行

神戸商工会議所 会員事業部 人材開発チーム
TEL：078-303-5808　FAX：078-303-2313

（2020年度兵庫県商工会議所連合会 労働環境対策事業）
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新卒者採用活動中の企業様へ

大学とのネットワーク作りに役立つ！
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今年度の新卒者採用活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により、合同企業説

明会の中止をはじめ、企業によっては選考の延期や中断、採用人数の絞り込みなど大

きな混乱が見られました。

その一方で、大手企業を中心に会社説明会や選考がオンラインに切り替わり、新し

い新常態（ニューノーマル）への移行が着実に進みつつあります。

このような中、当商工会議所では、中小企業の採用活動支援の一環としてオンライ

ンを用いた採用戦略セミナーや業界研究フェアの開催などに加え、この度、若年層の

人手不足に悩む企業と、学生の円滑な就職を目指す県内大学とのネットワークの構築

を進めることを目的として「地元大学就職情報ガイドブック」を作成しました。

県内19大学の概要や学生の特色、就職実績などをはじめ、各大学のキャリアセン

ターへの連絡方法ととともに、専門家や大手就職

支援サイト会社に伺った今後の新卒者採用市場の

分析や新卒予定者の動向などについての寄稿も

掲載しております。　　

スムーズな新卒者採用活動に向け、各企業の皆

様が大学へのアプローチを行う際のツールとして

当ガイドブックをご活用いただけますと幸いです。
2020年11月

神戸商工会議所

はじめに／目次 流通科学大学19

その他
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【学部一覧】

商学部
経済学部
人間社会学部

【学校の特色】
・企業様のご協力のもと、産学連携プロ
グラムを充実させている
・地元就職希望者が多く、開学以来、高
い就職率を残している
・クラブ活動加入率が高く、挨拶・規律・マ
ナーを重視している

【学校概要】
本学は、「流通を科学的に教育研究することを通
じて、世界の平和に貢献し、真に豊かな社会の実
現に貢献できる人材」「単に知識が豊富なだけで
なく、知識を実社会で役立つ知恵に変換できる人
材」「どこに出ても物怖じすることなく、誰とでも
しっかり言葉を交わすことができ、逆境でもたくま
しく生き抜く人材」を育成することを使命としてお
り、初年次から学生自身の“気づき”を重視し、主
体的に学修する教育に力を入れています。

流通科学大学

【キャリアセンター連絡先】
〒651-2188 神戸市西区学園西町3-1
越智　洋介
T E L：078-794-3550（就職部直通）
E-mail：Yosuke_Ochi@red.umds.ac.jp 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、例年より
も多くの4年生が秋以降も就職活動を続けている状
況です。前期はオンライン授業のみでしたのでWEB
での就職活動サポートが中心でしたが、後期からは対
面授業が再開されたこともあり、まだまだ多くの4年
生が就職部に相談にきております。また、今年度は企
業様との名刺交換会なども軒並み中止となり、企業様
との情報交換の機会も減ってしまっておりますので、
企業様のご来訪も歓迎しております。ご来訪のお申込
みなど、詳しくは下記連絡先までお願いいたします。

【就職実績】（上位9業種）

【キャリアセンターからのお知らせ】
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専門家インタビュー①

今年は新型コロナウイルスの感染拡大
に伴い、採用活動を中断せざるを得ない企
業が出てきました。会社説明会や合同企業
説明会などのイベントが中止になり、学生
にとっては情報収集の手段が無くなり、一
時的に活動ができない事態に陥りました。
５月時点の学生１人あたりのエントリー社
数は19.8社と昨年同時期の25.5社から減
少し、業界研究に苦戦を強いられました。

採用計画を見直す企業も出ています
が、当社が５月下旬に約1,600社を対象に

「2021年卒の採用予定数を当初計画か
ら変更するか」を尋ねたところ、「当初の予
定どおり」が81.5%、「減らす」は7.4%に
留まりました。今後も労働力人口の減少に
伴い、積極的に若い人材の雇用が継続され
る見込みです。

コロナ禍の影響で、今年はオンラインの
会社説明会や面接が増えていますが、学生

にとって企業選びで最も重視するポイント
は「社風」であり、企業側が学生を選ぶポ
イントは「人柄」です。そうなると、やはり
対面でコミュニケーションを深めながら、と
いう採用活動は今後も変わることはないで
しょう。

ただ、一方的に会社側が話すような会社
説明会であれば、WEB上のコンテンツの
ほうが、学生は好きな時間に閲覧できます
し、交通費もかからず、ありがたいのではな
いでしょうか。また、最近の１次面接は、学
生の善し悪しを見極めるよりも、率直に話
をする面談の場として位置付ける企業が増
えており、この点については、オンラインに
移行していくかもしれません。

オンラインか対面、どちらかだけに偏る
のではなく、両方を選択肢として準備して
おくことが大切です。

株式会社マイナビ 兵庫支社
支社長

川島 康司 氏

【事業内容】
・ 就職情報誌の提供、求人･採用活動

に関するコンサルティング
・新聞の発行及び出版事業
・宣伝、広告、PR業
・労働者派遣事業、有料職業紹介事業
・ セミナー･講演会･講習会等、催事の

企画･立案･実施、他

採用市場の変化と企業がとるべき対応
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専門家インタビュー②

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、2021年卒の新卒採用環境は大きく変

化しました。学生側からみると、コロナ禍ま

では「売り手市場」が続いていましたが、就

職活動の途中で、突然「買い手市場」に劇

的に変わったという状況です。特に「緊急

事態宣言」が発令されてからは多くの企業

で採用活動が中断され、就職活動を行って

いた学生達は、非常に大きなショックを受

けました。この状況の中、大手企業は早期

に採用活動の「オンライン化」を進めまし

たが、多くの中小企業では対応が遅れてい

ます。

事実、学生から見ると、中小企業にアク

セスしたくても情報が埋もれて分かりにく

く、なかなか自分達まで届いていないとい

うのが実態です。近年、大学キャリアセン

ターには、多くの中小企業の情報が集まっ

ています。最近の大学生が就職先を選ぶ際

にまず重視するのは、「ホワイトかブラック

か」。情報が少ない中小企業では、学生が

それを判断するのは難しいので、大学がそ

のフィルターをかけて、学生に企業を勧め

る動きが出てきています。

今こそ、大学のキャリアセンターと中小

企業との連携が重要になります。大学の

キャリアセンターでは、これまでに経験がな

いコロナ禍でも、日々、オンライン・対面を

駆使しながら、学生と企業の橋渡しを行っ

ています。是非、中小企業の採用担当者の

皆様も、このような時こそ、このガイドを活

用し、大学のキャリアセンターとの関係を

構築することをおすすめします。

株式会社ウィン ･ キャリアリサーチ
代表取締役

石原 勝次郎 氏

【プロフィール】
大学卒業後、企業を経て私立大学に専任職
員として入職。在職中の22年間の大半は
キャリアセンターにおける学生の就職支援
業務に従事。これまで約２万回以上のキャ
リアカウンセリングの実施により、学生の
「就職・キャリアビジョン」に対する考え
方を把握する。2014年に会社設立後、企
業に対して「学生・若年層の視点に立った
採用・定着・即戦力化コンサルティング」
を実施。特に「学生・若年層を惹きつける
採用手法」には定評がある。

大学との関係を持つ重要性



兵庫県「令和２年度 県内大学と連携した就活支援事業」
大手前大学と県内企業との連携事業 ”Otemae Hyogo Alliance Initiative”

オンラインプラットフォーム
Otemae Alliance Platform

(OAP)
大手前大学 県下企業様

オンライン就活支援事業への参加企業様を募集しています
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【キャリアセンターからのお知らせ】

【就職実績】（上位9業種）

大手前大学
【学校概要】
1966年創立。西宮市および伊丹市、大阪市に
キャンパスを有する学生数約3,000人の大学
です。

【学部一覧】

総合文化学部
メディア・芸術学部

（2021年4月より建築＆芸術学部へ名称変更予定）

現代社会学部
健康栄養学部（大阪）
国際看護学部（大阪）

企業経営、観光ビジネス、情報・コンピュータ、英語コミュニケーション、歴史、スイーツ、デザイ
ン、マンガ、映像・アニメーション、映画・演劇、建築・インテリアなど数多くの専攻があり、本学で
学んだ人材は多彩です。

大手前大学

その他1.7%

教育
0.9%

不動産業
3.1%

金融・保険業3.7%

飲食業 2.8%

宿泊業
5.7%

製造業
8.8%

建設業
11.9%

流通業
30.4%

サービス・情報業
31.0%

大手前大学

【キャリアセンター連絡先】
〒662-8552 西宮市御茶家所町6-42
T E L：0798-32-5011
E-mail：dsyusyok@otemae.ac.jp

〈オンライン就活支援事業への参加企業様を募集中〉
本学と県内企業の連携事業『Otemae Hyogo 

Alliance Initiative』は、企業説明会（おもに４年生
対象）および業界・会社研究セミナー（３年生以下を対
象）などをオンラインツールを用いて行う、キャリア・
就職支援事業です。新型コロナウイルスの感染拡大
に伴い新たに計画し、今年度の兵庫県補助事業「令
和２年度県内大学と連携した就活支援事業」に決定
しました。

対象学部は総合文化学部、メディア・芸術学部、現
代社会学部の３学部です。

神戸商工会議所の会員企業様をはじめ多くの県下
企業様と本学の学生をつなぎたく、是非とも参加くだ
さいますようお願い申し上げます。

【学校の特色】



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

関西国際大学02

その他
11.0%

公務 2.3%

不動産業
2.8%

製造業
5.5%

小売業
6.2%

卸売業
6.9%

福祉・介護業
12.4%

サービス業
14.1%

教育業
18.2%

医療・保険衛生業
20.3%

【学部一覧】

国際コミュニケーション学部
社会学部
心理学部
教育学部
経営学部
保健医療学部

【学校の特色】
・グローバル×セーフティ×マネジメントが教育の3本柱　
・教育目標の達成状況をKUIS学修ベンチマークで定期的に確認
・学修支援センターをはじめとした充実した学修サポート体制

【学校概要】
本学は「Communication（対話、伝
達）､Consideration（熟慮、考察、思
いやり） & Commitment（参画、貢
献）」を価値基準とし、この“３つのＣ”
を実行できる人間の育成を学院の教
育ミッションとしています。

関西国際大学

【キャリアセンター連絡先】
〒673-0521 三木市志染町青山1-18
課長　藤井　学
T E L：0794-84-3508 
E-mail：shushoku@kuins.ac.jp  
課長　松岡　正樹
T E L：078-341-3056 
E-mail：shushoku@kobe-yamate.ac.jp

本学は、2020年4月に神戸山手大学と統合し、三
木、尼崎、神戸山手の3つのキャンパスを持つ大学と
して生まれ変わりました。「やればできた。もっとでき
る。」を合言葉に、グローバルな視野を持ちながら、地
域に根差す活躍ができる世界市民を育てています。
特に、本学では現場に出て体験・実感することを重視
しており、体験を通じて主体的に課題を見つけ、それ
を解決する能力を身につけた人材を数多く輩出して
います。是非地元神戸のために役立たせていただく
機会を与えていただけますようお願いいたします。ま
た、今後更に体験の機会を学生に提供するべく、イン
ターンシップ等の受入れについても、ご検討いただけ
ますと幸いです。



【就職実績】（上位9業種）
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03関西学院大学

【キャリアセンターからのお知らせ】

【キャリアセンター連絡先】
〒662-8501 西宮市上ケ原一番町1-155 
課員　中山　悠吾
T E L：0798-54-6117 
E-mail：yugo811＠kwansei.ac.jp  

〈理系4学部新設（2021年4月）〉
神戸三田キャンパスは、関西最大規模の理工系学

部を含む文理横断型キャンパスに変わります。
（理学部、工学部、生命環境学部、建築学部、総合政
策学部）

その他
6.7%

不動産・
リース業3.7%

運輸業 4.8%

公務
5.7%

小売業
6.1%

卸売業
9.3%

情報通信業
11.8%

金融・
保険業
13.5%

製造業
18.0%

教育・公益・
その他のサービス業

20.4%

【学部一覧】

神学部
文学部
社会学部
法学部
経済学部
商学部

人間福祉学部
国際学部
教育学部
総合政策学部
理工学部

・キリスト教主義教育
・国際教育・協力プログラム

　文部科学省支援事業「スーパーグローバル大学創
成支援」の採択を受け、全学生が所属学部での学び
に加え、海外でさまざまな学びを行う「ダブルチャレ
ンジ制度」を創設し、今まで以上に国際教育を推進

・ 2学部を最短4年で卒業できる「マルチプル・ディグ
リー制度」

・ 日本アイ・ビー・エム株式会社と共同で「ＡＩ活用人材
育成プログラム」（全１０科目）を開発、2019年4月
より順次開講

【学校概要】
関西学院はキリスト教主義教育を建学
の精神としております。世界的な広い
視野と価値観を持って活躍できる人
間形成への営みが、キャンパスのいた
るところで展開されています。また、ス
クールモットーである“Mastery for 
Service”を体現する、創造的かつ有
能な「世界市民」を育成します。

関西学院大学

【学校の特色】



【就職実績】（上位9業種）

7

【キャリアセンターからのお知らせ】

甲南大学04

その他
6.6%

公務 5.0%

建設・
不動産業
7.5%
運輸

ホテルレジャー
8.1%

情報通信業
8.9%

小売業
9.4% その他

サービス業
11.6%

金融・保険業
12.7%

商社
13.5%

製造業
16.7%

【学校の特色】
・8学部4研究科の多様な学びと多彩で充実した共通教育
・融合型グローバル教育　
・“顔がわかる”少人数教育等を通じ、次代を担う人物を育成

【学校概要】
昨年、学園創立100周年を迎え、教育
理念として、「人格の修養と健康の増
進を重んじ、個性を尊重し、各人の天
賦の特性を伸長させる」を掲げ、人物
教育率先の理念のもと、人文・自然・社
会科学の３分野を備えた「ミディアム
サイズの総合大学」です。

甲南大学甲南大学

【学部一覧】

文学部
経済学部
経営学部
マネジメント創造学部
フロンティアサイエンス学部

理工学部
法学部
知能情報学部

【キャリアセンター連絡先】
〒658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1
専任役　常深　伊公子
T E L：078-435-2322 
E-mail：ps@adm.konan-u.ac.jp  

今年の学生は、コロナ禍という厳しい局面での就
職活動となり、現在も就職活動を継続している学生が
例年以上に多いように感じます。

また、本学の学生の7割は兵庫県内出身者で、地元
神戸で活躍したいとの思いを持って就職活動を継続
している学生もいます。

そのため、2021年3月卒業の学生向けに採用活
動を継続されている企業様から、是非、求人情報等の
ご連絡をいただきたく、よろしくお願いいたします。



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

甲南女子大学05

その他
10.0%

製造業
5.0%

保育・
福祉業 6.0%

情報通信業
6.0%

金融業
8.0%

教育
9.0% 商社

9.0%

流通業
11.0%

サービス業
18.0%

医療業
18.0%

【学部一覧】

文学部
人間科学部
看護リハビリテーション学部
医療栄養学部
国際学部

【学校の特色】
・コミュニケーション能力を、さらには実践的な外国語運用能力を深める
・ 現代社会に生きる人間を理解し、より良く生きるための問題解決能力を修得する
・専門的知識・技術と女性ならではの視点を深める

【学校概要】
本学は、建学の精神「まことの人間を
つくる」に基づき、誠実で品位ある女性
の育成に努めています。また「全人教
育」「個性尊重」「自学創造」を教育方
針に据え、品格と国際性を備え「社会
に貢献する高い志を持つ女性を育成
する」ことを大学の使命としています。

甲南女子大学

【キャリアセンター連絡先】
〒658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23
キャリアセンター 副部長　深澤 貞信
T E L：078-413-3139 
E-mail：satarof@konan-wu.ac.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により就職情報
の収集に困難を極めた学生が多く、例年に比べ就職
先が未決の学生が多いのが現状です。キャリアセン
ターでは企業様からの求人情報について、継続的に
就職活動中の学生に発信を続けておりますが、神戸・
阪神地区に所在する学生も多くおり、さらに多くの求
人情報を頂戴できましたら幸いにございます。本学で
は後期が開始する9月23日より、それまでのオンライ
ン授業から基本的に対面授業の実施に切り換え、こ
れに基づき学生の入構制限も解除され従前の体制に
ほぼ戻ります。キャリアセンターでは引き続き、企業
様のご訪問受付・応対もさせていただいております。
何卒よろしくお願い申し上げます。



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

06神戸大学

その他
41.1%

医療・
福祉業4.3%

卸・小売業4.8% 電気・情報通信機械
器具製造業5.0%

学校教育5.4%

地方公務5.5%

学術研究・
専門・
技術サービス業
6.5%

金融・
保険業6.9%

化学工業・
石油・
石炭製品製造業
7.5%

情報通信業
13.0%

【学校の特色】
・文系・理系の枠にとらわれず、先端研究を推進する総合大学
・自ら地球的課題を発見し、その解決にリーダーシップを発揮できる人材へと育成するため、教養教

育において、卒業時に身につけるべき共通の能力を「神戸スタンダード」として設定
・学生が留学や海外教育プログラムに参加しやすいよう「2学期クォーター制」を採用

【学校概要】
国際港湾都市・神戸にキャンパスを構
える本学は、開放的で国際性に富む
固有の文化の下、神戸高商時代から
の伝統である「真摯（しんし）・自由・協
同」の精神と「学理と実際の調和」の
理念を大切にしながら、現代及び未来
社会の課題を解決するための新たな
価値の創造に挑戦し続けています。

神戸大学

【学部一覧】

文学部
国際人間科学部
法学部
経済学部
経営学部
理学部

医学部
（医学科、保健学科）
工学部
農学部
海事科学部

【キャリアセンター連絡先】
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1
学務部キャリア支援課　専門職員　安藤　肇
T E L：078-803-5217 
E-mail：stdnt-shushoku＠office.kobe-u.ac.jp

〈2021年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策
科学部』を設置します。〉

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、キャリア
センターでは4月よりキャリア相談をWEBにて行って
おり、情報提供についてもHPや就職支援システムを
利用しているところです。

企業の採用情報については、以下WEBサイトから
のご提供をお願いしております。
〈URL〉 http://www.career.kobe-u.ac.jp/contents/

company/job_offer.html
特に神戸企業の採用情報は、地元志向の強い学生

へ紹介できるため、積極的な情報の提供をお待ちし
ています。



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

07神戸海星女子学院大学

その他2.6%
複合サービス業

2.7%
金融・保険業
4.0%

情報通信業5.3%

生活関連
サービス業
9.3%
宿泊・

飲食サービス業
9.3%

運輸・
郵便業
10.7% 卸・小売業

14.7%

教育・学習支援業
16.0%

医療・福祉業
２５.４%

【学部一覧】

現代人間学部
（英語観光学科、心理こども学科）

【学校の特色】
・超小人数教育で学生一人ひとりに真摯に向き合う
・低年次からのキャリア教育による手厚い就職支援
・自立した女性を育む伝統ある女子教育

神戸海星女子学院大学神戸海星女子学院大学

【学校概要】
「真理と愛に生きる」というキリスト教
的価値観に基づき、人を支え、社会に奉
仕できる女性の育成を目指し、一人ひと
りが愛される存在として誇りを感じなが
ら成長し、自信をもって世界に羽ばたき
「人を支え、輝く。」ことができるよう教
育をしています。

「英語」×「観光」/「心理」×「こども」の
学びを通して、高い実践力を身に付けた
自立した女性を育てていきます。

（1学部2学科制の超小人数教育）

【キャリアセンター連絡先】
〒657-0805 神戸市灘区青谷町2-7-1
学生課・キャリアセンター課長　蔵澤　綾子
T E L：078-881-7541 
E-mail：career@kaisei.ac.jp   

平素は本学の教育にご理解とご支援をいただき、
また学生の採用に関して格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。現在、本学の4年生は新型コロナ
ウイルス感染症の影響で厳しい就職活動状況であり
ますが、懸命に取り組んでおり、キャリアセンターとし
て、就職先が決まっていない学生にきめ細かくサポー
トを続けています。私たちは小規模大学ならではの
サポートを今後もさらに充実させたいと考えていま
す。採用活動を継続なさっている企業様の情報を積
極的に募集しておりますので、下記連絡先へお願い
いたします。本学で自己を磨いてきた学生をご採用
いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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08神戸学院大学

【キャリアセンターからのお知らせ】

【学校の特色】
・ 学生数は兵庫県下の私立大学ではトップクラスを誇り、多様性がある
・まじめな学生が多く、責任感が強い
・ 就職率は97.7%（2020年3月卒）と高い水準

神戸学院大学

【キャリアセンター連絡先】
〒651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518
グループ長　千原　伸郎
T E L：078-974-1863 
E-mail：career@j.kobegakun.ac.jp

現４年生は、内定獲得し就職活動を終了している者
もいる一方、まだ継続中の学生もおります。採用活動
を継続中の企業様については、お気軽にご連絡くだ
さい。

企業様の応対も再開しており、各キャンパスにて受
付いたしておりますので、ご一報いただければ幸い
です。

【学部一覧】

法学部
経済学部
経営学部
人文学部
心理学部

現代社会学部
グローバル・コミュニケーション学部
総合リハビリテーション学部
栄養学部
薬学部

【学校概要】
本学は、1966年に神戸市垂水区伊川谷町

（現：神戸市西区伊川谷町）に、体質医学の世
界的な権威であった森茂樹を初代学長とし、
建学の精神「真理愛好・個性尊重」を掲げて開
学。日本初の男女共学の栄養学部の単科大学
として歩みはじめた、その先見性と独自性は
誇りとするところです。
その後は1967年に法学部と経済学部、
1972年に薬学部を開設するなど、順調に発
展し、2007年4月にはポートアイランドキャン
パスを開設、飛躍的に教育研究環境が充実し
ました。
2018年度には新たな国家資格である公認心
理師に対応するカリキュラムを擁する心理学
部を開設し、2019年度には大学院心理学研
究科も設置。また、医療・健康・福祉に関わる4
学部6学科の学生が合同で、相互の職種（資
格）の内容を理解し、連携の可能性などをワー
クショップ形式で学ぶ専門職連携教育プログ
ラム（ＩＰＥ）の単位化もスタート。社会から必要
とされる存在価値の高い「後世に残る大学」
を目指して、教育、研究、社会貢献を推進して
いきます。



12

【キャリアセンターからのお知らせ】

09

【就職実績】（上位６業種）

神戸芸術工科大学

その他
15.1%

広告・印刷
・出版業
10.5%

繊維業
10.9%

情報通信業
12.8%

卸・小売業
14.4%

製造業
14.8%

建設業
21.5%

【学部一覧】

芸術工学部
（環境デザイン学科、まんが表現学科、
プロダクト・インテリアデザイン学科、
ビジュアルデザイン学科 、映像表現学科、
ファッションデザイン学科、
アート・クラフト学科）

【学校の特色】
デザイナー、アーティスト、クリエイターの養成！
・豊かなコミュニケーション能力と確かな表現技術の修得、感性の練磨
・常に時代の要請に鋭敏に反応
・社会との関わりの中で持続的に創造的な活動

【学校概要】
芸術文化と科学技術の融合を目標と
する「芸術工学」をテーマに、７つの
専門領域で、創造性やクリエイティブ
な能力を日々磨き、アートの力で感動
を、デザインの力で暮らしを豊かにで
きる、未来を担うクリエイターの育成
を目指しています。

神戸芸術工科大学

【キャリアセンター連絡先】
〒651-2196 神戸市西区学園西町8-1-1
サブ・マネジャー　野島　寛
T E L：078-794-5035 
E-mail：nojima-h@kobe-du.ac.jp  

大学のある神戸で働きたいという学生が多数在籍
しています。企業活動の課題解決に創造性やクリエ
イティブな能力は必ずお役に立てるはずです。

新型コロナウイルス感染症の影響で就職活動に苦
戦する学生と神戸の企業様をマッチングさせたいと
強く思っています。

求人のご依頼はキャリアセンターまでお願いいたし
ます。



【就職実績】（上位9業種）
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10神戸国際大学

【キャリアセンターからのお知らせ】

その他4.2%福祉・介護業2.1%

不動産・賃貸業5.3%

建設業
5.3%

運輸業
5.8%

情報通信業
6.8%

ホテル・
飲食業
8.9%

製造業
11.6%

サービス業
19.5%

卸・小売業
30.5%

【学部一覧】

経済学部
リハビリテーション学部

キリスト教主義にもとづいた人間形成と国際教育を
重視しており、少人数教育を行っています。学生と教
員・職員の距離が近いことが特色です。

【学校概要】
1968年開学。経済学部（経済経営学
科、国際文化ビジネス・観光学科）と、
リハビリテーション学部（理学療法学
科）を設置しています。

神戸国際大学

【キャリアセンター連絡先】
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中9-1-6
T E L：078-845-3109 
E-mail：syuusyokuka@kobe-kiu.ac.jp

コロナ禍で、まだ多くの学生が就職活動中です。地
元志向の学生も毎年、一定数おりますので、求人をい
ただけますと幸いです。

少人数ゼミなどの授業は登校して実施しており、学
内で個別企業説明会も可能となりましたので、お声が
けください。遠隔（Zoom）でも対応させていただきま
す。

どうぞよろしくお願いいたします。

【学校の特色】



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

11神戸市外国語大学

その他2.1%
教員2.1%

報道出版業3.2%
金融保険証券業3.4%

公務5.0%

情報通信業
9.8%

運輸・倉庫業
9.8%

旅行・サービス業
17.2%

貿易商事業
19.8%

製造業
２７.５%

【学部一覧】

外国語学部
（英米学科、ロシア学科、中国学科、
イスパニア学科、国際関係学科）
外国語学部第 2 部（英米学科） 

【学校の特色】
・語学の学習で真面目に地道に取り組む姿勢が身に付いている
・学生同士の距離が近く、学年を超えての交流があり協調性もある
・学内の授業やプログラム・留学で、異文化理解力が養われている

【学校概要】
学生数約2,300人の公立の小規模
校です。「行動する国際人」の育成を
目指し、語学力習得だけでなく、その
背景にある文化や社会に対する理解

「世界の多様性を観る力」を養って
います。公立校ゆえ地元との関りが
強くイベント等に意欲的に参加して
います。

神戸市外国語大学

【キャリアセンター連絡先】
〒651-2187 神戸市西区学園東町9-1
所長　横田　小夜子
T E L：078-794-8451 
E-mail：career_s@office.kobe-cufs.ac.jp 

〈コロナ禍における学生の就職活動状況について〉
新型コロナウィルス感染症の影響で例年に比べ1～

２か月動きが遅いように感じます。留学の中断・延期や
特定業界の採用中止で就職活動を継続している学生
が例年以上に多いです。

本学では修得した語学、グローバルな視点を仕事
に活かしたいという学生に加え、地元の兵庫神戸で働
きたいと志望している学生がおりますので、採用情報
などいただけましたら幸いです。

引き続き地元企業様との情報交換を密にし、地元就
職を支援していきます。よろしくお願いいたします。



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

神戸松蔭女子学院大学12

その他
14.4%卸売業

4.8%

運輸業4.8%
宿泊・飲食業
5.1%
情報通信業
5.5%

製造業
8.7% 医療

福祉業
10.0%

学校・
学習支援業
13.5%

小売業
15.8%

サービス業
17.4%

【学部一覧】

文学部
人間科学部
教育学部

【学校の特色】
・キリスト教の精神に基づき、人を愛する心を育てる
・実践的な教養で生涯学び続けることのできる基礎力を育てる
・大学生活4年間を通して、自分で自分の道を切り開く力を養う

【学校概要】
本学は2022年に創立130周年を迎えます。創立125周年に大
学モットー“Open Yourself,Open Your Future”を制定しま
した。大学生活を通して、自ら未来を切り拓くことのできる女性
への成長の道筋を大学として示し、それに基づいたカリキュラム
編成と授業外の学びの設定を行っています。

神戸松蔭女子学院大学

【キャリアセンター連絡先】
〒657-0015 
神戸市灘区篠原伯母野山町1-2-1
T E L：078-882-6131 
E-mail：syusyoku-csc@shoin.ac.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により合同企業
説明会等のイベントも中止になったため、企業様と交
流する場・情報を得る機会が少なく困惑している学
生が多い状況です。本学では、採用継続中の企業様
の情報を学生に随時案内をしていますが、例年に比
べ求人数が少なく提供できる情報量も少ない状況で
す。地元（関西）で働き、地域貢献したいと考えてい
る学生が多いため、採用継続中の企業様は是非ご連
絡いただけますと幸いです。求人案内に関しましては
郵送でお送りいただいても構いませんし、Zoom等を
使ったオンラインでの対応も可能です。ご来校いただ
くことも可能ですが事前予約制となっております。下
記連絡先にお問合せいただきますようお願いいたし
ます。



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

13神戸女子大学

その他2.8%建設・不動産業3.5%
金融・保険業5.1%

運輸・通信業
5.5%

製造業
7.6%

サービス業
8.1%

飲食・宿泊業
9.2% 教育

14.7%

卸・小売業
18.9%

医療・福祉業
24.6%

【学部一覧】

文学部
家政学部
健康福祉学部
看護学部

【学校の特色】
・様々な業種・職種に毎年就職
・自立心、対話力、創造性を培う教育を全カリキュラムで実施
・学業や課外活動に熱心に取り組む学生が多く在籍

【学校概要】
本学は、建学の精神に基づき、自立心
に富み、対話力と創造性にすぐれ、人
類社会の発展に貢献する女性を育成
しています。

神戸女子大学

【キャリアセンター連絡先】
〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1
課長　芦田　信昭
T E L：078-737-2328
E-mail：shushoku@yg.kobe-wu.ac.jp 

〈コロナ禍における４年生就職支援について〉
新型コロナウィルス感染症の影響により、前期は学

生の登学が禁止となり、授業等はオンラインでの実施
となりました。これを受けてキャリアサポートセンター
では、通常のガイダンスをすべてオンラインに置き換
えて実施してまいりました。後期（9月18日）からは、
対面式授業が再開となり、企業様のご来学につきま
しても通常通り受付させていただきます。特に、ＷＥ
Ｂや対面式での学内企業説明会の実施に力点を置き
まして、企業様と学生の接点の機会創出に努めてお
ります。まだまだ就職活動を頑張っている学生のため
に、求人や企業説明会の実施にご興味がございまし
たら、ご遠慮なく一報いただければ幸いです。



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

14神戸親和女子大学

その他2.2%

建設・不動産業1.7%
公務1.7%

運輸業2.8%
金融業4.1%

情報通信業
5.5%

医療・福祉業
6.4%

サービス業
7.7%

卸・小売業
8.8%

教員・保育士
59.1%

【学部一覧】

文学部
発達教育学部

【学校の特色】
・地域連携学習（幅広い世代と交流し実践力を養う）
・少人数教育（3・4年次ゼミは約10名）
・体育系の強化クラブ（2021年度より9団体へ拡充）

【学校概要】
本学の母体となる親和学園は1887
年の創立で、『誠実』『堅忍不抜』『忠
怒温和』を教育の柱としています。自
己啓発に主体的に取り組んでいる学
生も多く、多彩な経験を通して実社会
で活躍できる女性の育成をめざしてい
ます。

神戸親和女子大学

【キャリアセンター連絡先】
〒651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1
キャリアセンター事務室　
T E L：078-591-3744・1834
E-mail：job@kobe-shinwa.ac.jp

本学は文学部（総合文化学科）、発達教育学部（児
童教育学科、心理学科、福祉臨床学科、ジュニアス
ポーツ教育学科）の2学部5学科で、約1,800名の学
生が通学しています。県内出身者が約75％を占めて
おり、神戸市をはじめ尼崎市～西播地域と広範囲に
わたっています。昨年度、参加いたしました神戸商工
会議所での就職情報交換会では多くの企業様と接点
を持つことができ、就職へとつながったケースや学内
での合同企業説明会へのご参画をいただきました。
まだまだ就職活動を継続している学生が多く、是非積
極的に求人のご紹介をお願いいたします。なお大学
へは事前のアポイントをとってご訪問いただきますよ
う、ご協力のほどお願いいたします（Zoomでのご対
応も可能です）。



【就職実績】（上位9業種）

18

【キャリアセンターからのお知らせ】

園田学園女子大学15

その他
18.9%

食料品・飲料・
たばこ・
飼料製造業
2.0%

その他
サービス業
3.2%

生活関連
サービス・
娯楽業
3.5%

宿泊・
飲食サービス業

4.5%

卸売業
5.5%

小売業
7.3%

社会保険・
社会福祉・
介護事業
12.8%

学校教育
15.4%

医療業
２６.２%

【学部一覧】

人間健康学部
人間教育学部
短期大学部

【学校の特色】
・スポーツが盛んで、スポーツセンターや部室棟など新しい施設が充実♪
・「経験値教育」で様々な経験が積め、自立した女性へと成長できる！
・教職員と学生の距離がとても近い！

【学校概要】
本学は神戸から20分、大阪から10
分の阪急塚口駅が最寄り駅の好立地
で、学生は緑に囲まれたキャンパスで
勉学やスポーツに勤しんでいます。ま
た教育方針である「経験値教育」（経
験した知識を知恵に変える）を通じ
て、自立した女性を育成し、社会に送
り出しています。

園田学園女子大学園田学園女子大学

【キャリアセンター連絡先】
〒661-8520 尼崎市南塚口町7-29-1
村岡　正基（E-mail：career-u@sonoda-u.ac.jp）
TEL：06-6429-9906 

〈経営学部 新設〉
2021年4月に経営学部が誕生します（設置認可

申請中）。企業マネジメントコース、公共マネジメント
コース・国際・地域マネジメントコースの３コースで構
成され、世の中のあらゆるビジネスをチャンスに変え
る女性のための経営学です。
Point 1 オーダーメイドの学び

興味や目指す領域を組み合わせて学ぶオーダーメ
イドの履修モデルです。
Point 2 社会で活躍できるマネジメント力を

会話を重視した心理学的アプローチで注目のマネ
ジメント手法「コーチングマネジメント」が、女性なら
ではの感性を活かし活躍の場を広げます。



【就職実績】（上位9業種）
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【キャリアセンターからのお知らせ】

16姫路獨協大学

その他4.7%教育・学習支援業1.8%
情報通信業2.5%
公務 2.5%

金融・保険業
3.2%

建設業 4.3%

製造業
6.1%

サービス業
8.3%

卸・小売業
19.8%

医療・福祉業
46.8%

【学部一覧】

人間社会学群
医療保健学部（理学・作業・言語・臨工）
薬学部
看護学部

【学校の特色】
・「兵庫県×獨協学園×姫路市」との連携により、充実した環境で学べる
・医療系に強い総合大学
・関西私立大学初の学群制で、専門性プラスαのスキルが身に付く

【学校概要】
１学群３学部を有する大学です。入学
後、興味に応じて学びながら進みたい
道を探せる人間社会学群。医療保健学
部（理学療法学科、作業療法学科、言
語聴覚療法学科、臨床工学科）、薬学
部、看護学部の3学部が連携し、チーム
医療を担う人材を育成しています。

姫路獨協大学

【キャリアセンター連絡先】
〒670-8524 姫路市上大野7-2-1
課長　増田　和也
T E L：079-223-6507 
E-mail：syushoku@gm.himeji-du.ac.jp 

今年度は新型コロナウイルスの影響で、多くの合
同企業説明会が中止となり、学生と企業間との接触
機会が失われました。その結果、例年とは異なる就職
活動となっており、不安や戸惑いを感じながら、現在
も就職活動を継続している学生がいます。そのため、
学内において個別の企業説明会・セミナーを随時受付
しております。ご参加を希望される場合は、キャリア
センターまでご連絡ください。学生には掲示やHP、
メールで告知いたします。詳細は下記までお問合せく
ださい。
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【キャリアセンターからのお知らせ】

17兵庫県立大学

【学校の特色】
・少人数教育のもと、個性の尊重と気づきを大切に独創力を育てる授業を実施
・就職に強く、多彩な大学院研究科（14研究科）でも学びが可能
・大型放射光施設Spring-8をはじめ、兵庫県の世界最先端研究施設を利用した研究

【学校概要】
本学は、約6,600人（大学院生を含む）の学生
を有し、現在6学部、14研究科、4附置研究所、
附属高等学校・中学校を擁する全国トップクラス
の公立総合大学です。教育の質保証やグローバ
ル人材育成等の教育改革を加速化するほか、グ
ローバル化やAI、IoT社会に向けた特色ある学
部を開設する等、学問を通して人間的な成長を
促す先進的な教育を推進しています。

兵庫県立大学

〈兵庫県立大学「県内企業等マッチングサイト」及び
「OB・OG・メッセージ集」に是非ご登録ください。
（兵庫県内に事業所をお持ちの企業であれば登録、
掲載は無料です）〉

兵庫県内の企業情報・求人情報、卒業生たちの活
躍ぶりを本学学生に発信します。

様々な検索方法で調べ、学生が興味のある企業名
をクリックすると詳細な企業情報と求人情報が表示
されます。現在350社を超える地元企業が登録して
います。また各企業で活躍する本学のOB・OGの就
活体験談、仕事内容等をまとめたメッセージ集も併せ
てご活用ください。

【学部一覧】

国際商経学部
社会情報科学部
工学部
理学部
環境人間学部
看護学部

【キャリアセンター連絡先】
651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1
本部事務局　就職支援コーディネーター
片山　裕司
T E L：078-794-6647 
E-mail：hiroshi_katayama@ofc.u-hyogo.ac.jp
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【キャリアセンターからのお知らせ】

【就職実績】（上位業種）

武庫川女子大学18

その他
12.7%

金融・
保険業
3.9%

建設業
3.9%

卸売業 4.1%
運輸業 4.1%

サービス業
8.6%

飲食店・
宿泊業
9.6%

製造業
10.1%

小売業
13.5%

教育・
学習支援業
13.7%

医療・福祉業
15.8%

その他
18.7%

飲食店・
宿泊業
3.5%

サービス業 4.7%

卸売業 4.7%

金融・
保険業
6.3% 情報

通信業
8.0% 製造業

9.1%

教育・
学習支援業

14.0%

医療・福祉業
15.1%

小売業
15.9%

【学校の特色】
・   「一生を描ききる女性力を。」自らの意志と行動力で可能性を広げ、生涯を切り拓いていく女性

力を育む教育に挑戦
・「主体性・論理性・実行力」を培う教育で社会に貢献できる女性の育成を目指す

【学校概要】
本学は文・理・薬・芸術系まで幅広い10学部17学科を有する女子総合大学です。大学の学生数は
8,362人、全国から集まっており、日本の女子大では最多です。また短期大学部は7学科（1,314
人）を有し、国内の短大では最大規模となります。

武庫川女子大学武庫川女子大学
武庫川女子大学短期大学部武庫川女子大学短期大学部

【大学 学部一覧】

文学部
教育学部
健康・スポーツ科学部
生活環境学部

★食物栄養科学部

★建築学部
音楽学部
薬学部
看護学部

★経営学部
★ 2020 年 4 月開設

武庫川女子大学

武庫川女子大学
短期大学部 【キャリアセンター連絡先】

〒663-8558 西宮市池開町6-46
キャリア支援課　
T E L：0798-45-3529 
E-mail：syusy@mukogawa-u.ac.jp  

〈コロナ禍の現4年生について〉
　就職活動の開始が遅かった学生が一層出遅れて
しまい、苦戦しながら活動を継続しています。

〈求人のご依頼〉
　直接ご求人情報を郵送、メールにていただけます
と幸いです。また、ご来学訪問、Zoomでのオンライ
ン面談も承っておりますので事前にご連絡ください
ますよう、お願いいたします。

〈 本学主催行事への協力ご依頼〉
　学生のキャリア形成のためには、学生が社会に触
れることが重要です。キャリア教育の主旨をご理解
いただき、インターンシップや合同企業説明会への
参加等、是非ご協力いただきますよう、よろしくお願
いいたします。
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【目次】
はじめに 
専門家インタビュー①
専門家インタビュー②
01 大手前大学
02 関西国際大学
03 関西学院大学
04 甲南大学
05 甲南女子大学
06 神戸大学
07 神戸海星女子学院大学
08 神戸学院大学

09 神戸芸術工科大学
10 神戸国際大学
11 神戸市外国語大学
12 神戸松蔭女子学院大学
13 神戸女子大学
14 神戸親和女子大学
15 園田学園女子大学
16 姫路獨協大学
17 兵庫県立大学
18 武庫川女子大学
19 流通科学大学

今年度の新卒者採用活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により、合同企業説

明会の中止をはじめ、企業によっては選考の延期や中断、採用人数の絞り込みなど大

きな混乱が見られました。

その一方で、大手企業を中心に会社説明会や選考がオンラインに切り替わり、新し

い新常態（ニューノーマル）への移行が着実に進みつつあります。

このような中、当商工会議所では、中小企業の採用活動支援の一環としてオンライ

ンを用いた採用戦略セミナーや業界研究フェアの開催などに加え、この度、若年層の

人手不足に悩む企業と、学生の円滑な就職を目指す県内大学とのネットワークの構築

を進めることを目的として「地元大学就職情報ガイドブック」を作成しました。

県内19大学の概要や学生の特色、就職実績などをはじめ、各大学のキャリアセン

ターへの連絡方法ととともに、専門家や大手就職

支援サイト会社に伺った今後の新卒者採用市場の

分析や新卒予定者の動向などについての寄稿も

掲載しております。　　

スムーズな新卒者採用活動に向け、各企業の皆

様が大学へのアプローチを行う際のツールとして

当ガイドブックをご活用いただけますと幸いです。
 2020年11月

 神戸商工会議所

はじめに／目次 流通科学大学19

その他
10.7%

建設業 3.8%
医療・福祉業
4.1%
不動産・
物品賃貸業
4.1%

金融・保険業
7.7%

情報通信業
7.7%

サービス業
8.6%

製造業
9.1%

運輸・
郵便業
9.4%

卸・小売業
34.8%

【学部一覧】

商学部
経済学部
人間社会学部

【学校の特色】
・ 企業様のご協力のもと、産学連携プロ
グラムを充実させている
・ 地元就職希望者が多く、開学以来、高
い就職率を残している
・ クラブ活動加入率が高く、挨拶・規律・マ
ナーを重視している

【学校概要】
本学は、「流通を科学的に教育研究することを通
じて、世界の平和に貢献し、真に豊かな社会の実
現に貢献できる人材」「単に知識が豊富なだけで
なく、知識を実社会で役立つ知恵に変換できる人
材」「どこに出ても物怖じすることなく、誰とでも
しっかり言葉を交わすことができ、逆境でもたくま
しく生き抜く人材」を育成することを使命としてお
り、初年次から学生自身の“気づき”を重視し、主
体的に学修する教育に力を入れています。

流通科学大学

【キャリアセンター連絡先】
〒651-2188 神戸市西区学園西町3-1
越智　洋介
T E L：078-794-3550（就職部直通）
E-mail：Yosuke_Ochi@red.umds.ac.jp 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、例年より
も多くの4年生が秋以降も就職活動を続けている状
況です。前期はオンライン授業のみでしたのでWEB
での就職活動サポートが中心でしたが、後期からは対
面授業が再開されたこともあり、まだまだ多くの4年
生が就職部に相談にきております。また、今年度は企
業様との名刺交換会なども軒並み中止となり、企業様
との情報交換の機会も減ってしまっておりますので、
企業様のご来訪も歓迎しております。ご来訪のお申込
みなど、詳しくは下記連絡先までお願いいたします。

【就職実績】（上位9業種）

【キャリアセンターからのお知らせ】
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新卒者採用活動中の企業様へ

大学とのネットワーク作りに役立つ！


