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業界研究ＬＩＶＥ 12月１・２日
大阪新卒応援ハローワークは12月１日と２日の午後１時から、企業の担当者に各業界の今を語っ
てもらう「業界研究ＬＩＶＥ」を開く＝写真は前回の会場。鉄道や旅行、航空、百貨店など16社
が集結する予定。合わせて事務と営業職について理解を深めるブースも開設される。2018年卒業
予定者には、参加特典としてエントリーシート（ＥＳ）の対策やグループディスカッション（Ｇ

コニカミノルタ

デジタルソリューション
ＪＲ西日本
ＪＴＢグループ

未定

すると必ず「希望職種は何か」

「なぜこの業界を選ぶのか」

と質問される。それに対する

明確な答えを見つけられるか

が、今後の就活の動向を左右

するといえよう。このためイ

ベントは、就職情報誌では得

18

の作成に生かしてもらう。
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2 事務と販売職の社員
仕事のやりがい語る。
3
個別模擬面接利用

4 内定女子学生に聞く。

チアビエーション、丸大食品。

２日はアプライアンス・デ

ジタルソリューション、ＪＲ

西日本、ＪＴＢグループ、人

事院、日本通運、阪急阪神百

貨店、阪急阪神ホテルズが来

所。企業担当者が仕事内容や

求める人物像、選考フローに

ついて言及する。

業界研究ＬＩＶＥの参加対

象は大学・大学院・短期大学、

35

専門学校の在学生や留学生、

12

歳未満の就職活動中の方。

時間は両日とも午後 時半か

ら受付を開始。説明会は午後

参加企業は１日がイトーキ、 １時、２時、３時、４時の計

４回実施される。服装は自由。
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大阪市、コニカミノルタ、凸

の参加特典として、 月に所

内で開くワークショップの優

先予約券を、一人に付き一枚、

14

プレゼントする。

16

ワークは 日午後１時から

ＥＳ対策を、 日午後１時か

らＧＤと話し方などのマナー

講座をそれぞれ開く。（参加

企業は 月 日現在。変更の

可能性もあります。ＨＰなど

でご確認ください）。

21

られない企業や社員の生情報

活に向け決意を新たにした＝２、３面に手記。

２０１８年卒業予定者だけ

プ生として就職活動の現場を体験した。求人
開拓＝写真＝やセミナーにも参加。来年の就

版印刷、ナリス化粧品、ピー

神戸大学の女子学生が８月29日から５日間、
大阪新卒応援ハローワークのインターンシッ

に触れ、志望動機や自己ＰＲ

インターン生、大阪新卒応援ＨＷ体験

年卒に優先予約券

未定

る業界の最新情報だ。大学の

阪急阪神ホテルズ

２０１８年卒の就職活動がい

丸大食品

阪急阪神百貨店

キャリアセンターなどに相談

（参加予定企業）

ピーチアビエーション

日本通運

12

よいよ本格的に始動する。

人事院

ナリス化粧品

10

そこで気になるのが志望す

凸版印刷

アプライアンス・

月１日から大学３回生ら

大阪市

12月２日

のハローワーク登録が解禁さ

イトーキ

れるのに合わせたイベント。

大阪新卒応援ＨＷ

12月1日

マナー講座・ＥＳ対策

Ｄ）、話し方などのマナーが学べるワークショップの優先予約券をプレゼントする。
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接客に笑顔と人柄にじむ

携帯販売職

は「今まで企業理念に共
感したという履歴書ばか

手記

大阪新卒応援ハロー
ワークで８月 日から

り書いていた。だが、自

インターンシップ生

５日間、インターンシッ

分が入社してどう成長し

たいのか、その思いを具
体的に伝えることが大事

だと分った」。

講師のＪＳ（ジョブサ
ポーター）は「企業がど

んな人材を求めているの

プ生として就職活動の

現場を体験した。ここ
で学んだことは、職業

選択において自分自身

印象に残ったのは履

か。そして自分の強みが

その企業でどう生かせる
のか。第三者の意見を参

考に精査して欲しい。新

たな気付きが必ずある」

とアドバイスした。加え
て悩みや疑問があればハ

ローワークの窓口を積極

（記事、３面に続く）

的に利用する。これが内
定の近道である。

「職業選択は自分自身をしっかり見つめ直すこと」

29

先輩が温かくフォロー「人間関係に恵まれ」

すさと笑顔、人柄で勝負です。お
客様が入りやすい店づくり、何時
でも相談できる雰囲気づくり。そ
れを大切にしています」
初めてのカウンター業務は緊張
の連続だった。
「住所変更や各種変更業務等、
できる仕事からこなしました。間
違いがあればその都度、上司が修
正してくれますが、それでもお待
たせすることがあって…。すると
『大丈夫ですよ。時間は気にしな
いで』とお客様が私に優しく声を
掛けてくださった。最後までやり
遂げましたが、申し訳ない気持ち
でいっぱいでした」
以来、お客様を待たせない接客
とは何か、絶えず考えるようになっ
た。特に週末や祝日は混雑する。
「お客様が何を望んでいるのか。
一緒に考えながらご提案する。そ
をしっかりと見つめ直
す大切さである。

歴書を書くセミナー。

私も受講し 人が参加
した。応募書類の基本

スタイルを知るととも

に、志望動機に盛り込

むべき点や改善が必要
なところを比較検討し

た。自分で文章を書く

ワークは、企業と自分
の共通点を見つける手

掛かりとなった。

同じグループの学生

10

お客様が何を望んでいるか。一緒に考え提案

「携帯電話が大好き。こんな便
利なモノを発明した人はすごい。
多くの人と簡単にコミュニケーショ
ンが取れ、今ではなくてはならな
い機器だ。だからこそ携帯を販売
する人がいなくては皆が困る。じゃ
あ、私がその必要とされる仕事を
しよう。これが志望理由でした」
阪急茨木市駅近くのソフトバン
クの携帯ショップ。販売員の女性
＝写真＝は仕事選びのポイントを
こう語った。今年４月、運営会社
であるトモエメディアに入社。半
年の研修を終え今はカウンターで
プランの提案や事務作業に携わる。
勤務はシフト制。オープンは午
前10時で早番なら９時過ぎには出
社する。看板を出すなど開店準備
を進め、朝礼では契約件数など店
舗や個人目標を確認している。
「売り上げを伸ばすためにどん
な取り組みをしていくかを話し合
います。目標の数値が達成できた
時は本当にうれしい。『あすは目
標値プラス１で行くぞ』と」
周辺には家電量販店や競合店が
あり、新機種の販売をテコにしの
ぎを削る。同店も先月、店舗を改
装。ブラウンを基調に広いカウン
ターと寛げるソファーを配し、お
しゃれな空間に生まれ変わった。
「量販店の高いポイント制にど
う対抗するか。こちらは親しみや

の気持ちはこれからも大切にした
い」。効率化とサービスの充実。
どう両立させるかが課題だ。
悩みを抱え行き詰った時には積
極的に先輩に尋ねる。分からない
ことはきめ細かく教えてくれる。
例えば顧客への料金プランの提
案。「こちらの方が最適ですとお
勧めしたかったのに、どう伝えた
らいいのか分からなくて…」。結
局、言い出せないまま悔しい思い
だけが残った。
先 輩に事の次第 を伝えると、
「『お客様が実際に利用している
シーンやイメージを伝え、提案す
ればいいよ。より具体的になって
分かりやすいんじゃないかな』と
アドバイスをくれた。本当に勉強
になりました。温かいフォローで
人間関係にも恵まれています」
お客様への折り返し電話が遅れ
たり、キャンペーンの説明を間違
えたり…。今は失敗を糧に成長す
る、その途上だろう。だから「自
分のスキルが伴わない悔しさと、
フォローのお返しができるように
なりたいとの思いが仕事への原動
力になっている」と話す。
今の就活生に伝えたいのは、人
との出会いが会社や仕事選びに大
きく影響することだ。
「この会社を選んだ理由は説明
会で出会った女性採用担当者の人
柄に惹かれたから。終始笑顔で話
しやすい雰囲気だった。仕事の話
も参考になった。最後には『この
先輩がいる会社にお世話になろう』
と思っていましたね」と振り返る。
今後の目標は新規顧客のさらな
る獲得とお客様にいかに満足して
もらえるか。「そのためには、出
来ることは最善を尽くして貢献し
たい」ときっぱり。
「携帯電話の買い替えはお客様
にとって２年に１度の特別な日。
この仕事に就きホント、その通り
だなって思いました。そしてそれ
は私にとってもお客さまと出会え
る大切な日なんです」
インカムマイクを付け、きょう
も笑顔でカウンターに立つ。その
笑顔と姿が凛々しい。

か」―。 相談窓口で就活生から よく聞く言葉だ。そこで 本紙では直接企業を訪 問し、 どんな 人がこ

「事務 職や販売職の仕事って 漠然とイメージはできる が、実際にどんな働き 方をし ている のです

（２面から続く）

会社。強みは幅広い販

販売する西部ゴム株式

和 年創業で工業用ゴ
ム製品や化成品を卸売

の企業を訪問した。昭

求人開拓業務の一環
としてＪＳと大阪市内

の仕事に向いているのか、採用のポイントはどこかを取材した。事務職は久門製作所（大阪市西区）、
販売職は トモエメディア（高槻 市）に今春、それぞれ入 社した若手社員に志望 の動機 や仕事 のやり

◆事務職はどんな人が向い

員力で「お役に立つ」を追求

卸商社。商品力や流通力、社

かいところによく気が付く人、

協調性はもちろんですが、細

コミュニケーション能力や

募集は営業職。新入
社員には「誠実さを大

基づく提案力という。

売網と豊富な品ぞろえ、
蓄積されたノウハウに

している。総務部経営企画グ

視野が広い人、精度というか

いるかを見ます。それから写

すよね。大事なのはやっぱり

やったというのを知りたいで

がなかなか理解できないとい

新入社員の「分からないこと」

で、世代のギャップというか、

の仕事をしています。

総務部に所属して主に経理

ですか。

姿をイメージできなかっ

訪問前は自分が働く

社員を採用したい」と
採用担当者は語る。

気や根気、元気のある

切にして欲しい。やる

ループの採用担当者が語る》

当社は離職率が低く 年から
年勤務の女性社員が多いの

真がきっちり枠に合わせて貼

なぜ、事務をやりたいのかと

「ハイ」ではなく分からない

られているか、こんなところ

枠より小さな写真が貼られて

と思うことがあります。日付

りすると本当にこれでいいの？

顔で一生懸命に受け答えをす

でいえば愛敬かな。やはり笑

言い方は難しいですが一言

＝は「周囲に気配りができ協

された経理事務の女性＝写真

《当所の紹介で今春、採用

か尋ねるようにして欲しい。

たと思います。

理面の勉強をしておけばよかっ

簿記、それからその他の経

◆もっと勉強しておけばよ

の古い履歴書や電話連絡から

る人は好感が持てますね。身

調性のある人、細かい作業も

ことは、どこが分からないの

日後に到着というのも基本

だしなみもチェックします。

間違えずに出来る人が事務職

来客の対応や湯茶接待、そ

ろをチェックしますか。

的にはダメですね。自己ＰＲ

だらしない服装やノーメイク

に向いている」と強調する》

れから電話は２コール以内に

かったなと思うことは。

で「アルバイトを頑張った…」

というのはちょっとね。もち

◆どんな仕事をしているの

んなことをしていますか。

◆デスクワーク以外ではど

とよく書いてありますが、学

ろん過度のメイクもダメです。

いたり、歪んで貼られていた

◆面接試験ではどんなとこ

うのが悩みですね。何でも

まず文字が丁寧に書かれて

10

に性格が出ると思いますから。 いうことです。

15

ろを見ていますか。

あまり間違えない人ですね。

ていると思いますか。

22

◆書類選考ではどんなとこ

手、配管機器などを扱う中堅

《久門製作所はバルブや継

電話２コール、領収書発行や手形チェックも

がい、失敗談を語ってもらった。ぜひ仕事選びの参考にして欲しい。
書類作成と午後に届く郵便の仕分け、書留の
チェック、領収書の発行と送付▼午後５時
当番表に沿って台所の整理とゴミ捨て▼終業。
残業はその日と自分の仕事の段取りによるが、
あっても30分ほど。
◇経理事務職、一日のスケジュール◇
午前８時に出社し着替えて仕事の準備▼８
時30分から職場の清掃▼８時45分から朝礼▼
９時から業務開始。郵便の仕分け、書留のチェッ
ク、領収書の発行と送付▼午後12時に昼食。
会社でお弁当▼12時50分 午後の業務開始。

校やサークルでこんなことを

10

気配りや協調性 正確さ要求
事務職
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たが、企業側の熱意あ

ふれる言葉に触れ社風
や入社後のキャリアが

話をすることかな。

週末や休みに友達に会って

◆気分転換は。

てもらっている段階です。

ながら、出来ることを増やし

ので、一つ一つ教えてもらい

仕事は一カ月で１サイクルな

ものなのか分からなかった。

自分も事務の仕事がどんな

てどうですか。

◆事務の仕事を実際にやっ

とらなければならないんです。

考える糧にしたい。

就きたいのか。再度、

これから就活をする上
で自分はどんな職業に

生側の両面を経験した。

生を支援する側と就活

はどうかを検討する―
の３点だ。今回は就活

自分とその会社の相性

明会に積極的に参加し、
社員の生の声を聞く③

かり分析する②会社説

仕事がしたいのか、しっ

インターンで感じた
ことは①自分はどんな

より深く理解できた。

インターンの神戸大生、求人開拓やセミナー体験

が受講要件となる。月

―金曜日のみ開催で一

の最終チェックにぴったり。
講師が『面接で話す時、右肩
が無意識に上がるクセがある
よ』と指摘してくれた。これ
まで練習を重ねた成果がよう
やく実を結んだ」
神戸女子大４回生の女性は
半年に及ぶ就活を振り返り、

大手ハウスメーカー事務職内定・神戸女子大４回生

ぎ早に飛ぶ質問も、しっかり
と受け止めた。
そして本番当日―。
面接官は始終表情を変えず、

だ。このため、個別模擬面接

手く伝えられるのか」と悩ん

何度も経験。「どうすれば上

てしまい、もどかしい思いを

注意して」というＪＳの指摘

笑顔でごまかそうとするので

返答に困った時、気後れから

チボールもできている。ただ

「姿勢も良く言葉のキャッ

ピリピリとした雰囲気に。

では、これまでの経験から自

を思い返した。雰囲気に呑ま

素直に伝えようと意識した。

での厳しいやり取りが、ここ

よう心掛けた。個別模擬面接

たせないよう素早く袋詰めす

ジは長蛇の列だ。お客様を待

ねた努力から得た自信。これ

切れたと確信する。「積み重

終わった瞬間、全てを出し

で役立った。

る。釣銭は声を出して確実に

が大きかった」―。

「へーそうなんや企業」編が10月28日 拡大ＲＭＢ

阪新卒応援ハローワークに登

就活開始とともに今春、大

事務職としてどう生かしたい

漂う。「アルバイトの経験を

ＪＳとは初対面、緊張感が

考はなくても面接がない会社はありま
せん。苦手克服のために個別模擬面接

と力を込めて話した。

録。「ＪＳ（ジョブサポーター）

のか。もっと具体的に説明し

をどうぞご利用ください。また中堅企

擬面接の実施風景。

が親身になって添削や自己分

て」「営業サポートとは具体

の学生の方に話を伺いました。書類選

用し内定した２０１７年３月卒業予定

析を支援してくれた。身近に

業で事務職に、携帯電話販売会社で販
売職として働いている方に一日のスケ
ていますか」。ＪＳから矢継

的に何をするのか。想像でき
でした」

こんな施設があるなんて驚き

阪新聞は大阪新卒応援ハローワークで
連日、実施している個別模擬面接を利

次はあなたの番である。

話06（7709）9455へ。

な対応を心掛けた。この経験

申し込みは事前予約が
必要となる。窓口か電

スメーカーに内定し念願の事

時15分から６時15分。

皆さまこんにちは。今号の学ハロ大

ら11時30分と、午後５

こそ事務の仕事に生かせます」

人３回、利用できる。
時間は午前10時15分か
務職を掴んだ＝写真は個別模

手渡した。「全てにスピーディー

売のアルバイト。試合前、レ

例えば野球場でのグッズ販

を具体的なエピソードを軸に、 れないよう気持ちを前に出す

分は何を学び、何を得たのか

本番では想定外の質問に慌て

え窓口でも練習した。だが、

苦手の面接は想定問答を考

本番直前は個別模擬面接
◆個別模擬面接は企
業との面接日時の確定

「個別模擬面接は本番直前

「クセや立ち居振る舞い… ＪＳがチェックしてくれる」
笑顔でこう語った。大手ハウ

た記 事も掲載しています。 企業説 明会
や面 接時に仕事内容を聞く ことは でき

ジュ ールや仕事内容をイン タビュ ーし

拡大レギュラーマッチングブース（ＲＭＢ）第７弾「へーそうなんや企業」
編が10月28日午後１時から大阪新卒応援ハローワークで開かれる。当日は14
社が参加予定。企業の魅力に触れ、内定獲得を目指して欲しい。各社のアピー
ルポイントは次の通り。
中山三星建材 軽量形鋼、電縫鋼管は業界トップで全国シェア50％▼紀州
ファスナー 国内の自動車メーカーや大手住宅メーカーにナット提供▼サン
電子工業 ハイブリッドコンデンサ、世界初の量産化成功▼明光商会 国内
オフィスシュレッダーでトップシェア▼ミューチュアル 錠剤に記号や数字
を打刻する機械メーカー▼友電舎 メッキ専業メ―カー。ＰＣなど電子部品
を表面処理。大阪ものづくり看板企業（匠）に認定▼鴻池運輸 国内150カ
所、海外20カ所に事業所▼日本水理 マンションの給水や排水設備に特化▼
チャンピオン工業 金型の部品生産で国内トップ３に▼明和グラビア 塩ビ
製テーブルクロスで国内シェア１位▼精工 曇らない野菜の袋（フィルム２
次加工）生産▼大阪螺子製作所 自動車専用ボルト・パーツ部品の生産量が
関西１位▼東海大阪レンタル コンサルティング含めレンタルを展開。高野
山1200年祭も支援▼住友電工産業電線 配線ユニット国内シェア１位。

て働 こうとお考えの方には 必見で す。
ぜひ、ご活用ください。

ある と思いますが、事務や 販売職 とし

事の 内容が違った」という 相談が 多い
ので す。勤務する会社によ って違 いは

職者 でいえは「実際に働い てみる と仕

ます 。ただ、当所を利用さ れてい る在

事務や販売職、仕事の内容は…
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