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新入生保護者懇談会

開学！ 大阪公立大学



1．はじめに

本日の保護者懇談会の目的

保護者の皆さんに大阪公立大学を知って頂くこと

（略歴）
1980 大阪府立大学工学部助手（応用化学科）
1996 工学部 教授
2015 工学研究科長
2019 大阪府立大学学長
2022   大阪公立大学学長、現在に至る。

自己紹介
辰巳砂昌弘 （たつみさごまさひろ）
出身地：大阪府箕面市

専門研究分野

無機材料化学、固体イオニクス、ガラス科学
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いつでも新しい学びに取り組める人

多様な価値観の存在を認め合える人

困難な課題にチャレンジしていく人

大阪公立大学で育てたい人材

「研究を通して人材を育成」

「社会が求める人材を育成」

「社会の中で人材を育成」

知の継承

知の創造 知の活用

知

1．はじめに
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4月1日（金）中百舌鳥キャンパス、杉本キャンパスにて

大学看板除幕セレモニーを実施

大学サイト
ニュース記事

セレモニーの様子
（産経新聞YouTube）

＜参加者＞
・理事長 西澤良記
・学 長 辰巳砂昌弘
・辻本紗良々さん（現代システム科学域1年）
・東瑞生さん（生活科学研究科前期博士課程1年）

西澤理事長辻本さん 東さん

2022年4月1日「大阪公立大学」開学の日2．開学セレモニー
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多数の報道をいただきました2．開学セレモニー
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4月11日（月）大阪城ホールにて。文部科学大臣、大阪府知事、大阪市長ら来賓および、
学生・大学院生3,077人（学部・学域2,687人、研究科374人、3年次編入16人）が出席した。

入学式・開学記念式典を挙行

4月11日「大阪公立大学」初の入学式2．開学セレモニー
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多数の報道をいただきました2．開学セレモニー
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■大阪市立大学の源流
1880年に大阪商業講習所開所。
1949年の学制改革により、大阪商科大学、大阪市立都島工業専門学校、大阪
市立女子専門学校を母体として、商学部・経済学部・法文学部・理工学部・家政
学部の5学部からなる新制総合大学として、「大阪市立大学」設立。1955年には、
新制大阪市立医科大学を編入して医学部とした。

■大阪府立大学の源流
1883年に獣医学講習所。
1949年に、大阪府下にあった旧制の7つの専門学校が母体となり「浪速大学」設
立。（1955年｢大阪府立大学｣に改称）
1949年「大阪女子大学」設立。
1994年「大阪府立看護大学」設立。
2005年「大阪府立大学」、「大阪女子大学」、「大阪府立看護大学」の大阪府立
の3大学を統合・再編して「大阪府立大学」設立。

3．大学統合の意義

大阪市立大学と大阪市立大学の沿革
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なぜ大阪府立大学、大阪市立大学は統合したのか

・

学部入学定員数

順位 大学名 人数

1 国 大阪大学 3,255

2 国 東京大学 3,063

3 公 大阪公立大学 2,853

4 国 京都大学 2,808

5 国 九州大学 2,555

6 国 神戸大学 2,530

7 国 北海道大学 2,485

8 国 東北大学 2,396

9 国 広島大学 2,323

10 国 新潟大学 2,242

11 国 岡山大学 2,198

公 大阪市立大学 1,494

公 大阪府立大学 1,369

▼
国内のみならず海外に対しても
スケールメリットを一層高める狙い。

3. 少子高齢化・大学間競争の
激化への対応

・アジアの主たる都市に所在する研究型大学は、1万
人を超える学生規模を誇り、英語による授業により、
近隣国の留学生を受け入れ、世界的なプレゼンスを
高めている。

2. 高度な融合研究の展開

・工学・農学・獣医学・社会福祉などに強い府大、
理学・医学・人文・社会科学などに強い市大の研究力
が組み合わさることで、シナジー効果を発揮

・高度な融合研究を展開することで、課題解決に寄与
することが可能となる。

（公立大学法人大阪「新大学基本構想」より

１. 互いに相補的な両大学

・重複分野がほぼない相補的な学問分野
・統合によりフルラインナップの幅広い学問領域が揃う

3．大学統合の意義



大阪公立大学の特色
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大阪の発展を牽引する「知の拠点」

大阪公立大学 大学案内パンフレットより

グローバルに発展する高度研究型大学

3．大学統合の意義
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両大学の同種分野を集約することを基本とし、情報学研究科を新設するとともに、

農学部・獣医学部・看護学部（それぞれ研究科も）を独立（12学部,学域・15研究科に）

現在の学部・学域

府立大学

市立大学

商学部

経済学部

法学部

文学部

理学部

工学部

医学部

生活科学部

市立大学

経営学研究科

経済学研究科

法学研究科

文学研究科

理学研究科

工学研究科

医学研究科

生活科学研究科

都市経営研究科

看護学研究科

府立大学

工学研究科

生命環境科学研究科

理学系研究科

経済学研究科

人間社会システム科学研究科

看護学研究科

総合リハビリテーション学研究科

現在の大学院

現代    科学域

文学部

法学部

経済学部

商学部

現代    科学研究科

文学研究科

法学研究科

経済学研究科

経営学研究科

学部・学域 大学院

国際基幹教育機構

現代システム科学域

工学域

生命環境科学域

地域保健学域

高等教育推進機構

理学部

工学部

農学部

獣医学部

医学部

看護学部

生活科学部

都市経営研究科

理学研究科

工学研究科

農学研究科

獣医学研究科

医学研究科

          学研究科

看護学研究科

生活科学研究科

情報学研究科

新大学の学部・大学院

●教育研究組織

大阪公立大学の特色

3．大学統合の意義
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2025年度～

•基幹教育

•文学部

•生活科学(食栄養)

•医学（リハビリ）

•情報学（大学院）

•法学部 ・理学部

•経済学部 ・生活科学部

•商学部 （居住、福祉）

•医学部（医学科）

•看護学部

•附属病院

•獣医学部

•現代システム科学域

•工学部

•農学部

•情報学（大学院）

•高専（’26～）

•都市経営（社会人大学院 )

•看護学部（2024年度まで）

→2025年度から阿倍野キャンパスへ

移転

学部・大学院のキャンパス配置（最終形）
（キャンパス整備・移転が完了する2026年度以降～）

3．大学統合の意義 キャンパスプラン



②共創
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【keyword】

・多様性✕包摂性

・共に創り上げる大学

・社会と強い連携

重点を置く、「総合知」と「共創」

①総合知
【keyword】

「総合知」を育てる教育
・リベラルアーツの重視
・学部の壁を越えたカリキュラム
・分野融合教育の全学展開
・複数学位制度

「総合知」を研究に
・分野横断型研究
・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｱｶﾃﾞﾐｰ構想

4．新大学が大切にすること



めざす大阪公立大学の姿
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企業

自治体

大阪技術研

海外大学

多様な学生

多様な教員大学職員
スタートアップ

自治体職員

企業人

海外研究者

留学生

地域住民 観光客

大阪 世界
共創ｘ総合知

大阪公立大学

共創と総合知で
世代を問わず多様な人の集まる大学

大阪の「知の拠点」 高度研究型大学

4．新大学が大切にすること
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めざす大阪公立大学の姿

企業

自治体

大阪技術研

海外大学

多様な学生

多様な教員大学職員
スタートアップ

自治体職員

企業人

海外研究者

留学生

地域住民 観光客

持続可能な社会・くらし
Well-being

イノベーション創出
人材育成

大阪の課題

地域医療
少子高齢化
自然災害

世界の課題

エネルギー
貧困
環境汚染

大阪 世界
共創ｘ総合知

都市問題の解決
防災・減災
スマートシティ

SDGs解決
ICT・AI技術
脱炭素新素材

大阪公立大学

4．新大学が大切にすること
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5．新大学のこれから イノベーションアカデミー構想



※ 図は「新大学基本構想」の＜連携型タウンキャンパス＞
（令和元年８月27日公立大学法人大阪）から引用改変

なかもずハブ（2022～）
➡ハード整備（～2025）

りんくうウィング

すぎもとウィング

うめだウィング

もりのみや本部（2025～）

あべのウィング

イノベーション・アカデミー構想「産学官共創リビングラボ」
（ネットワーク型イノベーションエコシステム）

◆ 学内すべてのキャンパスに「産学官共創リビングラボ」機能を位置づけ、大阪公立大学として「全学ネットワーク型イノベーションエコシステム」を構築
◆ 「もりのみや」に本部機能 (2025年～)、「なかもず」 にハブ機能を持たせ、「すぎもと」、「あべの」、「りんくう」、「うめだ」の各キャンパスをネットワークで結ぶ
◆ 基礎研究を含めた各キャンパスの強み、文理融合による「総合知」を活かしたハード・ソフトの取組みから持続的なイノベーションにつなげる
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5．新大学のこれから

すぎもと 理学新棟

あべの 看護学新棟

なかもず 工学新棟 森之宮 メインキャンパス

イノベーションアカデミー構想
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2025年大阪・関西万博に向けて

2025年大阪・関西万博パビリオン出展が決
定

～飯田グループHD ×大阪公立大学 共同出展館～
2025年大阪・関西万博メインテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」

共同出展パビリオンテーマ「TADAIMA（ただいま）」

会期終了後、レガシーとして夢洲から
森之宮へ、一部展示を移設（構想中）

■学内にて、対応組織の設置（開学と共に立ち上げ）

・万博市民連携推進室 ・大阪関西EXPOパビリオン出展推進室

ほっと心が休まる瞬間、ささやかな「幸せ」を、
世界中の人々が「あたり前」に享受することが
できる未来を実現するために、そのあるべき姿
を本パビリオンで披露する。

■展示予定内容
〇ウエルネス・スマートハウス
〇人工光合成技術・水素エネルギー利用研究
〇学生プロジェクト（中心「Honaikude」）

■ Honaikude（ホナイクデ）
未来社会の中心人物である学生
が、若者ならではの感性を活か
した学生にしかできない提案を
行い「いのち輝く未来社会のデ
ザイン」に挑戦します！

5．新大学のこれから
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ご清聴ありがとうございました。

応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

5．新大学のこれから



講 演 1

大阪公立大学副学長（教育担当）

橋本 文彦

大阪公立大学の教育
ー 基幹教育から専門教育へ ー



大阪公立大学の教育
－基幹教育から専門教育へ－

教育担当副学長 橋本文彦



大阪公立大学の概要（学士課程）

• 1年生入学定員 2,853名（国公立大学3位）
（京都大学 2,823名、大阪大学 3,238名、神戸大学 2,530名）

• 1学域・11学部、15研究科
（京都大学 10学部、大阪大学 11学部 神戸大学 10学部）

•文系、理系、医療系全体をカバーする総合大学
（薬学部がないぐらい）

•教員数は約1400名

※教育については、大阪市立大学・大阪府立大学の

「いいとこ取り」が基本方針



大阪公立大学の教育組織

学部・学域

現代システム科学域 知識情報システム学類 環境社会システム学類 教育福祉学類

心理学類

文学部 哲学歴史学科 人間行動学科 言語文化学科

文化構想学科

法学部 法学科

経済学部 経済学科

商学部 商学科 公共経営学科

理学部 数学科 物理学科 化学科

生物学科 地球学科 生物化学科

工学部 航空宇宙工学科 海洋システム工学科 機械工学科

建築学科 都市学科 電子物理工学科

情報工学科 電気電子システム工学科 応用化学科

化学工学科 マテリアル工学科 化学バイオ工学科

農学部 応用生物化学科 生命機能化学科 緑地環境科学科

獣医学部 獣医学科

医学部 医学科

リハビリテーション学科

看護学部 看護学科

生活科学部 食栄養学科 居住環境学科 人間福祉学科

学類・学科



学士教育課程の全体

よりきめ細かで質の高い教育を実現するため、
少人数教育を採用。
専門的な知識・技術はもちろん、社会で活躍する
ための人間力を育みます。

新たな知の創造

多彩な学問領域を活かした充実の科目体系からな
る基幹教育を土台に、高度な専門教育、世界へと
発信する力を養うグローバル教育を融合し、これ
からの社会に向けた“新たな知”を創造します。



基幹教育：知の土台を築く初年次の学び

「国際基幹教育機構」が全学の
基幹教育をマネジメントし、質
の高い教育を提供します。

初年次より、基礎的な教育を
徹底して行うことにより、大学
での基礎力や研究に必要な基本
姿勢を身につけます。

それぞれの学問領域の基礎を
体系的に学ぶための、基礎教育
科目や幅広い教養をもって専門
教育に繋がる確かな知識を養い
ます。



英語・初修・情報・健康

【必修】
•初年次ゼミナール
•英語
•初修外国語［仏・独・中・朝・露］から一つ
•情報リテラシー（PC必携化）
•健康・スポーツ科学

【オプション】
•数理・データサイエンス・AIプログラム
•副専攻



初年次ゼミナール

•大阪公立大学の初年次ゼミナール：
• 基幹教育科目の１つ

• 学部横断型・全学必修のゼミナール

• １クラス１５－１７人程度

• 学生が調査、議論、プレゼン、レポート作成等々の活動を行う。

※高校での学びから大学での学びへの円滑な移行を
図る教育として多くの大学でも行われています。



初年次ゼミナールの到達目標

1. 多様な視点を積極的に取り入れ活用できる

2. 知識・情報の収集が積極的にできる

3. 収集した知識・情報を活用して考えること
ができる

4. 得た情報や自分の考えを表現・発表できる

5. 自分の考えを自分で再検討できる

学部横断＆必修科目なので「多様な視点を積極的に取り
入れる」を目標として、より明確に加わることを、授業
担当者に依頼



1年生前期の成績が大切

Ａ

Ａ （1年前期不振者GPA1.0未満)

Ｂ

Ｂ (4年間総合不振者 GPA1.0未満)

0 1 2 3 4
１年前期GPA

４
年
間
累
計G

P
A 1

3

4

１年前期・４年間GPA散布図上での分類群の位置関係

1年前期成績の把握重要（特にＡの予測妥当性が高い）

（大学教育研究センター提供）



副専攻

•卒業に必要な主専攻の他に、体系的なカリキュラムからなる「副
専攻」を提供

•専門以外についても深く学ぶ機会
• 情報システム学、認知科学、

• 食生産科学、植物工場科学、

• 創薬科学、GC・SI副専攻、

• CR（地域再生）、HR（人権）

• などなど



「創薬科学副専攻」の人材育成の方針

 国内外の製薬企業で, 特に「バイオ医薬品」開発に従事できる優秀な人材の養成を目指す

 疾病原因の解明，医薬品設計や合成，タンパク質・ペプチドの調製，さらに，動物を用いた薬物動態
や毒性病理実験までの創薬プロセスを理解し，遂行できる確かな知識と技術を有した人材を養成する

製薬企業で活躍できるグローバルな創薬研究者を育成する

〇「創薬科学副専攻」の履修・カリキュラム 第1期生（現2年生）

の履修者28名

※履修希望者48名

（倍率1.7倍）

当該副専攻履修者のみ
を対象に開講

 履修定員：１学年約20名（１年次終了時の累計GPA等による選抜を実施）

 カリキュラム構成：

✓ 必修科目：1年次：創薬科学のすすめ（教養科目）

2年次：創薬科学実習１、薬品製造化学、バイオ医薬品化学

3年次：創薬科学実習２、ゲノム創薬学、薬物送達学

4年次：創薬科学特殊講義

✓ 選択科目：創薬科学研究に関連の深い学部が提供する専門科目から，

創薬科学に関連のあるものを選択科目として指定

 修了要件：

✓ 必修科目10単位，選択科目12単位（区分ごとの要件あり），合計22単位以上

 時間割：

当該副専攻における必修科目は，夏季集中・春季集中で開講するなど，学生の所属する学部（主専攻）

の学修に影響しないように時間割を編成



創薬研究への取り組み（大阪府立大学から大阪公立大学へ）

次世代がん治療

BNCT療法の開発（BNCT用医薬品が2020年承認）

バイオエンジニアリング
（新大学の戦略領域に）

創薬科学副専攻開設

アカデミア発創薬
実現に向け取り組み強化

2019年

2018年

2020年

★第1回創薬シンポジウム
（2018年12月）

★第2回創薬シンポジウム
（2020年2月）

1990年～

→2012年BNCT研究センター設置

2021年

★第3回創薬シンポジウム
（2021年9月）

「意外にあるねん
府大創薬」

創薬科学研究所設立
(21世紀科学研究センター)



COILを用いてSIGLOC

• COIL:

• Collaborative Online International Learning
• Onlineで他国（複数もあり）の大学と接続し、学生同
士がディスカッションを行う
• 大阪市立大学で2014年度から実施

（今年度は、8名の教員が12クラスで授業）

※新型コロナの影響を受けにくい授業
※「時差」の問題があるが。。



COILを用いてSIGLOC

• SIGLOC:

• Socially Innovative GLObal Classroom
•それぞれの地域の歴史・視点だけからは解決できな
かった課題を他の地域の歴史・視点から考える

⇒地域の課題をグローバルな観点から解決する
⇒ローカルな観点を持ち寄って、グローバルな
課題を解決する

SIGLOC紹介動画（YouTube）
https://www.youtube.com/watch?v=SirTIYIWlik



COIL：ICTを利用して海外の大学と協働で教育



SIGLOC：「地球をぐるぐる」回ってレポート作成



学修相談



自律的学習

•図書館の利用
• 全国最大規模の図書館

• 多種多様な学術雑誌

•より高度な学習支援

※「苦手な人」だけではなくて、

「物足りない人」向けもあり
• 数学支援

• 英語支援



2022年度前期の（コロナ対応）授業方針

•授業区分や授業形態（講義・演習・実験・実習）に拘わらず、対面授
業を基本とします。

•対面授業の受講にあたっては、学生の皆さんには登学していただくこ
とを基本とします。

•一部の授業については対面と遠隔の併用、もしくは遠隔授業とします。

【遠隔授業となる授業の例】
• 受講者数が多い授業、感染拡大防止の観点から大学が別に定め
る教室定員を上限とした場合に収容できない授業

• カリキュラム内容や授業の特性等に鑑み、遠隔授業の実施によ
り高い教育効果が見込まれる授業など

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況が著しく悪化した場合等
においては、対面授業を遠隔授業に切り替えて実施する場合がありま
す。



学生課キャリア支援室 室長

就職・キャリア支援について

～ 就職環境の変化とキャリア支援室による支援について ～

阿部 剛史

講 演 2



就職・キャリア支援について

～就職環境の変化とキャリア支援室による支援について～

2022年6月4日

大阪公立大学 学生課 キャリア支援室



1.大阪公立大学の就職・キャリア支援のあり方



1.大阪公立大学の就職・キャリア支援のあり方

学生課キャリア支援室

（杉本キャンパス）

これまで大阪市立大学・大阪府立
大学が保有していた「就職・キャリ
ア支援」の経験値を融合し、シナ
ジーを創出。
脈々と続く多数の企業等との関係
性を継承・拡充し、「大阪公立大
学」の「新人材」を社会に送り出す
ための支援に努めていきます。

杉本キャンパスとなかもずキャンパスを
ベースに、各キャンパスをサポート。

・オンラインでの個別面談
・就職ガイダンス、企業セミナーの
ネット配信、等

大阪公立大学

学生課キャリア支援室

（なかもずキャンパス）



2.大阪市立大学の就職実績と傾向



2-1. 大阪市立大学の就職率
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学部 就職率

商学部 98.6％

経済学部 98.0％

法学部 96.3％

文学部 92.6％

理学部 86.3％

工学部 97.3％

医学部看護学科 97.8％

生活科学部 97.5％

参考： 大学院への進学率 【理系】
理学部 64.0% 工学部 73.7％
生活科学部 26.3％

大阪市立大学

学部 就職率 96.3％ 大学院（前期博士課程） 95.1％



大阪市立大学卒業生の進路状況
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学部 卒業者数 就職希望者数 就職者数 就職率
就職者内訳

進学者数
その他

（就活継続・帰国など）企業等 官公庁 教員

商学部 235 211 208 98.6% 190 18 0 8 19

経済学部 232 196 192 98.0% 162 27 3 5 35

法学部 168 135 130 96.3% 75 55 0 12 26

文学部 176 149 138 92.6% 106 26 6 10 28

理学部 161 51 44 86.3% 31 7 6 103 14

工学部 293 75 73 97.3% 63 10 0 216 4

生活科学部 114 81 79 97.5% 67 12 0 30 5

医学部看護学科 57 46 45 97.8% 40 5 0 7 5

計 1,436 944 909 96.3% 734 160 15 391 136

医学部医学科
卒業者数 臨床研修医 その他

83 82 1 就職率 ＝ 就職者数 ÷ 就職希望者数



大阪市立大学
大学院前期博士課程修了生の進路状況

研究科名 修了者数 就職希望者数 就職者数 就職率
就職者内訳

進学者数
その他

（就活継続・帰国など）企業等 官公庁 教員

経営学研究科 13 8 5 62.5% 5 0 0 2 6

経済学研究科 17 9 3 33.3% 2 1 0 1 13

法学研究科 4 3 3 100.0% 2 1 0 1 0

文学研究科 43 25 19 76.0% 15 1 3 10 14

理学研究科 110 96 95 99.0% 91 2 2 12 3

工学研究科 197 190 188 98.9% 183 5 0 3 6

生活科学研究科 46 45 42 93.3% 32 10 0 1 3

医学研究科 10 6 6 100.0% 6 0 0 3 1

看護学研究科 8 3 3 100.0% 3 0 0 2 3

創造都市研究科 1 0 0 --- 0 0 0 0 1

都市経営研究科 55 47 47 100.0% 34 10 3 2 6

計 504 432 411 95.1% 373 30 8 37 56

大学院前期博士課程（専門職学位課程除く）
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学部生 ※医学部除く
2-2. 業種別就職者数
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2-3. 就職先総合ランキング
学部生 大学院生

1 大阪市役所 1 大阪市役所

2 大阪府庁 2 ダイキン工業株式会社

3 株式会社オービック 3 大阪府庁

4 関西電力株式会社 4 パナソニック株式会社

5 大阪府教育委員会 日東電工株式会社

日本生命保険相互会社 日本ペイントホールディングス株式会社

楽天グループ株式会社 ※以降、入社数3名以下

※以降、入社数6名以下



3.就職環境



【大卒求人倍率は1.58倍】倍率は上昇、採用意欲は回復に向かう。

参考：㈱リクルート

3-1. 大卒求人倍率



全ての従業員規模で採用意欲が増加。学生の大企業希望者、増加傾向が続く。

参考：㈱リクルート



参考：㈱リクルート
3-2. 社会状況と就活事情の変化



産学界が提起したインターン基準

・必ず就業体験をする。期間の半分超は職場体験に

・社員が学生を指導し、学生にフィードバックを

・期間は一般的に５日間以上、専門的な場合は２週間以上

・学業と両立させるために夏休みなど長期休暇を利用

・実施時期や就業体験の内容など募集要項に記載

（出所）「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」報告書

3-3. 今の注目すべき変化



4.キャリア支援室による支援について



4-1.大学入学から卒業、就職までのスケジュール

2021年 2022年 2023年 2024年 2026年

学業優先で充実した学生生活を！一方で、就職環境の最新動向（企業の早期選考等）
への意識を持って準備を。就職環境に合わせて最適な支援をしてまいります。

1年生 2年生 ３年生 4年生

2025年

社会人

大学院

祝・
入学!!

インターンシップ
（就業体験）

早期参加
3月求人広報解禁

6月選考解禁

低年次
キャリア支援ガイダンス

（右記のガンダンスやセミナーも参加可
能）

就職ガイダンス

学内企業セミナー・説明会

個別相談（進路相談、就職活動相談、応募書類添削、模擬面接等）

内
定

大阪公立大学
の主な支援
（予定）

就
職!!



4-2.キャリア支援室による支援
キャリア支援室では、学生が希望する進路が選択できるように、１．2年生からキャ
リア支援、インターンシップ、就職活動を支援しています。

1. 情報提供
企業求人・就職ガイダンス、企業セミナー等の情報を日々発信しています。

2. 就職ガイダンス実施

必要な知識が習得できるように、様々なテーマでガイダンスを実施しています

。

3.企業セミナー開催

市大の学生を積極的に採用したい企業を厳選した企業のセミナーを開催し

ています。

4.個別相談

インターンシップ・就職活動に必要な自己分析、業界・企業研究、

ＥＳ添削、面接練習だけでなく、疑問や不安を感じたら、気軽に安心して相
談できるように、国家資格キャリアコンサルタント保有者常駐による相談体制を
整えています。 ★年間相談実績5,000件超

５.その他
キャリア教育支援ツール（SUZAKU＆ＨＱ Profile）

就職関連図書・資料の閲覧・貸出

インターンシップ・就職ガイダンスアーカイブ

ＯＢ・ＯＧ紹介

UIJターン就職希望学生支援

外国人留学生の日本での就職希望学生支援

卒業後の進路情報の調査・報告

民間・公務員ＯＢ・ＯＧとの交流会（同窓会）

保護者説明会（教育後援会）

公務員ガイダンス（生協）



👈「就職支援ナビ」
トップ画面

ログインしたらこの画面になります。

【支援ナビはこんなに便利♪】
●「お知らせ」
企業や自治体等からキャリア支援室に届く、
説明会やセミナー、インターンシップ情報等
を閲覧できます。

●「求人検索」
大阪公大生、市大生、府大生を採用したい
企業等が登録した「求人票」もここから条件
検索したり、閲覧したりできます。

●「個別相談予約」
相談員の予約枠（空き状況）がわかり、
いつでも、どこからでも予約可能。エントリー
シート添削依頼は、ここからアップロードも。

●「先輩の就職活動体験記」
●「イベント参加予約」
●「トピックス」
・電子ブックkinoden
・自己分析ツールSUZAKU/HQProfile
・市大生のための就職情報ネット 等

●「スケジュール（イベントカレンダー）」
自分のイベント予約状況や大学からのイベ
ント案内 等

トピックス、スケジュールはこの下↓



民間企業志望者への支援について

秋以降も企画中！



公務員志望者への支援について
■2021年度学内イベント事例（一部抜粋）

2022年度も企画中！



👈低年次向けキャリア教育支援イベント
・「私の社会と未来を考えるオリエンテーション」
・オンライン（Zoom）と対面で開催。
映像と講義とワークショップと。

・UNIPA掲示板や就職支援ナビ、ツイッター等で広報
します。
ぜひ、ご参加を♪



杉本キャンパス キャリア支援室

杉本キャンパス高原記念館１階
正面玄関から入って右側【キャンパスマップ(27)】

【キャリア支援室】



中百舌鳥キャンパス キャリア支援室


