
県内大学生の地元就職促進プロジェクトに関する事業実施について 

  兵庫県は、大学キャリアセンターや学生の県内企業への理解促進を図るため、一般社団法人大学コンソー

シアムひょうご神戸へ「大学連携組織を活用した県内大学生の地元就職促進プロジェクト」を委託してお

り、その一環として下記事業を実施します。 

 

【1.事業概要】 

（学生向けイベント） 

「オンライン合同模擬グループディスカッション」 

(1) 日 時：令和4年1月22日（土） 9：30～14：20 

(2) 場 所：オンライン会議システムZoomを使用 

(3) 概 要：グループディスカッションを通し自己分析を深め、就職活動に繋げるとともに、他大学の    

学生や社会人との交流を通じて自分のキャリア・職業観を考えるための意見交換会を実施 

する。 

(4) 対 象：大学コンソーシアムひょうご神戸加盟校の就職活動を控えた学生（2023 年卒業生 中心） 

(5) 募集人数：80 名程度 

(6)申込方法：大学コンソーシアムひょうご神戸のHP（http://www/consortium-hyogo.jp）にて受付しています。 

    ※令和4年1月13日（木）までに上記ホームページにて手続きを完了して下さい。 

 

「面接大作戦」 

 (1)日 時：令和4年1月22日（土） 14：35～16：30 

(2)場 所：オンライン会議システムZoomを使用 

(3)概 要：企業人事担当者等からの直接フィードバックを受けることで、自己分析を深め、苦手を克 

服するための体験の場として集団面接を実施する。 

(4)対 象：大学コンソーシアムひょうご神戸加盟校の就職活動を控えた学生（2023 年卒業生 中心） 

(5)募集人数：80名程度 

(6)申込方法：大学コンソーシアムひょうご神戸のHP（http://www/consortium-hyogo.jp）にて受付しています。 

    ※令和4年1月13日（木）までに上記ホームページにて手続きを完了して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊2019 年の様子（今年度はオンラインにて実施します） 

記  者  発  表 （ 資 料 配 付 ） 
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担当課（室） 
係  名 

ＴＥＬ 発表者名 その他配布先 

1/12(水) 

14:00 

企画県民部管理局大学室 

連携教育推進班 

(078)362-3368 

 （直通） 

大学室長 森本 昌      

(連 携 教 育 推 進 班 長  丹 保  祐 一) 
 



 

「兵庫県内優良企業と学生のオンライン座談会」 

(1)日 時：令和4年1月22日（土） 16：45～17:30 

(2)場 所：オンライン会議システムZoomを使用 

(3)概 要：企業ごとに設けるオンラインブースに希望学生が自由に訪問し、担当者から企業理念・仕事

内容・働く人の様子などを聞き気軽に質問できる、自由な交流の場を設ける。 

(4)対 象：大学コンソーシアムひょうご神戸加盟校の就職活動を控えた学生（2023 年卒業生 中心） 

(5)募集人数：80名程度 

(6)申込方法：大学コンソーシアムひょうご神戸のHP（http://www/consortium-hyogo.jp）にて受付しています。 

    ※令和4年1月13日（木）までに上記ホームページにて手続きを完了して下さい。 

 

【2.主催】一般社団法人大学コンソーシアムひょうご神戸（兵庫県委託事業） 

 

【3.大学コンソーシアムひょうご神戸加盟校】 

加盟校 31大学、7短期大学・短期大学部※、1高等専門学校   (R3.4.1現在) 

明石工業高等専門学校 芦屋大学 

大手前大学・大手前短期大学※ 関西国際大学 

関西福祉大学 関西学院大学・聖和短期大学※ 

芸術文化観光専門職大学 甲南大学 

甲南女子大学 神戸大学 

神戸医療福祉大学 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 

神戸市看護大学 神戸松蔭女子学院大学 

神戸女学院大学 神戸女子大学・神戸女子短期大学※ 

神戸親和女子大学 神戸常盤大学・神戸常盤短期大学部※ 

神戸薬科大学 頌栄短期大学※ 

園田学園女子大学・園田学園女子短期大学部※ 宝塚医療大学 

姫路大学 姫路獨協大学 

兵庫大学・兵庫短期大学部※ 兵庫医療大学 

兵庫教育大学 兵庫県立大学（県立） 

流通科学大学  

                                     五十音順 
 

【4.問い合わせ先】一般社団法人 大学コンソーシアムひょうご神戸 

 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目2-8 兵庫国際交流会館1F 

 TEL：078-271-0233 FAX：078-271-0244  E-mail：info@consortium-hyogo.jp  



他大学の学生と一緒に、面接やGDの実践を体験

企業人事担当・大学キャリア職員から直接フィードバックをもらって

あなたの就職活動をステップアップしましょう！

主催：兵庫県 ・ 一般社団法人大学コンソーシアムひょうご神戸

9:45～17:30

sat1/222022

大学連携組織を活用した県内大学生の地元就職促進プロジェクト 兵庫県企画県民部管理局大学室 受託事業

GD・集団面接 × 他流試合 ＝ 自己発見
グループディスカッション・フィードバック:３回＋集団面接・フィードバック:2回 + 座談会

■募集人数： 8０名 ※定員になり次第受付終了します

対象： 大学コンソーシアムひょうご神戸加盟校の就職活動を控えた学生（2023年卒中心）

■服装： 自由

■会場： オンライン会議システム Zoom を利用

＊カメラ・マイク付きPC・タブレット等機器及び通信環境の準備が必要となります。

■申込方法：コンソHPから必要事項を記入し申込み下さい （右下QRコードからも可）

■申込締切：202２年1月11日（火）

■お問い合わせ：一般社団法人大学コンソーシアムひょうご神戸

TEL （078-271-0233） Email （kenproj@consortium-hyogo.jp）
申込先

QRｺｰﾄﾞ

合同模擬

グループディスカッション・

面接大作戦 2023

【参加条件】

＊参加する学生は、当プログラム指定のエントリーシートの事前作成が必須です。

1月１3日（木）までに、指定エントリーシート（コンソHPよりDL）を事務局宛にMailにて提出して下さい。

＊zoom上での顔出し・声出しが必須となります。

フィードバックは
コンソひょうご神戸
加盟大学のキャリア
センター教職員と
県下を中心とする

優良企業18社の
人事担当者から
もらえます！

オンライン



株式会社あみだ池大黒

200年愛される大阪みやげ×日々新たなチャレンジ

株式会社奥谷金網製作所

業界世界一の技術力×地球環境維持に貢献×安心・信頼・信用

株式会社ＥＣＣ

語学教育×世界の文化向上と平和

株式会社サンエース

オートサプライヤー＆リフォーム×皆揃って幸せになる

株式会社シマブンコーポレーション

鉄・人・地球と共に×とりあえずやってみよか

センコー株式会社

物流・情報・商流・人×未来潮流を創る

株式会社TAT

ネイルビジネスの発展×新しい価値と文化の創造

日本テクノロジーソリューション株式会社

問題解決型事業×幸せスパイラルの提供

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター

ITソリューション・医療・福祉×笑顔でつなぐ仲間と未来

株式会社ノーリツ

温水空調設備×新しい幸せを、わかす

バンドー化学株式会社

ベルト・機能製品×

「際立つ」神戸発グローバルサプライヤー

株式会社みなと銀行

地元兵庫の「県民銀行」×金融・情報で地域に貢献

株式会社ロック・フィールド

SOZAIへの情熱と自ら変革する行動力

×豊かなライフスタイルの創造

プログラム

グループディスカッション＆
フィードバック × 3回1. 集団面接＆

フィードバック × ２回2.

企業との座談会３.

①各回のテーマに従ってグループディスカッション

②企業・キャリアセンターから
フィードバック

③学生同士で作戦会議
→次のGDに臨む

写真：一昨年の様子
※今年はオンラインで行います

①グループに分かれて集団模擬面接

②面接官（企業）から各学生に
フィードバック

写真：一昨年の様子
※今年はオンラインで行います

※参加自由（45分間）
各企業がオンラインで
座談会ブースを設置します。
（当日URLをお伝えします）

気になる企業のブースに
各自でアクセスして、
自由に話ができる
出入り自由な座談会

※面接官は、事前に提出して頂いたエントリーシートを
見ながら質問していきます

グループディス
カッション（GD）は、
そこではじめて出会ったメンバーとのライブセッション。
毎回違うし、実際にやってみないとわからない。普段は出会
えない、他大学の学生の意見を聞いて動きを見ることで、今
の自分の位置や、自分の意外な強みを発見できるかも！？
当日は、各回のGDを振り返って作戦を立て、次のGDに臨み
ます。PDCAサイクルをまわしてGDのコツを身につけよう。

今年の就活
でも主流になる
オンライン面接。
私はどう見られてる？面接の受け答え大丈夫かな？
エントリーシートはうまく書けてる？
他大学のキャリアセンターや企業の採用担当者から、
客観的な評価が聞けるチャンスです。

当日出会った企業さん面白そう！
もっと会社の話が聞きたい・・・
そう思ったあなたに、
企業の方と気軽に話ができる
時間をご用意しました！

白鶴酒造株式会社

酒づくり×食文化・生活文化の発展に貢献

株式会社レック

冠婚葬祭総合カンパニー×人に尽くし続ける

新卒採用、

企業は何を求めている！？

『企業調査結果レポート』

こちらをチェック

就活の参考に！

フジッコ株式会社

創造一路×おいしさ、けんこう、つぎつぎ、わくわく

浜口 桂 氏

神戸女学院大学・京都産業大学・
滋賀県立大学・京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ大学
大阪人間科学大学 非常勤講師
（キャリアデザイン系授業担当）

中小企業診断士・
キャリアカウンセラー（CDA）

ファシリテーター

ホテルニューアワジグループ

「ありがとう ただそれだけが、ききたくて」の心で

『旅館ビジネス』をリード

加藤産業株式会社

「豊かな食生活」を提供して人々の幸せを実現する


