
　2017 年 3 月卒業生の就職決定率が、過去最高の 97.5% を記
録しました。関西圏の大学の中でもトップクラスの就職率を誇っ
ています。学生一人ひとりの夢の実現にむけて授業内・外にて
さまざまな支援を行っており、これからも “Face to Face” の教
育で「学生成長率ナンバーワン」の大学をめざし、力強いサポー
ト体制を構築しつづけてまいります。
※就職決定率…就職希望者に対する就職決定者の割合

2017年卒業生就職決定率※

97.5%

学内活動報告
TOPICS

9月
20日 前期成績発表（1～4 年次生）
25日 後期授業開始
29日 前期卒業証書・学位記授与式

10月
9日 体育の日・月曜日通常授業実施日
27日～30日 大学祭（全学休講）

11月
3日 文化の日・金曜日通常授業実施日

12 月
9日・16日 統一補講日
25日 後期授業一旦終了

1月
11日 後期授業再開
20日・27日 統一補講日
26日 後期授業終了
29日～ 2月5日 後期試験期間

2月
20日 ４年次生成績発表
27日～3月1日 後期追再試験

3月
19日 卒業証書・学位記授与式
22日～ 24日 新 2～4 年次生成績発表・健康診断

後期スケジュール

阪南大学での
キャリアサポート体制
　本学では段階的なキャリアデザイ
ンプログラムを構築しており、授業
において社会人の基礎を築く「キャ
リア教育」、就職活動をサポートする
「キャリア支援」、そしてさまざまな
分野の専門性を高めるための「資格
取得支援」の３つの柱で学生の夢実
現へのサポートをしています。

【金融】 三菱東京UFJ 銀行／三井住友銀行／ゆうちょ銀行／池田泉州銀行／関
西アーバン銀行／近畿大阪銀行／大正銀行／京都銀行／紀陽銀行／但馬銀行
／四国銀行／伊予銀行／香川銀行／徳島銀行／鳥取銀行／福邦銀行／大阪信
用金庫／大阪シティ信用金庫／永和信用金庫／大阪厚生信用金庫／北おおさ
か信用金庫／大同信用組合／近畿産業信用組合／京都北都信用金庫／大和信
用金庫／きのくに信用金庫／高松信用金庫／愛媛信用金庫／中兵庫信用金庫
／姫路信用金庫／広島信用金庫／広島市信用組合／福井信用金庫／中国銀行
（Bank of China）／大和証券／SMBCフレンド証券／SMBC日興証券／いち
よし証券／岩井コスモ証券／岡三証券／東海東京証券／日産センチュリー証券
／第一商品／第一生命保険／日本生命保険／明治安田生命保険／ニュートン・
フィナンシャル・コンサルティング／メットライフ生命保険／三井住友海上火災
保険／アコム／オリエントコーポレーション／ジャックス／新生フィナンシャル／
セディナ／三菱UFJニコス／ほか
【建設・不動産】 清水建設／住友林業／積水ハウス／大和ハウス工業／タマホー
ム／パナホーム／大豊建設／生和コーポレーション／セキスイハイム中四国／大
東建託／大和ハウスリフォーム／LIXILトータルサービス／東建コーポレーショ
ン／クリハラント／三機工業／アキュラホーム／一条工務店／アーネストワン／
穴吹興産／エイブル／大倉／サンヨーホームズ／住友不動産販売／日住サービ
ス／日本エスコン／日本エスリード／福屋ホールディングス／プレサンスコーポ
レーション／三井住友トラスト不動産／ヨシコン／グラート／ジェイ・エス・ビー
／センチュリー21・ジャパン／タイムズ24／日本管理センター／日本空港ビル
デング／リブ・マックス／レオパレス21／ほか
【メーカー】 トヨタ自動車／スズキ／明治／伊藤園／UCC上島珈琲／キーコー
ヒー／日本ハム西販売／日本サンガリアベバレッジカンパニー／ラコステジャパ
ン／トクラス／朝日印刷／ザ・パック／森紙業／東洋紙業／アルビオン／菊水化
学工業／コーセー／ノエビア／エフピコ／三甲／三光合成／フクビ化学工業／イソ
ライト工業／三栄水栓製作所／東洋シヤッター／フジマック／スーパーツール／
ダイキン工業／大和冷機工業／日本金銭機械／福島工業／遠藤照明／かわでん
／日本シイエムケイ／極東開発工業／ほか
【運輸】 西日本旅客鉄道／近畿日本鉄道／全日本空輸／アイベックスエアライン
ズ／エバー航空／スカイマーク／スターフライヤー／西鉄エアサービス／日本トラ

2015年3月～2017年3月卒業者主な就職先

保護者向け成績閲覧サービス開始NEWS 学生会発足NEWS

　よりよい学びの環境づくりの一環として、保護者のみなさまが学
生の成績や授業の出席状況の確認等ができる保護者専用ポータルサ
イト『HUPAS』（ヒューパス）を、10月より開始します。一人暮らし
をしているお子様をお持ちの方や、お子様の修学状況が気になる方
は、ぜひご利用下さい。
※利用方法等の詳細は、教務課よりお送りしている資料をご確認下さい。
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資格取得支援　資格取得により専門性を高め、スペシャリストをめざします。

キャリア教育　職業選択を視野に入れた学生生活の目標を設定し、就職に必要な能力・資質を養成します。

情報収集 職業紹介能力開発

社会理解

キャリアデザインa

就職ガイダンス
・就職活動の進め方　・選考対策　他

模擬テスト
・筆記試験対策　・エントリーシート添削　他

企業説明会
・学内合同企業説明会　・業界研究　他

職業指導
・キャリアカウンセリング　・4年生内定者相談会　他

就活力セミナー
・自己分析対策　・業界分析対策　他

人材養成講座
・金融業界　・航空業界

国内インターンシップ
準備講座

国際インターンシップ
準備講座

起業塾1（起業体験）
起業塾2 （プランニング実践）　
国内インターンシップ
国際インターンシップ

キャリアゼミ
（産官学連携型ゼミ）

キャリアデザインb

実　践就業体験職業理解

キャリア支援　企業の採用選考対策を行い、内定獲得をめざします。

自己理解

　10月 7日、在学生の保護者の方を対象に大学体験フェアを実施し
ます。基調講演、体験講義、就職、留学、学習等のセミナーや相談
会も実施予定です。
※事前予約制ですので、大学HPよりお申し込み下さい。

保護者対象大学体験フェア2017開催NEWS

　本学サッカー部は 6月 11日から 7月 9日にかけて行われた第 46
回関西学生サッカー選手権大会において、決勝戦（対関西学院大学）
で逆転勝利し、6年ぶり 5回目の優勝を果たしました。これにより、
9月に行われる全国大会の総理大臣杯に関西代表校として出場するこ
とが決定し、試合に臨みました。
　また、経営情報学部 4年生の脇坂 泰斗選手（川崎フロンターレU-18
出身）が川崎フロンターレに、流通学部 4年生の重廣 卓也選手（広島
皆実高校出身）が京都サンガに入団内定しています。
　サッカー部は前年度関西学生サッカーリーグ優勝、全国大会（イン
カレ）3位と優秀な成績を残し、OBも日本の J1、J2の他、クラブチー
ムや海外のチームなど、日本・世界各地で活躍しています。

関西選手権優勝・
4年生がプロに内定

サッカー部NEWS

1st year 2nd year 3rd year 4th year

▼

重廣 卓也選手（流通学部　4年生）

▼

脇坂 泰斗選手（経営情報学部　4年生）

ンスオーシャン航空／バニラ・エア／フジドリームエアラインズ／エミレーツ航空
／香港エクスプレス／マカオ航空／ANA中部空港／ANA関西空港／JAL ス
カイ／ANAウイングス／スイスポートジャパン／日本郵便輸送／花王ロジスティ
クス／山陽自動車運送／ダイシン物流／アートコーポレーション／サカイ引越セ
ンター／佐川急便／西日本ジェイアールバス／西日本日立物流サービス／ANA
テレマート／上組／日本貨物検数協会／日新運輸／ほか
【商社】 大塚商会／コカ・コーラウエスト／レナウン／モンベル／あらた／サマン
サタバサジャパンリミテッド／イッセイミヤケ／ダンヒル／三陽商会／小泉アパレル
／ヨウジヤマモト／ジャヴァコーポレーション／マッシュスタイルラボ／山喜／う
おいち／ショクリュー／中日本フード／旭食品／尾家産業／加藤産業／ケイ低温
フーズ／ドトールコーヒー／西日本フード／西原商会／日本食研ホールディング
ス／花王カスタマーマーケティング／カネボウ化粧品販売／資生堂ジャパン／日
本ロレアル／ピアス／伊丹産業／杉田エース／阪和工材／フルサト工業／丸井産
業／ ITX／ IDOM／因幡電機産業／福西電機／エフティグループ／大阪工機／
キャノンシステム&サポート／コイズミ照明／ジェイアイエヌ／杉本商事／TBグ
ループ／日本トリム／パナソニックコンシューマーマーケティング／日立コンシュー
マ・マーケティング／フォーバル／三菱電機ライフネットワーク／メディキット／メ
ルセデス・ベンツ日本／レカム／渡辺パイプ／三協テック／日本興業／ほか
【流通】 近鉄百貨店／イオンリテール／イトーヨーカ堂／セブン－イレブン・ジャ
パン／ファミリーマート／ローソン／ジェイアール東海パッセンジャーズ／イズミ
ヤ／コメリ／ナフコ／平和堂／オークワ／関西スーパーマーケット／サントリービ
バレッジサービス／ジャパンビバレッジホールディングス／大黒天物産／万代／
ライフコーポレーション／アーバンリサーチ／AOKI／青山商事／アダストリア／
エービーシー・マート／ジーフット／しまむら／タカキュー／ハニーズ／パル／はる
やま商事／バロックジャパンリミテッド／ユナイテッドアローズ／ユニクロ／ライ
トオン／日本マクドナルド／サイクルベースあさひ／大阪トヨタ自動車／大阪トヨ
ペット／ネクステージ／ビッグモーター／ヤナセ／エディオン／コーナン商事／島
忠／上新電機／大創産業／DCMダイキ／ニトリ／ビジョン／ビックカメラ／ヨド
バシカメラ／ラオックス／ウエルシア薬局／ゲオホールディングス／ココカラファ
イン／コスモス薬品／サダマツ／スギ薬局／セリア／ツツミ／ツルハホールディン
グス／トライアルカンパニー／トレジャー・ファクトリー／日本トイザらス／NEW  

ART／羽田エアポートエンタープライズ／ワッツ／ほか
【情報通信】 日本放送協会／毎日新聞社／奈良新聞社／マイナビ／富士ソフト／
DeNA Games Osaka ／日立 ICTビジネスサービス／プアイエスエフネット／ア
イフラッグ／アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン／SEO／オービー
システム／カスタマーリレーションテレマーケティング／クルーズ／コンピュー
ターマネージメント／CIJネクスト／ジェイエスフィット／ジェイテック／JIEC／
Sky／ソフトウェア・サービス／ディ・アイ・システム／ディップ／ロシップ／ユニ
システム／リンクレア／ワークスアプリケーションズ／アイテム／ACN／エクス
トリンク／コスモネット／ソフトバンクモバイル／パイオン／ライト通信／スカイ・
エー／オーエス／ネクシィーズグループ／楽天／ほか
【サービス】 エン・ジャパン／エイチ・アイ・エス／日本旅行／農協観光／阪急
交通社／名鉄観光サービス／JTB京阪トラベル／旅工房／東武トップツアーズ
／関西エアポートエージェンシー／近鉄・都ホテルズ／グリーンズ／東横イン／ザ・
リッツ・カールトン大阪／ホテル日航大阪／ホテルユニバーサルグランドタワー
東急／リゾートトラスト／神戸新聞事業社／ユー・エス・ジェイ／日本郵便／医
療法人徳洲会／ケア21／パナソニックエイジフリー／スタジオアリス／0S／ラ
ウンドワン／ワタキューセイモア／綜合警備保障／東洋テック／アルインコ／大
和リース／トーカイ／ワキタ／アデコ／トランスコスモス／バリューコマース／ビケ
ンテクノ／フルキャストホールディングス／アイ・ケイ・ケイ／エスクリ／テイクア
ンドギヴ・ニーズ／大阪府信用農業協同組合連合会／大阪市農業協同組合／大
阪泉州農業協同組合／大阪中河内農業協同組合／大阪南農業協同組合／いず
みの農業協同組合／大阪東部農業協同組合／堺市農業協同組合／京都農業協
同組合／奈良県農業協同組合／わかやま農業協同組合／香川県農業協同組合
／ほか
【公務】 松原市役所／羽曳野市役所／京丹後市役所／五條市役所／松山市役
所／警視庁／大阪府警察本部／兵庫県警察本部／奈良県警察本部／和歌山県
警察本部／岡山県警察本部／徳島県警察本部／栃木県警察本部／石川県警察
本部／東京消防庁／大阪狭山市消防局／松原市消防本部／岸和田市消防本部
／川西市消防本部／伊賀市消防本部／鳥取県西部広域行政管理組合消防局／
防衛省海上自衛隊／航空自衛隊／陸上自衛隊／法務省大阪刑務所／大阪市交
通局／高知県立中芸高等学校

　2017 年 4月、学生の自由と権利を守り、学生の自主的活動により
学生生活全般の発展向上に努め、併せて阪南大学の発展に寄与する
ことを目的に「阪南大学学生会」が設立されました。
　その活動の一環として、4月 7日に「Campu§tart2017」という
新入生歓迎イベントを実施しました。学生会を構成する体育会文化
会本部役員をはじめとするクラブ部員、大学祭実行委員、各学部学
生が協力して新入生を歓迎したいという気持ちで企画立案しました。
当日はプチ大学祭体験、スマホアプリを使ったスタンプラリーやク
ラブ体験会、学部相談会、先輩おすすめの食堂メニュー体験会など、
さまざまなメニューを用意。新入生同士や先輩との交流の良き場と
なりました。
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　地元企業の課題の一つに “人材の確保 ”があり、三木
ゼミでは大阪府商工労働部との連携事業として「ものづ
くり中小企業と大学生の求人求職ミスマッチ解消」に取
組んでいます。社長や若手社員から「模擬会社説明会」
を実施いただき、その内容を基に学生目線での評価と改
善提案を行い、各企業にフィードバックします。
　また大学公式マスコット「はぴなん」関連商品の企画・
開発をこれまで行ってきました。昨年度販売開始した「は
ぴなん水」は、ラベルデザインや販売戦略をゼミで考え
商品化、現在大学生協にて販売している他、オープンキャ
ンパスでも利用されています。

地元企業の課題・商品開発への提案・協力産官学連携

▲本学卒業生が 3 名在籍する
㈱中田製作所（八尾市）にて

Career seminar act iv i ty report

　環境・経済問題と異文化理解。これらを海外フィール
ドワークを通して学んでいます。前期授業期間にタイの
地球温暖化・環境の現状について学習し、9月にタイ・プー
ケットパンガー湾エリアにて約1000本にも及ぶマング
ローブの植樹をし、スマトラ沖地震で被災した現地の孤
児院の子供たちへ日本文化・伝統的遊びの紹介などのボ
ランティアも体験します。また、このプロジェクトは日
本の産学連携企業も参加するなど、広く企業家・実務家
の方とのキャリア教育交流も行っています。多彩な環境
保護の視点から海外でゼミ活動を行う事で、学生の新た
な気づきとグローバル社会への興味を引き出し、アジア
経済社会や異文化についてより深く学んでいます。

タイにおけるマングローブ植林とボランティア活動

経済学部　石井 雄二 ゼミ

三宅 亜紗未さん  国際観光学部　4年生 上野 雄太さん  国際コミュニケーション学部　4年生

幼い頃から大好きだったディズニーで、キャスト
として夢を与える経験をしたいと思い、このプ

ログラムにチャレンジしました。高校時代に1年間カ
ナダ留学をした経験がありましたが、英語面接に関して
は経験がなく、大学内のEnglish Spaceで個人レッスン
を重ねてから試験に臨み、無事参加が決まりました。
　現地授業では、バレンシアカレッジ提供のビジネス・マネジメント・リーダー
シップという科目を履修し、実際のビジネス現場の問題への対応を、グループワー
クで学びました。授業のスピードは現地学生でもついていけないくらい速く、私
も寮に戻って必死に復習をし、出された課題に取り組む毎日でした。

　インターンシップでは、マジックキングダ
ムエリア内２ヵ所で勤務をし、はじめはホー
ンテッドマンションでのゲスト対応をしまし
た。このアトラクションは、パーク内では珍
しい、少し怖いイメージのアトラクションで
すので、小さい子どもが怖がり、途中退場を
求められることがありました。しかし、キャ
ストとして子どもたちを励ましてあげること
で、再度勇気を持ってチャレンジしてくれる
など、自分の言葉で相手の気持ちが変わって

いく瞬間を目の当たりにできた時は、とてもやりがいを感じました。次はStroller 
Rental というベビーカーなどを貸し出す施設での勤務でした。ここは入り口に近い
ため、ゲストからさまざまな質問を受けることが多く、それに対応するために情報
収集に努めました。ほかにも、閉園後の園内巡回で、誰もいない深夜のパーク内の
静けさを体感できたり、働かないと味わえない貴重な体験もできました。
　このプログラムを通して学んだことは、協調性や積極性、臨機応変に相手の要望
を察知し行動すること、そしてキャストとしての考え方です。ディズニーパークで
は「The Four Keys（4つの鍵）」というキャストの行動規準があり、「Safety（安全）」
「Courtesy（礼儀正しさ）」「Show（ショー）」「Effi  ciency（効率）」の優先順位となっ
ています。最初は「ゲストに最高の思い出を」という目的でのみ、ゲストに対して
サービスをしていると思っていましたが、実際、最優先事項は「Safety（安全）」で、
例えばパレード中、勝手に道を横断しようとしていたゲストに対して、瞬時に危険
だということを伝えるなど、安全・安心があって
のディズニーのサービスという概念を学ぶこと
ができました。
　大学卒業後は物流業界へ就職を希望しています
が、この業界は海外支店も多いので、将来は英語
を活かした活躍をしていきたいと思います。この
インターンシップは、学ぶことが非常に多いプロ
グラムでしたので、後輩のみなさんにもチャレン
ジしてもらいたいと思います。

大学入学後、留学制度を利用した半年間の
ニュージーランドでの語学留学を経て、

このプログラムにエントリーしました。複数
回の英語面接後、ディズニーリクルーターと
の最終面接で、ディズニーの経営哲学に興味
がある意志を力強く伝えたところ、その場で
「フロリダで待っている」という嬉しい言葉を
頂け、プログラムへの参加が決まりました。
　このプログラムでは、フロリダ州のバレンシアカレッジの授業とディズニーイン
ターンシップを両立させます。授業ではビジネスマネジメント・マインドなど、働
く為に必要な知識を世界中の学生たちと意見を交わしながら学ぶことができ、とて
も良い刺激となりました。さらに、ディズニー社提供科目のホスピタリティマネジ
メントでは、社員教育調査の一環として、ミステリーショッパーとしてパーク内の
覆面調査を行い、キャストにさまざまな質問をすることでサービスのクオリティを
チェックしました。
　パーク内でのインターンシップでは、マジックキングダム内のアトラクションと
マーチャンタイズ（商品販売）を担当しました。アトラクションでは、キャスト対
応や機械の操作、場内アナウンスを行い、商品販売では、時計や絵画など高額商品
を扱うショップで商品の魅力を伝え、販売促進を行いました。貴重品の管理など責

任の大きい役割もあり、マネージャーとの意
思疎通は必須でした。
　この経験を通して驚いたことは、世界屈指
のサービスクオリティやエンターテイメント
力を、ディズニーは365日当たり前のように
維持していることでした。それはディズニー
の経営哲学が基本としてあることはもちろん、
どのキャストも自主的・自発的に「求められ
る以上のサービスをしたい！」という考えを

持っているからこそ成り立っているのだと思
います。そして、全キャストがディズニーで
働いていることに大きな誇りをもっていまし
た。自分も同じ気持ちで働くことができ、忘
れられない経験となりました。
　このディズニープログラムで一番成長でき
たと思う点は、コミュニケーションスキルで
す。毎日世界中から集まる何千人ものゲスト、
そして多国籍のキャスト同士の協働と寮生活は、英語でのコミュニケーションだけ
でなく、相手の表情・考えを理解した上で自己発信力を養うことができる、とても
よい経験となりました。この留学プログラムで培った能力と経験を活かし、将来は
金融業界で海外マーケットへの商談を行うなど、英語力を発揮し、クロスボーダー
取引やM&Aなどの業務に就きたいと考えています。後輩のみなさんにも、さまざま
なチャレンジを通して自己実現をしてほしいと思います。

本場アメリカのディズニーならではの
貴重なインターンシップでした

世界中からのキャスト・ゲストとの出会いを
通して成長できました

このプログラムの参加条件等につきましては国際交流課まで
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　このプログラムは、アメリカ・フロリダ州のバレンシアカレッジの講師からビジネスやホスピタリティ、
ディズニーの理念を学びながら、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで就業体験を行うものです。
　ディズニーのリクルーターによる厳しい選抜試験にクリアし、現地授業の履修とディズニーでのインター
ンシップを経験した阪南大学第 1期生 2人のインタビューです。

海外インターンシップ学外での実学教育　

　2017年 1月 15日、松原市に世代交流の場「まつばら
テラス（輝）」が開業し、そのオープニングイベントの一
環としてプロジェクションマッピングショーを実施しま
した。「フェニックス～松原市を輝かせよう～」をテーマ
に、専用ソフトウェアを用いたCG映像・BGM作成、そ
して実際の場に赴き投影実験を行うなど準備を進め、当
日は約500人の方々にご覧いただきました。今年もオー
プンキャンパスや大学祭、さらに和歌山ポルトヨーロッ
パにて開催予定で、現在打ち合せと制作に向けた準備に
入っており、イベントや観光産業の活性化を図ります。
また大学ＨＰでもこれまでの映像をご覧いただけます。

プロジェクションマッピング技術を用いた地域活性化
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プラン「色彩の国メキシコ７色巡り旅」が優秀賞を受賞。
観光・ビジネス客の増加や直行便開設に着目、プラン作
成にあたっては対象者・目的・旅行先の観光局の政策・
日本との関係など、さまざまな視点からプランを策定・
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阪南大学の教育方針は「実学教育を重視し『即戦力』として活
躍できる人材を育成する」ことです。そのために従来の大学の
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国際交流、そして学生の自主的な学習機会を大学では提供して
います。ゼミ活動の内容も、これらに沿う形で多岐にわたって
いますので、ここでいくつかご紹介いたします。

実学教育
practical learning
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流通学部　スポーツマネジメントコース

　模擬国連（Model United Nations）とは、学生が各国の
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日本英語模擬国連（JEMUN）
国際コミュニケーション学部
担当：マーク・ダニエル・シーハン 教授

就職決定率97.5％のカギ　それはOutput にあり　　阪南大学　副学長　神尾 登喜子
毎年入学式終了後に実施する保護者アンケートのトップに来る大
学への期待。それは「就職支援」。当然、と言えば当然のこと。
本学では４年間の学業を修めた証である学位記と共に、「内定」
を携えて卒業させることをミッションとしております。それを遂
行するために、１年次から４年次まで正課科目においてキャリア
関連科目を設置し、正課外では各年次に対応したセミナーを実施
しています。その中で、キャリアセンターとして重視しているの

は、学業でのインプットを的確にアウトプット出来るスキルの体
得です。大学での学びは、実践的に活用できて初めて、本当に学
んだことになります。受け身の学びから能動的な学びへのチャレ
ンジ。その意欲を、実学教育を通して確かな力として体感できる
のが本学のキャリア教育です。自らが、将来に期待して踏み出し
ていく成長への第一歩。その始まりは小さくとも、本学教職員全
力で、学生諸君の限りなき大きな飛躍へのサポートをいたします。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
での 就 業 体 験
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　地元企業の課題の一つに “人材の確保 ”があり、三木
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地元企業の課題・商品開発への提案・協力産官学連携
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㈱中田製作所（八尾市）にて

Career seminar act iv i ty report
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三宅 亜紗未さん  国際観光学部　4年生 上野 雄太さん  国際コミュニケーション学部　4年生

幼い頃から大好きだったディズニーで、キャスト
として夢を与える経験をしたいと思い、このプ

ログラムにチャレンジしました。高校時代に1年間カ
ナダ留学をした経験がありましたが、英語面接に関して
は経験がなく、大学内のEnglish Spaceで個人レッスン
を重ねてから試験に臨み、無事参加が決まりました。
　現地授業では、バレンシアカレッジ提供のビジネス・マネジメント・リーダー
シップという科目を履修し、実際のビジネス現場の問題への対応を、グループワー
クで学びました。授業のスピードは現地学生でもついていけないくらい速く、私
も寮に戻って必死に復習をし、出された課題に取り組む毎日でした。

　インターンシップでは、マジックキングダ
ムエリア内２ヵ所で勤務をし、はじめはホー
ンテッドマンションでのゲスト対応をしまし
た。このアトラクションは、パーク内では珍
しい、少し怖いイメージのアトラクションで
すので、小さい子どもが怖がり、途中退場を
求められることがありました。しかし、キャ
ストとして子どもたちを励ましてあげること
で、再度勇気を持ってチャレンジしてくれる
など、自分の言葉で相手の気持ちが変わって

いく瞬間を目の当たりにできた時は、とてもやりがいを感じました。次はStroller 
Rental というベビーカーなどを貸し出す施設での勤務でした。ここは入り口に近い
ため、ゲストからさまざまな質問を受けることが多く、それに対応するために情報
収集に努めました。ほかにも、閉園後の園内巡回で、誰もいない深夜のパーク内の
静けさを体感できたり、働かないと味わえない貴重な体験もできました。
　このプログラムを通して学んだことは、協調性や積極性、臨機応変に相手の要望
を察知し行動すること、そしてキャストとしての考え方です。ディズニーパークで
は「The Four Keys（4つの鍵）」というキャストの行動規準があり、「Safety（安全）」
「Courtesy（礼儀正しさ）」「Show（ショー）」「Effi  ciency（効率）」の優先順位となっ
ています。最初は「ゲストに最高の思い出を」という目的でのみ、ゲストに対して
サービスをしていると思っていましたが、実際、最優先事項は「Safety（安全）」で、
例えばパレード中、勝手に道を横断しようとしていたゲストに対して、瞬時に危険
だということを伝えるなど、安全・安心があって
のディズニーのサービスという概念を学ぶこと
ができました。
　大学卒業後は物流業界へ就職を希望しています
が、この業界は海外支店も多いので、将来は英語
を活かした活躍をしていきたいと思います。この
インターンシップは、学ぶことが非常に多いプロ
グラムでしたので、後輩のみなさんにもチャレン
ジしてもらいたいと思います。

大学入学後、留学制度を利用した半年間の
ニュージーランドでの語学留学を経て、

このプログラムにエントリーしました。複数
回の英語面接後、ディズニーリクルーターと
の最終面接で、ディズニーの経営哲学に興味
がある意志を力強く伝えたところ、その場で
「フロリダで待っている」という嬉しい言葉を
頂け、プログラムへの参加が決まりました。
　このプログラムでは、フロリダ州のバレンシアカレッジの授業とディズニーイン
ターンシップを両立させます。授業ではビジネスマネジメント・マインドなど、働
く為に必要な知識を世界中の学生たちと意見を交わしながら学ぶことができ、とて
も良い刺激となりました。さらに、ディズニー社提供科目のホスピタリティマネジ
メントでは、社員教育調査の一環として、ミステリーショッパーとしてパーク内の
覆面調査を行い、キャストにさまざまな質問をすることでサービスのクオリティを
チェックしました。
　パーク内でのインターンシップでは、マジックキングダム内のアトラクションと
マーチャンタイズ（商品販売）を担当しました。アトラクションでは、キャスト対
応や機械の操作、場内アナウンスを行い、商品販売では、時計や絵画など高額商品
を扱うショップで商品の魅力を伝え、販売促進を行いました。貴重品の管理など責

任の大きい役割もあり、マネージャーとの意
思疎通は必須でした。
　この経験を通して驚いたことは、世界屈指
のサービスクオリティやエンターテイメント
力を、ディズニーは365日当たり前のように
維持していることでした。それはディズニー
の経営哲学が基本としてあることはもちろん、
どのキャストも自主的・自発的に「求められ
る以上のサービスをしたい！」という考えを

持っているからこそ成り立っているのだと思
います。そして、全キャストがディズニーで
働いていることに大きな誇りをもっていまし
た。自分も同じ気持ちで働くことができ、忘
れられない経験となりました。
　このディズニープログラムで一番成長でき
たと思う点は、コミュニケーションスキルで
す。毎日世界中から集まる何千人ものゲスト、
そして多国籍のキャスト同士の協働と寮生活は、英語でのコミュニケーションだけ
でなく、相手の表情・考えを理解した上で自己発信力を養うことができる、とても
よい経験となりました。この留学プログラムで培った能力と経験を活かし、将来は
金融業界で海外マーケットへの商談を行うなど、英語力を発揮し、クロスボーダー
取引やM&Aなどの業務に就きたいと考えています。後輩のみなさんにも、さまざま
なチャレンジを通して自己実現をしてほしいと思います。

本場アメリカのディズニーならではの
貴重なインターンシップでした

世界中からのキャスト・ゲストとの出会いを
通して成長できました

このプログラムの参加条件等につきましては国際交流課まで

イ ン タビュー
I N T E R V I E W

　このプログラムは、アメリカ・フロリダ州のバレンシアカレッジの講師からビジネスやホスピタリティ、
ディズニーの理念を学びながら、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで就業体験を行うものです。
　ディズニーのリクルーターによる厳しい選抜試験にクリアし、現地授業の履修とディズニーでのインター
ンシップを経験した阪南大学第 1期生 2人のインタビューです。

海外インターンシップ学外での実学教育　

　2017年 1月 15日、松原市に世代交流の場「まつばら
テラス（輝）」が開業し、そのオープニングイベントの一
環としてプロジェクションマッピングショーを実施しま
した。「フェニックス～松原市を輝かせよう～」をテーマ
に、専用ソフトウェアを用いたCG映像・BGM作成、そ
して実際の場に赴き投影実験を行うなど準備を進め、当
日は約500人の方々にご覧いただきました。今年もオー
プンキャンパスや大学祭、さらに和歌山ポルトヨーロッ
パにて開催予定で、現在打ち合せと制作に向けた準備に
入っており、イベントや観光産業の活性化を図ります。
また大学ＨＰでもこれまでの映像をご覧いただけます。

プロジェクションマッピング技術を用いた地域活性化

経営情報学部　田上 博司 ゼミ

経済学部　三木 隆弘 ゼミ

　一般社団法人日本旅行業協会と新関西国際空港（株）
が開催するコンテスト『関空発「学生と旅行会社でつく
る」海外旅行企画』に小林ゼミが参加し、企画した旅行
プラン「色彩の国メキシコ７色巡り旅」が優秀賞を受賞。
観光・ビジネス客の増加や直行便開設に着目、プラン作
成にあたっては対象者・目的・旅行先の観光局の政策・
日本との関係など、さまざまな視点からプランを策定・
企画し、さらに選考過程では旅行会社のプロのアドバイ
スを受けながら、最終プレゼンに臨みました。観光マー
ケティングの集大成として多くの学生がこの企画に取り
組み、観光業界の本質を学んでいます。

学生の視点を交えたツアープラン企画

国際観光学部　小林 弘二 ゼミ

阪南大学の教育方針は「実学教育を重視し『即戦力』として活
躍できる人材を育成する」ことです。そのために従来の大学の
教育方法を踏襲するだけでなく、幅広い社会・企業との連携や
国際交流、そして学生の自主的な学習機会を大学では提供して
います。ゼミ活動の内容も、これらに沿う形で多岐にわたって
いますので、ここでいくつかご紹介いたします。

実学教育
practical learning

　松原地域の小学生にスポーツの楽しみを知ってもらう
ことを目的に、5月 20日流通学部スポーツマネジメン
トコースの学生・教員が中心となって「まつばら阪南ス
ポーツフェスティバル」を開催しました。約350人の小
学生と保護者の方が参加し、学生・教員たちがコーチ・
サポートする11種類のスポーツ体験を大学内施設で実
施。また学生はコーチとして直接小学生にスポーツの楽
しさを伝えると共に、イベントを主催するための企画・
立案、事前準備を入念に行いました。地域にひらかれた
阪南大学をめざし松原市との交流を深める活動の一環と
して、このスポーツフェスティバルを通して地域の活性
化に取り組んでいます。

松原市小学生とのスポーツ交流地域連携

　2020年東京オリンピックが開催されるのを契機に、
日本人の健康志向の高まりから、ますますスポーツ
ファッション（アスレジャー）の需要が高まっていくこと
が予想されています。大村ゼミではその中でもスポーツ
ソックスに着目し、消費者ニーズに適応するファッショ
ン感性ある高機能ソックス製品の提案・開発をゼミで
行っています。市場・アンケート調査を実施し市場分析
を行い、業界における課題を見つけ出し、その結果を実
際の製品企画プロセス（協賛企業への提案プレゼン、ソッ
クスのサンプル制作の実施）を体験しながら、将来ファッ
ション・アパレル業界でプロフェッショナルとして働く
ための技術・知識を習得しています。

アパレル企業の新製品（ソックス）開発への提案

流通学部　大村 邦年 ゼミ

流通学部　スポーツマネジメントコース

　模擬国連（Model United Nations）とは、学生が各国の
大使を模して実際の国連会議のように議論や交渉を重
ね、現代国際社会が抱えている問題の解決策を導く会議
です。6月に近畿大学にて行われたこの会議に、シーハ
ンゼミをはじめとして本学から8名が参加。「Sustainable 
and Accessible Tourism」をテーマに国内 18大学・海
外24大学から256人の学生が参加し、観光に関して多
角的な議題で議論を行いました。世界中からの学生と共
に考え意見を出し合うための勉強、討論やファシリテー
トは相当な準備が必要です。共通言語が英語の模擬国連
は、国際社会のさまざまな課題を深く理解できるグロー
バル人材の育成を目標としています。

日本英語模擬国連（JEMUN）
国際コミュニケーション学部
担当：マーク・ダニエル・シーハン 教授

就職決定率97.5％のカギ　それはOutput にあり　　阪南大学　副学長　神尾 登喜子
毎年入学式終了後に実施する保護者アンケートのトップに来る大
学への期待。それは「就職支援」。当然、と言えば当然のこと。
本学では４年間の学業を修めた証である学位記と共に、「内定」
を携えて卒業させることをミッションとしております。それを遂
行するために、１年次から４年次まで正課科目においてキャリア
関連科目を設置し、正課外では各年次に対応したセミナーを実施
しています。その中で、キャリアセンターとして重視しているの

は、学業でのインプットを的確にアウトプット出来るスキルの体
得です。大学での学びは、実践的に活用できて初めて、本当に学
んだことになります。受け身の学びから能動的な学びへのチャレ
ンジ。その意欲を、実学教育を通して確かな力として体感できる
のが本学のキャリア教育です。自らが、将来に期待して踏み出し
ていく成長への第一歩。その始まりは小さくとも、本学教職員全
力で、学生諸君の限りなき大きな飛躍へのサポートをいたします。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
での 就 業 体 験

2Liberty Wing vol.373 Liberty Wing vol.37



　2017 年 3 月卒業生の就職決定率が、過去最高の 97.5% を記
録しました。関西圏の大学の中でもトップクラスの就職率を誇っ
ています。学生一人ひとりの夢の実現にむけて授業内・外にて
さまざまな支援を行っており、これからも “Face to Face” の教
育で「学生成長率ナンバーワン」の大学をめざし、力強いサポー
ト体制を構築しつづけてまいります。
※就職決定率…就職希望者に対する就職決定者の割合

2017年卒業生就職決定率※

97.5%

学内活動報告
TOPICS

9月
20日 前期成績発表（1～4 年次生）
25日 後期授業開始
29日 前期卒業証書・学位記授与式

10月
9日 体育の日・月曜日通常授業実施日
27日～30日 大学祭（全学休講）

11月
3日 文化の日・金曜日通常授業実施日

12 月
9日・16日 統一補講日
25日 後期授業一旦終了

1月
11日 後期授業再開
20日・27日 統一補講日
26日 後期授業終了
29日～ 2月5日 後期試験期間

2月
20日 ４年次生成績発表
27日～3月1日 後期追再試験

3月
19日 卒業証書・学位記授与式
22日～ 24日 新 2～4 年次生成績発表・健康診断

後期スケジュール

阪南大学での
キャリアサポート体制
　本学では段階的なキャリアデザイ
ンプログラムを構築しており、授業
において社会人の基礎を築く「キャ
リア教育」、就職活動をサポートする
「キャリア支援」、そしてさまざまな
分野の専門性を高めるための「資格
取得支援」の３つの柱で学生の夢実
現へのサポートをしています。

【金融】 三菱東京UFJ 銀行／三井住友銀行／ゆうちょ銀行／池田泉州銀行／関
西アーバン銀行／近畿大阪銀行／大正銀行／京都銀行／紀陽銀行／但馬銀行
／四国銀行／伊予銀行／香川銀行／徳島銀行／鳥取銀行／福邦銀行／大阪信
用金庫／大阪シティ信用金庫／永和信用金庫／大阪厚生信用金庫／北おおさ
か信用金庫／大同信用組合／近畿産業信用組合／京都北都信用金庫／大和信
用金庫／きのくに信用金庫／高松信用金庫／愛媛信用金庫／中兵庫信用金庫
／姫路信用金庫／広島信用金庫／広島市信用組合／福井信用金庫／中国銀行
（Bank of China）／大和証券／SMBCフレンド証券／SMBC日興証券／いち
よし証券／岩井コスモ証券／岡三証券／東海東京証券／日産センチュリー証券
／第一商品／第一生命保険／日本生命保険／明治安田生命保険／ニュートン・
フィナンシャル・コンサルティング／メットライフ生命保険／三井住友海上火災
保険／アコム／オリエントコーポレーション／ジャックス／新生フィナンシャル／
セディナ／三菱UFJニコス／ほか
【建設・不動産】 清水建設／住友林業／積水ハウス／大和ハウス工業／タマホー
ム／パナホーム／大豊建設／生和コーポレーション／セキスイハイム中四国／大
東建託／大和ハウスリフォーム／LIXILトータルサービス／東建コーポレーショ
ン／クリハラント／三機工業／アキュラホーム／一条工務店／アーネストワン／
穴吹興産／エイブル／大倉／サンヨーホームズ／住友不動産販売／日住サービ
ス／日本エスコン／日本エスリード／福屋ホールディングス／プレサンスコーポ
レーション／三井住友トラスト不動産／ヨシコン／グラート／ジェイ・エス・ビー
／センチュリー21・ジャパン／タイムズ24／日本管理センター／日本空港ビル
デング／リブ・マックス／レオパレス21／ほか
【メーカー】 トヨタ自動車／スズキ／明治／伊藤園／UCC上島珈琲／キーコー
ヒー／日本ハム西販売／日本サンガリアベバレッジカンパニー／ラコステジャパ
ン／トクラス／朝日印刷／ザ・パック／森紙業／東洋紙業／アルビオン／菊水化
学工業／コーセー／ノエビア／エフピコ／三甲／三光合成／フクビ化学工業／イソ
ライト工業／三栄水栓製作所／東洋シヤッター／フジマック／スーパーツール／
ダイキン工業／大和冷機工業／日本金銭機械／福島工業／遠藤照明／かわでん
／日本シイエムケイ／極東開発工業／ほか
【運輸】 西日本旅客鉄道／近畿日本鉄道／全日本空輸／アイベックスエアライン
ズ／エバー航空／スカイマーク／スターフライヤー／西鉄エアサービス／日本トラ

2015年3月～2017年3月卒業者主な就職先

保護者向け成績閲覧サービス開始NEWS 学生会発足NEWS

　よりよい学びの環境づくりの一環として、保護者のみなさまが学
生の成績や授業の出席状況の確認等ができる保護者専用ポータルサ
イト『HUPAS』（ヒューパス）を、10月より開始します。一人暮らし
をしているお子様をお持ちの方や、お子様の修学状況が気になる方
は、ぜひご利用下さい。
※利用方法等の詳細は、教務課よりお送りしている資料をご確認下さい。

入　

学

就
職
決
定
・
卒
業

資格取得支援　資格取得により専門性を高め、スペシャリストをめざします。

キャリア教育　職業選択を視野に入れた学生生活の目標を設定し、就職に必要な能力・資質を養成します。

情報収集 職業紹介能力開発

社会理解

キャリアデザインa

就職ガイダンス
・就職活動の進め方　・選考対策　他

模擬テスト
・筆記試験対策　・エントリーシート添削　他

企業説明会
・学内合同企業説明会　・業界研究　他

職業指導
・キャリアカウンセリング　・4年生内定者相談会　他

就活力セミナー
・自己分析対策　・業界分析対策　他

人材養成講座
・金融業界　・航空業界

国内インターンシップ
準備講座

国際インターンシップ
準備講座

起業塾1（起業体験）
起業塾2 （プランニング実践）　
国内インターンシップ
国際インターンシップ

キャリアゼミ
（産官学連携型ゼミ）

キャリアデザインb

実　践就業体験職業理解

キャリア支援　企業の採用選考対策を行い、内定獲得をめざします。

自己理解

　10月 7日、在学生の保護者の方を対象に大学体験フェアを実施し
ます。基調講演、体験講義、就職、留学、学習等のセミナーや相談
会も実施予定です。
※事前予約制ですので、大学HPよりお申し込み下さい。

保護者対象大学体験フェア2017開催NEWS

　本学サッカー部は 6月 11日から 7月 9日にかけて行われた第 46
回関西学生サッカー選手権大会において、決勝戦（対関西学院大学）
で逆転勝利し、6年ぶり 5回目の優勝を果たしました。これにより、
9月に行われる全国大会の総理大臣杯に関西代表校として出場するこ
とが決定し、試合に臨みました。
　また、経営情報学部 4年生の脇坂 泰斗選手（川崎フロンターレU-18
出身）が川崎フロンターレに、流通学部 4年生の重廣 卓也選手（広島
皆実高校出身）が京都サンガに入団内定しています。
　サッカー部は前年度関西学生サッカーリーグ優勝、全国大会（イン
カレ）3位と優秀な成績を残し、OBも日本の J1、J2の他、クラブチー
ムや海外のチームなど、日本・世界各地で活躍しています。

関西選手権優勝・
4年生がプロに内定

サッカー部NEWS

1st year 2nd year 3rd year 4th year

▼

重廣 卓也選手（流通学部　4年生）

▼

脇坂 泰斗選手（経営情報学部　4年生）

ンスオーシャン航空／バニラ・エア／フジドリームエアラインズ／エミレーツ航空
／香港エクスプレス／マカオ航空／ANA中部空港／ANA関西空港／JAL ス
カイ／ANAウイングス／スイスポートジャパン／日本郵便輸送／花王ロジスティ
クス／山陽自動車運送／ダイシン物流／アートコーポレーション／サカイ引越セ
ンター／佐川急便／西日本ジェイアールバス／西日本日立物流サービス／ANA
テレマート／上組／日本貨物検数協会／日新運輸／ほか
【商社】 大塚商会／コカ・コーラウエスト／レナウン／モンベル／あらた／サマン
サタバサジャパンリミテッド／イッセイミヤケ／ダンヒル／三陽商会／小泉アパレル
／ヨウジヤマモト／ジャヴァコーポレーション／マッシュスタイルラボ／山喜／う
おいち／ショクリュー／中日本フード／旭食品／尾家産業／加藤産業／ケイ低温
フーズ／ドトールコーヒー／西日本フード／西原商会／日本食研ホールディング
ス／花王カスタマーマーケティング／カネボウ化粧品販売／資生堂ジャパン／日
本ロレアル／ピアス／伊丹産業／杉田エース／阪和工材／フルサト工業／丸井産
業／ ITX／ IDOM／因幡電機産業／福西電機／エフティグループ／大阪工機／
キャノンシステム&サポート／コイズミ照明／ジェイアイエヌ／杉本商事／TBグ
ループ／日本トリム／パナソニックコンシューマーマーケティング／日立コンシュー
マ・マーケティング／フォーバル／三菱電機ライフネットワーク／メディキット／メ
ルセデス・ベンツ日本／レカム／渡辺パイプ／三協テック／日本興業／ほか
【流通】 近鉄百貨店／イオンリテール／イトーヨーカ堂／セブン－イレブン・ジャ
パン／ファミリーマート／ローソン／ジェイアール東海パッセンジャーズ／イズミ
ヤ／コメリ／ナフコ／平和堂／オークワ／関西スーパーマーケット／サントリービ
バレッジサービス／ジャパンビバレッジホールディングス／大黒天物産／万代／
ライフコーポレーション／アーバンリサーチ／AOKI／青山商事／アダストリア／
エービーシー・マート／ジーフット／しまむら／タカキュー／ハニーズ／パル／はる
やま商事／バロックジャパンリミテッド／ユナイテッドアローズ／ユニクロ／ライ
トオン／日本マクドナルド／サイクルベースあさひ／大阪トヨタ自動車／大阪トヨ
ペット／ネクステージ／ビッグモーター／ヤナセ／エディオン／コーナン商事／島
忠／上新電機／大創産業／DCMダイキ／ニトリ／ビジョン／ビックカメラ／ヨド
バシカメラ／ラオックス／ウエルシア薬局／ゲオホールディングス／ココカラファ
イン／コスモス薬品／サダマツ／スギ薬局／セリア／ツツミ／ツルハホールディン
グス／トライアルカンパニー／トレジャー・ファクトリー／日本トイザらス／NEW  

ART／羽田エアポートエンタープライズ／ワッツ／ほか
【情報通信】 日本放送協会／毎日新聞社／奈良新聞社／マイナビ／富士ソフト／
DeNA Games Osaka ／日立 ICTビジネスサービス／プアイエスエフネット／ア
イフラッグ／アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン／SEO／オービー
システム／カスタマーリレーションテレマーケティング／クルーズ／コンピュー
ターマネージメント／CIJネクスト／ジェイエスフィット／ジェイテック／JIEC／
Sky／ソフトウェア・サービス／ディ・アイ・システム／ディップ／ロシップ／ユニ
システム／リンクレア／ワークスアプリケーションズ／アイテム／ACN／エクス
トリンク／コスモネット／ソフトバンクモバイル／パイオン／ライト通信／スカイ・
エー／オーエス／ネクシィーズグループ／楽天／ほか
【サービス】 エン・ジャパン／エイチ・アイ・エス／日本旅行／農協観光／阪急
交通社／名鉄観光サービス／JTB京阪トラベル／旅工房／東武トップツアーズ
／関西エアポートエージェンシー／近鉄・都ホテルズ／グリーンズ／東横イン／ザ・
リッツ・カールトン大阪／ホテル日航大阪／ホテルユニバーサルグランドタワー
東急／リゾートトラスト／神戸新聞事業社／ユー・エス・ジェイ／日本郵便／医
療法人徳洲会／ケア21／パナソニックエイジフリー／スタジオアリス／0S／ラ
ウンドワン／ワタキューセイモア／綜合警備保障／東洋テック／アルインコ／大
和リース／トーカイ／ワキタ／アデコ／トランスコスモス／バリューコマース／ビケ
ンテクノ／フルキャストホールディングス／アイ・ケイ・ケイ／エスクリ／テイクア
ンドギヴ・ニーズ／大阪府信用農業協同組合連合会／大阪市農業協同組合／大
阪泉州農業協同組合／大阪中河内農業協同組合／大阪南農業協同組合／いず
みの農業協同組合／大阪東部農業協同組合／堺市農業協同組合／京都農業協
同組合／奈良県農業協同組合／わかやま農業協同組合／香川県農業協同組合
／ほか
【公務】 松原市役所／羽曳野市役所／京丹後市役所／五條市役所／松山市役
所／警視庁／大阪府警察本部／兵庫県警察本部／奈良県警察本部／和歌山県
警察本部／岡山県警察本部／徳島県警察本部／栃木県警察本部／石川県警察
本部／東京消防庁／大阪狭山市消防局／松原市消防本部／岸和田市消防本部
／川西市消防本部／伊賀市消防本部／鳥取県西部広域行政管理組合消防局／
防衛省海上自衛隊／航空自衛隊／陸上自衛隊／法務省大阪刑務所／大阪市交
通局／高知県立中芸高等学校

　2017 年 4月、学生の自由と権利を守り、学生の自主的活動により
学生生活全般の発展向上に努め、併せて阪南大学の発展に寄与する
ことを目的に「阪南大学学生会」が設立されました。
　その活動の一環として、4月 7日に「Campu§tart2017」という
新入生歓迎イベントを実施しました。学生会を構成する体育会文化
会本部役員をはじめとするクラブ部員、大学祭実行委員、各学部学
生が協力して新入生を歓迎したいという気持ちで企画立案しました。
当日はプチ大学祭体験、スマホアプリを使ったスタンプラリーやク
ラブ体験会、学部相談会、先輩おすすめの食堂メニュー体験会など、
さまざまなメニューを用意。新入生同士や先輩との交流の良き場と
なりました。
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