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７月 日 飲料 旅行 広告 製造業

大阪新卒応援ハローワークは７月10
日午後１時から、求職者と企業の出会
いの場となるレギュラーマッチングブー
ス（ＲＭＢ）説明会・面接会を開く。
今回は2016年3月卒業予定の大学・大学
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院、短期大学、専門学校の新卒と既卒
者（第２新卒）が対象となる拡大版だ。
参加企業の業種・職種では、集塵機

拡大ＲＭＢ

や電気工具など産業用機械製造会社の
営業職▼大手旅行会社の旅行コンサル
タント▼人材派遣業の人材コーディネー
ター職▼企業情報サービスの企画調査
営業職▼子ども英会話教室の講師、教
室の運営業務職▼有機化学工業製品の
製造会社の一般事務職▼広告の企画や

ろ計12社が参加予定。いずれも未経験
の若者を正社員として育てようとする
会社だ。
当日は午後１時、２時、３時、４時、
５時の計５回に渡り、説明会を実施す

大阪新卒応援ＨＷ

メーカーのルート営業職など今のとこ

は不要で服装も自由。問い合わせは06
（7709）9455へ。
第２新卒編には、就活生161人が参加。
病院事務職やアパレル、自動車販売業
など12社が集まり、主力商品や事業内
容などについて説明した。参加者はメ
モを取るなど熱心に聞き入っていた＝
写真は企業説明会の会場。２面にアン

「天下一合説」
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７月17日、14時―20時
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「テッペン企業による天下一合説

世界に誇れるオンリーワン企業が集ま
る合同企業説明会」が７月 日午後２

時から大阪・梅田のコングレコンベン

80

ションセンター（グランフロント大阪

北館地下２階）で開かれる。就活サイ
トでは出会えない 社が集結する。

80

社集結

たことで中小企業への応募減

２０１５年６月１８日
大阪新卒応援ﾊﾛｰﾜｰｸ
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お悩み相談
「志望動機どう書けば」
活躍する若手社員
25歳人材コーディネーター

グランフロント大阪北館地下2階

96

善した。リーマン・ショック

前の２００８年３月卒（ ・

６％）とほぼ同水準まで回復

するなど、雇用環境の改善か

ら大学生の大手志向が強まり、

中小企業の人材確保は厳しく

なるとの声も聞く。このため、

「天下一合説」では、技術力

や市場シェアなどで世界一、

日本一を誇る中小企業が集結。

求職者との積極的なマッチン

グを図る。

対象は２０１６年３月卒業

予定の大学・大学院、短期大

40

学、専門学校生や外国人留学

生、 歳代前半までの求職者。

参加企業は、クリーンルー

ム内装の設計・施工・監理で

国内トップ級の会社やＬＮＧ

船用の安全弁で世界シェア１

位の会社、製鉄用誘導加熱コ

イルの国内シェア１位の会社

など 社が参加予定。会場に

80

早めの申し込みをお勧めする。履歴書

就活 夏の陣
大阪には製品や技術力など

少が懸念されている。
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世界に誇れるオンリーワン企

は各ハローワークが相談ブー

に応じる。

当日は午後１時半に受付開

厚生労働と文部科学両省が

３月に大学を卒業した大学生

業が多数ある。だが、知名度

出会う機会が大変少ないのが

の就職率（ 月１日現在）で

始。午後２時から午後８時ま

スを設け、求職者の個別相談

現状だ。労働力人口の減少や

も、 ・７％と前年比２・３

で開かれる。

月 日に発表した平成 年

景況感の回復に加え、本年度

ポイント増加し 年連続で改

不足から魅力ある中小企業と

から採用活動期間が短縮され
4

4
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う。開始直前は混雑が予想されるため、

ケート結果詳報。

る。１回45分の完全入れ替え制となり、

96

参加者には事前に、説明を聞きたい
会社名を申し込み用紙に記入してもら

5月29日開かれた拡大ＲＭＢの既卒・

営業、制作職▼コーヒーなど大手飲料

5

途中で入退室できないので注意を。

賃金や年間休日、離職者数…要チェック

職業選択はまず、２つのポ

務諸表は学生に例えると個人

取ろう。また質問を一つは投

から、採用担当者の本音や課

たい仕事と入りたい会社への

み重ねを通じて、自分が就き

か確認を。会社 年説はご存

地は同一か、通勤可能な範囲

では、事業所の所在地と勤務

５項目ある。①「会社の情報」

ハローワークの求人票には

る求人票を見てみよう。

では、具体的なツールとな

られるかを判断して欲しい。

がやりたい仕事か、長く続け

条件を読み込み、本当に自分

な求人票から仕事内容や労働

準にするのではなく、具体的

規模やイメージ、知名度を基

その際の注意点は、企業の

マッチングを進めていく。

題も見えてくる。これらの積

間の売上高や経常利益は必須

げかけてみよう。素朴な疑問

一つ目は、業界・企業を知
項目。しっかりと把握しよう。

の成績表に当たる。直近５年

ることだ。業界とは製造業や
景気や為替の動向で各業界の

イントを押さえよう。

建設、農林水産業、鉱業、エ

大量に採用する傾向にある業

ネルギー、運輸・通信、卸売、 有効求人倍率も変わってくる。
小売・飲食、金融、不動産、
界か、右肩下がりの業界かで
は、就活の準備や方法も自ず

サービス、官公庁などだ。
そのうち製造業では、食品

業界誌、会社四季報、図書館

や繊維、家具、出版、医薬品、 と変わる。企業ＨＰや新聞、
鉄鋼、金属、機械、玩具、自

らないことを就活の段階で意識・理解している
か」「販売職に向いている性格か、笑顔がいい

既卒・第２新卒編には161人が参加。アンケー
トは108人（男性55人、女性53人）から回収し

の利用も有効だろう。

動、社会人として最低限、身につけなければな

ることも分かった。

動車がある。その中から興味

数、本人のやる気を上げる会社もあった。未経
験者を採用する決め手は「入退場のしぐさや言

に、応募者の印象について「おとなしい人が多
い」「もっと自信を持って欲しい」と考えてい

二つ目は職種の特徴や内容

志望動機がトップ。自己ＰＲや既卒後の経過年
「質問への受け答え」「人柄」を上げるととも

ある企業を選び、経営基盤が

企業側が採用選考で重視する点については、
で重視する点として「あいさつや言葉遣い」

を知ることだ。職種とは事務

た。それによると就活生の56％が「応募したい
企業があった」と回答した。企業側が採用選考

強いかどうか、事業の将来性

究開発職など。例えば事務職

45％が「仕事内容」。続いて36％が「労働条件」、
26％が「福利厚生」となっている。

既卒・第２新卒編アンケート

よう。 （記事、３面に続く）

平均、何時間あるかも確認し

関わる重要なポイントだ。月

や時間外労働の有無は賃金に

整合性にも注意を。就業時間

差が出る。職種と仕事内容の

約社員では生涯賃金で大きな

非正規雇用のアルバイト・契

用形態の「正社員」を確認。

②「仕事の情報」では、雇

資本金もチェックしよう。

じか。設立年時や会社の特長、
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ことができた」が上位を占めた。重視する点は
に実施したアンケート結果がこのほどまとまっ

職や営業・販売職、技術、研

判断材料は、毎日の株価の

といっても、人事や総務、経

どうか」「人柄」などを重視するという。

それによると、就活生が参加して良かった理

場の人たちの声を聞けた」「多くの企業を知る
説明会・面接会に参加した就活生と企業を対象

はどうか―を見よう。

動きや四半期ごとの業績、商

理、秘書から営業、医療事務
など多種多彩だ。

品情報だ。とりわけ企業の財

職業選択セミナー

最初から業界、職種を決め
かねている場合は、どちらが
前後でもよい。まずは会社説
明会に足を運ぼう。先輩社員
は未来の自分の姿と重なる。
彼らが日々、どんな思いで仕
事に取り組んでいるのか、ど
んな上司や同僚がいるのか。
仕事での失敗や、やりがいは
何かを積極的に聞き、メモを

か」「意欲・熱意。周りのために努力できるか

た（回収率67％）。

由では「詳しく会社のことが聞けた」「直接職
５月29日の拡大レギュラーマッチングブース

５月拡大ＲＭＢ

参加者の56％「応募したい企業あった」
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「自分はどんな仕事がしたいのか」「一体どんな仕事が向いているのか」。2016年3月卒の就職活動が本格化する
中、多くの就活生が自問自答しながらエントリーシートの作成や面接に臨んでいる。どのように職業を選択すれば
いいのか。大阪新卒応援ハローワークの職業選択セミナーでの講義から考えるヒントをお伝えする第２弾―。

求人票読み込み、現実的な仕事選びを

学ハロ大阪新聞
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志望動機はどのように書けば、採用担当者の心に伝わりますか？

会社のどこに魅力を感じたのか

プロポーズで意中の企業を射とめて

志望動機は採用選考で最も注目されるポイント。に
もかかわらず、企業のＨＰや配布資料の言葉をそのま

では「旅行会社のカウンター営業職」を想定し、具体的

ま写したような文面が多く見られます。これでは採用

な志望動機を考えてみましょう。
▼旅行の企画立案が好きで高校の卒業旅行や大学のゼミ・

担当者の目に留まりません。

部活旅行の企画に携わってきた。カウンター担当者の親身

では、会社は志望動機を通じ、あなたのどこを見て
いるのでしょうか？

で適切なアドバイスと現地の生の情報を得て満足できる企

やはり「わが社のことをしっかり理解して応募して

画案ができた。担当者の献身的な姿勢に「私もお客様に喜
んでいただける旅の提案を一生の仕事にしたい」と心に決

いるか」「数ある企業の中でなぜウチを志望するのか」

めた▼貴社は常に顧客目線に立ち、数ある商品の中から、

「どれほど強くわが社に入社したいと思っているのか」
に尽きるでしょう。だからこそ志望動機には①「会社

お客様一人一人の要望に合わせたプランを提案されている。
これは私が受けた相談の経験や店舗見学を通じ実感した。

のどこに魅かれたのか」②「なぜそこに魅かれたのか」

特に貴社のプランは従来の見る観光だけに留まらず、地元

③「入社後、自分がどうなりたいか」の３点を文章の
中にしっかり盛り込み、論理的に伝えることが必要と

住民との交流や稲刈り体験など地域の活性化とエンターテ

①「その会社のどこに魅かれたのか」。会社はそれ
ぞれ、業務内容や事業の方向性、市場での強みなどが

アーを売るだけではない。知識と経験に裏付けられた温か

イメント性を合わせ持つ斬新な企画が多い。これは貴社が
なります。（①②③を伝える順はどこからでもＯＫ）。 日々、お客様との対話を重視されニーズを知ることから生
それでは、それぞれの中身について解説します。
み出された独自の商品である。旅行の営業とはただ単にツ

異なります。「別に当社じゃなくてもいいのでは」と

いサービスを提供することであると私は思う。それが実現
できるのが貴社の社風であり、志望する大きな理由である。

思われないためには業界や職種からさらに踏み込み、

▼入社が叶うならば、知識や経験を一つずつ積み上げ、私

「その企業だからこそやっていること」を調べ、しっ
かり伝えましょう。

に旅の楽しさを伝えてくれたように、お客様に喜んでいた
だける商品を提案したい。店頭業務はもちろん商品企画や

②「自分はなぜこの会社に魅かれたのか」。会社の

渉外営業、添乗業務など様々な分野に精通し、社業に貢献

良いところばかりを並べるだけでは「なぜ魅かれたの
か」が分かりません。自分の興味や強み、将来取り組

するのが私の決意であり、夢である。以上。

みたい仕事を軸に、その企業に魅かれた理由を伝えま

好きな相手にプロポーズする。志望動機とは、あなたか
ら意中の会社への「告白」です。「私はこんな人物でこん

しょう。

な強みがあります。あなたのこんな点が好きになりました。

③「入社後、自分はどんな人物になりたいか」。自
分のやりたいこと、何ができるか。自分の夢と結び付

だから、私と付き合えばこんなにお得ですよ、このように

けて未来の可能性と意欲を語りましょう。

当」の内訳を見る。賞与は

金の「基本給」と「その他手

③「労働条件等」では、賃

歴書」、アルバイトなら「自

社員の経験があれば「職務経

④「選考」では、既卒で会

⑤「補足事項・特記事項」

己紹介書」に。

ているケースが多い。休日数

も要注意だ。就業前に自己負

98

「基本給」を基礎算定額にし

は総労働時間との関係を踏ま

担で商品を買わせるなど理解

ないか。離職状況については、

え、妥当な日数か調べよう。

会社は一見、１２５日より劣

ハローワークの学卒求人には

に苦しむ条件が記載されてい

るように見えるが、年間の総

各年度の離職者数が記載され

1

例えば、年間休日数が 日の

労働時間でみると 日の就業

せっかく就職した会社をわ

ている。ぜひ、参考に。

けで善し悪しは判断できない。

ずか数年で辞めるのは大きな

時間が短くなる。単に日数だ

ぜひチェックしておきたい

社は１社だけ。悔いなき就活

をＨＷは全力で支援します。

のが「くるみん」取得企業だ。 損失。最終的に入社できる会

子育て支援企業として厚生労

働省が認定している。

就 活 中 の 皆 さ ま 、 蒸 し 暑 い 梅雨 の 時 期 に な り

ま し た ね 。 ８ 月 １ 日 の 採 用 選 考解 禁 日 に 合 わ せ

て学生の皆さまはいよいよ就活が本格化ですね。

く れぐれも体 調管理に は気を付 けて くだ さい 。

今 号では「仕 事選びの ポイント 」に つい て掲 載

し ています。 仕事選び といって も一 人で はな か

な か解決でき ないです よね。そ んな 時は 窓口 の

学 卒ジョブサ ポーター と相談し たり 、７ 月に 開

催 される拡大 ＲＭＢ第 ３弾や天 下一 イベ ント な

ど に積極的に 参加して 企業の人 事担 当者 から 直

接話を聞き、また質問をどんどんしていきましょ

う 。積極的に 動くこと が仕事を 選び を理 解す る

ためのポイントです。

企業説明会など積極参加を

貢献しますよ」―と。ぜひ、自分ならではのプロポーズで
意中の企業を射とめてください。
（ＪＳ 佐野）
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「楽しんで仕事ができると成果も上がり、顧客企業も喜んでくれる。自分が会社を動かしているという実感こそ、ベ
ンチャー企業の面白さだ」。人材コーディネーター職の男性は働く醍醐味をこう強調した。ハローワーク利用をきっか
けに社会人となり、大企業と中小企業の両方を経験。仕事選びの要諦は「自分が芯から仕事が楽しめるかどうか」だ。

大手では、組織や役職は既にがっ
ちり固まっており、そう簡単に昇
進できない。そこへいくとベンチャー
は会社が大きくなるチャンスがあ
る。自分が会社を動かしていると
いう実感がある。そのことをぜひ、
知って欲しい」。
今年４月、大阪新卒応援ハロー
ワークで開かれた会社説明会のレ
ギュラーマッチングブース。エク
シードジャパンの25歳・人材コー

同社は平成17年に創業。企業の
採用ニーズに最も適した人材の派

25

歳男性

ディネーター職の男性は就活生に
こう語りかけた＝写真右。

自分を心から後押ししてくれた。
再開から1ヵ月。全国に営業所を
持つ大手ＯＡ機器販売会社に就職
した。担当は法人営業だ。ワンフ
ロアに100人規模の社員。同世代は
１割もおらず上司から指示が出て
「あれやれ、これやれ」。毎日が
やらされ仕事だった。ルート営業
や新規開拓も経験した。勉強になっ
たのは、会社という看板を背負う
意味だ。「ミスをすれば会社全体
が問われる。私、個人で動いてい
るわけではないのだ」。
勤めて１年弱。大手企業の不安
な面にも気付く。「ＯＡ機器やエ
コ商材などウチでなくても物品は
入手できる。果たして５年後、こ
の商売は残っているのだろうか」。

人材はそうはいかない。私が扱っ
ているのは仕事そのものであり、

「仕事は楽しみながら」自分が会社を動かすベンチャー魂

楽しく仕事ができているだろうか。

エクシードジャパン人材コーディネーター・

「皆さん、想像して欲しい。大手
企業に入社した５年後のことを。

その人の人生がかかっている」。
登録者数の多い大手とは違う。
だからこそ、一人一人のスタッフ
の質に拘っている。派遣スタッフ
が今、どんな気持ちで働いている
のか。絶えずフォローする姿勢で
臨む。「転勤で仕事が出来なくなっ
た。どうすれば…」「他社で正社
員の仕事が決まった。お世話にな
りっぱなしで申し訳ない」など登
録スタッフとのやり取りは人生相
談のようだ。「担当は22歳から40
歳代半ばまで幅広い。年上の世代
からは多くのことを教わり、私が
勉強させてもらっている」。
今は就活中の若者と触れ合う機

会も多い。「あの頃の自分もそう
だったが、５年後10年後、自分は

遣や、採用活動をバックアップす
る求人広告、自社開発商品を販売

どうなりたいかを考えて。家族を

するＥＣ、エステサロンなど幅広

養っていけるポジションや役職は

く事業を展開する。豊かさの追求

志望する会社にあるのか。有名で
あるとか企業規模ではなく、しっ

と社会貢献、あくなきチャレンジ
精神が企業理念だ。

かり調べて」とアドバイスする。

入社２年目。人事担当として採

「若くてもバリバリ仕事をやっ
てみたい。ただ自信がない。どう

用の最前線にいるが、大学時代の
就職活動は「有名企業しか知らず、

したら、そうなれるのか」―。説

中堅・中小企業を知る術もなかっ

明会ではそんな質問を就活生から

た」。結局、就職が決まらぬまま

転職か。心が揺らぐ。そんな時、

卒業。フリーターとしてアパレル
やガソリンスタンドで接客の仕事

今の会社の先輩から声が掛かった。
「私の芯は楽しく仕事ができるか

をした。「多少、焦りはあるもの

だ。仕事ができるとその延長線で

の、なんとかなるやろう。暇もつ
ぶせるしお金も入る」と。だが、

顧客企業も喜んでくれ、会社の業
績も伸びる」。理想はウイン・ウ

収支はプラスマイナス、ゼロ。

インの関係だ。「上場企業は安定

んなと同じ立場だった。そんな人

「こんな生活がいつまで続くのか」。

しているが、山の頂点は下るしか

間でも今、会社から人事という重

将来への不安がよぎる。ある日、
同級生に合った。みんな仕事帰り

ない。一方、ベンチャー企業は未
知数だが、常に成長している。自

要な仕事を任され日々、楽しみな
がら仕事をしている。懸命に仕事

でスーツをビシッと着こなしてい

分が楽しく仕事をしないと結果、

と向き合えば、他人から評価され

る。一方、自分は汚れたジャージ

会社の利益も上がらない」。自分

るチャンスはいくらでもあるよ」。

姿。「なんだろう自分は」。ハロー
ワークを訪れたのはそんな頃だ。

の考えとエクシードジャパンの社
風がマッチした。「企業の要諦は

自身も悩んだ経験を生かし若者
の就業相談にも携わる。「こんな

参考になったのは職業の適性テ

人だ。人材ビジネスにニーズはあ

ことを聞いてもいいのか、と躊躇

スト。「結果をみると、営業系の
仕事が向いている」。やはり営業

る」。将来性も確信した。
モノと人との違いは何か。「人

せず、何でも遠慮なく尋ねて欲し
い。同世代の若いコーディネーター

職だ、と再認識できた。相談窓口

の派遣は売れば終わり、ではない。

が、いつも皆さんに寄り添ってい

では、未経験で何も知らなかった

物品の不備は修理すればＯＫだが、

る。そのことを忘れないで」。

よく受ける。そんな時はいつも、
こう答えている。
「私は有名大学を出たエリート

ではない。いわば雑草だ。大学も
就職が決まらず卒業するなど、み

