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社会学部 4回生
大西悠雅 さん

文学部 4回生
近藤千優 さん

年
２０２4 の

卒業予定
象
組合員対

みなさまの 就活 をしっかりサポートします！
この価格でこの品質！

学内で撮れる就活写真
プロが撮る常設スタジオのご案内

負担の大きい遠方への
就活は、生協でオトクに！
航空券・JR・高速バス・
ホテルなどのご案内

企業研究・テスト対策に
就活必携本のご案内
15～25％OFF

就活のスタートは、
新聞購読から！
朝日新聞
ご購読キャンペーン

備えあれば、憂いなし！
就活に必要なグッズや
サービスのご案内

スキルを身につけよう！
TOEIC®L&R公開テスト・
公務員・免許等

〒565-0842 大阪府吹田市千里山東 3-10-1
TEL：06-6368-7536 FAX：06-6368-7558

関西大学生活協同組合 就活応援係

発行：2022年11月

昨 年度、
関 大 生 約 10 0 0 名 が 利 用 し ま し た

開 催 決 定 ！

今年度も

感染防止対策のため、
例年より予約
数を限らせていただいております。
早めのご予約をおすすめします。

株式会社 関大パンセ

関大生のための学内撮影会

写真
特 別 価 格

10日間仕上げ

写真のみのプランもございます 12枚 2,600円～

オールインワンプラン

写真＋エントリー用データ

20枚

12枚

36枚

7,700 円

4,950 円 5,500 円 7,000 円
撮影代金に
オプション

プラス

ヘアメイクプラン

2,750 円

男性

メイク
ヘアセット

1,900 円

感染症対策としてメイク各種筆とスポンジは使い捨てのアイテムにて対応いたします。

常設店舗

男女共申込率

80%以上！

（男性は6,900円）

プロの手で変身！

学内でプロによるメイクができます。
女性

学 内 撮 影 会 だ け の お ト ク な 特 別 価 格！

写真20枚（シール仕上げ）
エントリー用データ

（データはダウンロード形式となります）

写真撮影・セレクト・肌修整を含む
（茶髪修正は別途オプションになります。）

2022年12月2日（金）～2023年3月10日（金）

※表示価格はすべて税込です。
※撮影後、10日後に発送。発送後1日～2日で到着予定です。

関西大学 凜風館スタジオが

期 間 限 定 オープン！！
ポイント

データの即日仕上げ

1,650 円

プラス

※14時撮影受付の方まで

※写真はイメージです。

感染防止対策のため、例年より予約数を限らせていただいております。早めのご予約をおすすめします。
どのキャンパス会場でも撮影は可能ですのでご都合の良いキャンパスをお選びください。
ご予約には、ご希望のキャンパスの「学校コード、パスワード」を使用してください。

千里山キャンパス
撮影場所

2022年

撮影場所

凜風館3F 常設スタジオ

12/2（金）～22（木）

メイク
あり

10：00～17：00

senri1 1121

senri2 8680

メイク
あり

1

個人情報を入力する

チラシのQRコードより
予約サイトにアクセスする
※予約の変更や確認に必要です
ので、
この予約サイトをお気に
入りに入れておくと便利です。

2022年

2023年

12/13（火） 1/13（金）
メイク
あり

5

［学校コード］［パスワード］

［学校コード］［パスワード］

メイク
なし

sakai1 5022

8

メールに届いたURLを
クリックする

sakai2 8515

希望時間の○または△を押す

希望時間が選択された状態（水色になる）で、

予約ボタンをクリックする

Click

学籍番号を数字のみ入力
★ハイフン不要

予

6

ログイン画面へ戻るを
クリックする

7

❹で設定したメール と
パスワードを入力しログイン
ボタンをクリックする

約

※×は満席の状態です。選択できません。

9

予約の日時に間違いが
なければ完了！

2022年00月00日 00：00

チラシに記載されている学校
コードとパスワードを入力する

okumura@storyteller.co.jp

本登録・予約に使用します
忘れないものを設定してください
Click

1121
※携帯各社のキャリアメールは迷惑メール等の設定
により、ご案内メールが届かない恐れがございます。

予約を変更

※貸し出しはありません

A棟3F 会議室E

（例）
法20-0001の場合

Click

写真撮影にはスーツ着用で
お越しください！

10：00～17：00

200001と入力

「新規登録」ボタンをクリックする

senri1

muse2 5691

法

予約の変更やデータ販売にも使用します
正確に入力してください
（大学のメールアドレス推奨）

3

［学校コード］［パスワード］

メイク
なし

muse1 1098

学部（必ず入力して下さい）

読み込めない場合は URLを入力 ▼
http://52.68.8.207/cakephp/reserve/login

2

［学校コード］［パスワード］

撮影場所

※新型コロナウイルスの影響、学校行事や会場都合により、変更・中止となる場合が
ございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

4

2023年

堺キャンパス

関大生協ライセンスカウンター
TEL 06-6368-7538

申 し 込 み の流 れ

1095

12/15（木） 1/12（木）

［学校コード］［パスワード］

下記の申し込みの流れを見ながら、サイトよりご予約ください。
お問い合わせ

sojo2

西館2F マルチミーティングルーム

2022年

ご予約はこちらのQRコードより登録・予約を
Web予約はこちらから
行ってください。

要予約

［学校コード］［パスワード］

メイク
なし

sojo1 2161

撮影場所

※水曜日・土日祝日ならびに2/1(水)～7(火)は休業です。
メイク
なし

［学校コード］［パスワード］

高槻ミューズキャンパス 10：00～17：00

1/31（火）～3/10（金）11：00～15：00
［学校コード］［パスワード］

2023年

12/12（月） 1/10（火）

2023年

メイク
あり

厚生棟1F

2022年

10：00～17：00

1/10（火）～30（月）

10：00～16：00

高槻キャンパス

1 QRコードから予約サイトにアクセスする。
2 メールアドレス・パスワードを入力し、ログインする。
3 予約変更をクリックする。
4 希望の日時を選択し、予約変更をクリックする。

※変更・キャンセルは予約日前日18：00まで
※当日の変更やキャンセル・その他ご不明な点は

関大生協ライセンスカウンター
TEL 06-6368-7538
予約を取り消す
1 QRコードから予約サイトにアクセスする。
2 メールアドレス・パスワードを入力し、ログインする。
3 取り消しをクリックする。
4 OKを選択し、予約取り消しの完了です。

東洋経済「本当に役立つ就活書」
フェア

2023 年 5 月31日まで
内定をゲット！自分に合った会社を見つけよう！
！
15％OFF！

就活生のバイブル 就職四季報シリーズ

◉ 5,000社の客観的な情報を掲載
◉ 会社が求める人材とは？ 初任給・ボーナスは？
有給取得、残業、3年後離職率は？

◉ エントリー情報と採用プロセスも掲載
関西大学では毎年1500人の就活生が
購入している必携本です。
最新刊（2024年版）は2022年１1月下旬発売予定
左より： 総合版／女子版／優良・中堅企業版

全国シェア70％超！
！「会社四季報」業界地図 2023年版
◉過去最高の182業界・テーマ、
4240社掲載
◉｢メタバース｣｢NFT｣｢ESG｣｢代替食｣など

見逃せない注目業界はもちろん、既存業界

も
『会社四季報』
記者が総力でアップデート！
◉業界勢力図、
提携関係がすぐわかる
◉仕事ガイド、
平均年収・年齢、
トレンドなど
業界事情を詳しく解説、
就活に役立つ！

◀参考：自動車業界
（国内）
のページ

25％OFF！

こちらもオススメ！ 参考図書
『就活テクニック大全』

～最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める

～人気企業の「手口」を知れば、就活の悩みは９割なくなる

企業研究、
自己分析、
エントリー

30 年近く人材ビジネス業界

シ ート、
インタ ー ン、
面 接、
グ

で活躍している雇用ジャーナ

ループディスカッションなどで、

リストが、
募集から採用まで、

内定者の
「使えた！」
と面接官

人 気 企 業 の「手 口」
を全 部 公

の
「効果あり！」
だけを厳選。

開。
就活にまつわるニセ情報

だれも書かなかった
「ネットに
も載らないテクニック」
が満
載！知っておいて損はない！

3

『なぜ７割のエントリーシートは、読まずに捨てられるのか？』

をメッタ斬り。
これ以上怪しい
「ノウハウ」
に踊らされないた
めに。

生協書籍店

関 連 書 籍 の ご案内

〜2023年4月28日まで

（左のページ含め割引は組合員の方が
対象となります）

就職活動応援フェア
ナツメ社

2024最新版 史上最強
ＳＰＩ＆テストセンター超実戦問題集

20％ OFF

昨年度 SPI 本、関大生協 No.1売上！ 頻出問
題を掲載し、最速の問題解釈、メモの取り方や
計算方法など素早く確実に解ける解法を解説
しました。40分で現在の合格レベルが判定で
きる模擬テストも収録。練習問題や模擬試験
の解答が別冊になっているので答え合わせが
簡単です。直近の出題傾向を分析した最新版。



2024最新版 完全最強
ＳＰＩ＆テストセンター1700題

15％ OFF

SPI3で出題される、全分野の頻出問題を調
査しまとめあげた問題集です。非言語能力問
題を頻出順＆学 習効果 順に817問、高得点
に直 結する言 語能 力問題を561問、構 造的
把握力検査20問等を合わせ合計1700を収
載。何度も反復学習をすることで、一瞬で回
答が導きだせるようになります。

定価 1,430円（税込）

定価 1,540円（税込）



講談社（SPIノートの会）
これが本当の SPI3だ！
2024年度版

15％ OFF

これが本当の SPI3テスト
センターだ！ 2024年度版

日本でいちばん使われている就職採用テスト
SPI は、受 検 方 式 によって 違 い が あ る。本
書 では「テストセンター」「ペーパーテスト」
「Web テスティング」と主要3方式に完全対
応。2024年度版では非言語（速さ）の問題
を差し替え。 講 義 形式の丁寧な 解説で、数
学や国語から遠ざかっていた就活生でも理解
しやすい！
定価 1,650円（税込）

SPI のパソコン受検版であるテストセンター、
もっとも実施率の高い SPI として知られてい
る。SPI は受検方式により出題範囲、内容も
異なる。SPI 対策の要であるテストセンター
対 策は、出題 範囲を絞り込 んだ本 書で短 期
間で徹底対策！
定価 1,650円（税込）

これが本当の Web テストだ！①
2024年度版

※
「Webテスト」は、自宅のパソコンなどで、インターネット経由で受ける
テストで、昨今の新卒採用試験の主流になっています。

自宅受検 型の Web テストでトッ
プシェアの「 玉手 箱 」
。初 期 選 考
やインターンシップ参加選考でも
よく使 わ れ、大 手・人 気 企 業 で
も 数 多く採 用。また、「テストセ
ンター方 式の玉手箱」C-GAB に
も対応。本書で玉手箱と C-GAB
の両方の対策ができる！実施企業
増加中。
定価 各1,650円（税込）


新星出版社 20％ OFF
2024年度版 本気で内定！
SPI ＆テストセンター1200題
SPI3 のテストセンター・ペーパー試験・Web テスト
すべてに完全対応。特に多くの受験生が苦手とする
『推論』
『場合の数』では多くのタイプの問題を取り
入れています。使いやすい【別冊】解答・解説集付き。
問題数をどんどんこなしたい人向けには必携の1冊。
定価 1,540円（税込）


成美堂出版 20％ OFF

こちらの割引期間は「〜2023年1月31日まで」
となります。ご注意ください。

最新最強の
SPI
クリア問題集
’24年版

最新最強の
CAB･GAB
超速解法
’24年版

「基礎能力検査」で高得点をとっ
て、就職試験を突破するためにお
さえておきたい最良の一冊。非
言語能力問題、言語能力問題の
解き方のポイントと、性格検査の
対策ポイントやテストセンター・
WEBテスティングについての情報まで詳しく収載。集合から推論、確率、
図表の読み取りまで、頻出ジャンルをしっかり網羅。本試験感覚が養え
る別冊の模擬試験を2回分収録。取り外せる別冊解答で学習効率大幅
アップ。答えを隠せる赤シート付き。定価 1,430円（税込）

7800社を超える顧客数を抱え
る日本 SHL 社が実施している適
性 検 査、CAB・GAB・C-CAB・
C-GAB、IMAGES の 対 策 ブッ
ク。知 的 能 力 テスト の 説 明 と
問 題・解 答 ペー ジ か ら 構 成。
CAB・GAB は問題形式、問題数をできるだけ実際の検査に近くして
作成。本テストさながらの練習問題で、どれくらいの解答スピードが
要求されるのか実感できる。難易度の高い WebCAB にも対応。解答
やポイントを隠せる赤シート付き。 定価 1,430円（税込）

最新最強の
一般常識
’24年版
就職活動をする上で必要とされ
る時事問題と、一般常識問題を
収録した2部構成。時事問題は、
「政治」「国際情勢」から「スポー
ツ・芸能」など10分野、一般常
識問題は、「国語・社会」「数学・
物理化学」「英語」の3分野に分
類し、主要・頻出ジャンルを網羅。より実践的な問題を掲載し、見開
き右下に「解答と解説」、その下にチェックポイントを掲示。はずして
使える『別冊頻出直前対策 BOOK』では、重要ポイントを徹底図解。
答えが隠せる赤シート付き。
定価 1,430円（税込）

4

5

就 職コンサルタント

坂本直 文 さん

6

交通・宿泊の手配も、学内の生協で便利に、オトクに。

バス・交通機関のご案内

就職活動で東京や遠方に行かれる時は、航空券・高速バスやホテルなど皆様に合ったプランをご提案します。

航空券

お席があれば、特定便がおトク !!!

前日までに購入可

関空・伊丹

羽

田

片道

75日前割引適用で

8,310円

通常普通運賃

31,160円

より

※早割はご予約日により適用料金が変動します。
※発券手数料550円が別途かかります。

J R 限定列車プラン

お財布にやさしい

学割料金 通常期

往復

のぞみ 指定席

25,860円 が

ずらし旅日帰りプラン
新大阪
その他

19,980円

東京

名古屋

新横浜

往復

組 合員 価 格

より

他12方面のプランや

片道利用も可能な
博多

熊本

他8方面のプランもあります。

※出発前日までお申込み可能です（一部方面はご出発7営業日前までのお申込みとなります）

高速バス

リーズナブルに行くならこれっ !!! 当日も予約可

片道

得割

4,000円より

東京方面

この他の路線も多数取り扱っております！気軽にお問い合わせ下さい。
※割引価格は路線やご利用日によって異なります。

交通機関＋宿泊

プラス宿泊も一緒に手配 !!! 組み合わせ自由（バスや JR）で便利

【例】「赤い風船 東京、横浜ホテルプラン」より

大阪

ホテル1泊（シングル）

東京 往復 JR

組 合員 価 格

28,610円

より

宿泊プラン

※変更 ･ 取消の条件は商品により、異なりますので、カウンター
でご確認下さい。

全国各地の宿泊のみもお手配可能です

【例】「赤い風船 東京、横浜ホテルプラン」より

東京都内のホテル1泊（シングル）
お問い合わせは‥関大生協トラベル
7

TEL 06-6368-7546

組 合員 価 格

4,940円

より

E-mail：ku-travel@kandai.ne.jp

備えあれば、憂いなし！

就職活動用便利グッズのご紹介
就職活動の中で必要最低限と思う便利なものを揃えました。
キャリアセンター公認指定履歴書＆校章入り履歴書封筒販売中！！

（学部生用・大学院生用

それぞれ各5部入り 100 円）
（校章入り 角型2号 ホワイト封筒

4部入り 100 円）

履歴書・エントリーシート・証明写真

履歴書ペン

履歴書と証明写真は余分に常備。他社へ提出した履歴書やエン
トリーシートのコピーも持参しておきましょう。急に記入する場
合もあわてずに対応できます。印鑑も忘れずに。

☆履歴書用にお勧めペン
▲

三菱 ジェットストリームノック式ボールペン
170円 ※書き味抜群！！
ゼブラ サラサドライボールペン
130円 ※書いてすぐ触れても汚れない超速乾インクなので

▲

手帳

左ききの方にオススメ。

ぺんてる エナージェル 3色ボールペン
450 円 ※書き味最高！！ 関大生協イチオシ！

▲

セミナーや説明会などのスケジュール管理に不可欠なものです。
時間軸があるものや、記入しやすく見やすい B6版のサイズがお
薦めです。2023年度版も入荷しています。
（2022年12月から
2023年12月末まで使用できます）

本体軸に関大校章マークあり

☆封筒の宛名書きには、 サインペンを使いましょう。

かばん

Web 面接用ヘッドセット
☆ヘッドセット・マイク
Web 面接（オンライン面接、またはリモート面接）を導入す
る会社が増えています。
就職活動をしている方の中には、Web 面接を受ける予定があ
る方もいるでしょう。
会話の聴き取りにはヘッドセットやマイクがおすすめです。
今までスマホなどでお使いだったイヤホンマイクがそのまま使
える場合がありますが、Bluetooth などの無線タイプではなく、
ケーブルで繋ぐ有線タイプがおすすめです。
デスクトップパソコンなど、カメラが搭載されていないパソコ
ンをお使いの方は、Web カメラも準備しましょう。

5,000円前 後 の A4 サイズの書 類が入
る大きさのシンプルなビジネスバックが
売れ筋です。説明会やセミナーなどで床
に置くことが多いので、そのまま置ける
マチの少しあるタイプがお勧めです。

あったら便利！
☆モバイルバッテリー 
就 活をしていると案 外困るのが、スマホの電
池の持ちです。そんなスマホの電 池が外出先
でなくなったら一大事！ 電車の時刻表や面接
会 場の地図を確認するなど、慣れないオフィ
ス街の移動で慌てないためにも、できるだけ

コンパクトで大容量のモバイルバッテリー
を常備しておくことをお勧めします。


☆ボイスレコーダー 
企業 説明会や就 活イベントの講 義などは情
報量が多く、一度聞いただけで全てを理解す
ることはできません。そういった時に役立つ
のがボイスレコーダー。説明会ぐらいの時間
であればまるまる録音出来るので、メモをし
そびれた時のためにも録音してしまいましょう。

名刺作成のご案内
就活ツールの1つに名刺…
（1,320 円より）
関大生協が承ります。

就活名刺

OB・OG 訪問。セミナー時での他学生との情報交換。
就職活動でも名刺の活躍の場が増えています。
就職活動をサポートする関大生協では大学公認の名刺を提供します。
ご注文、ご相談などは

関西大学生活協同組合

< 千里山キャンパス > 凜風館３階 ライセンスカウンター TEL06-6368-7538
< 高 槻 キ ャ ン パ ス > 厚生棟２階 購買カウンター
TEL072-699-0275
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運転免許を検討中のみなさまへ

例年、1月～3月は、
繁忙期で大変混みあっております。
免許取得をお考えの方は、余裕を
持って通学、お申し込みをされる
ことをお勧め致します。
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運転免許
（通学制・合宿制）
まずはお気軽にご相談ください！
https://www.kandai.ne.jp/license/license.html

兵庫県公安委員会
指定自動車教習所

年末年始の一例 普通自動車AT
12月15日(木)入所 → 12月27日(火)卒業予定
12月17日(土)入所 → 12月29日(木)卒業予定
12月20日(火)入所 → 1月6日(金)卒業予定
12月22日(木)入所 → 1月8日(日)卒業予定

冬休み
年末年始＆

*12/30～1/3は一時帰宅(宿泊不可)
他にもいろいろなプランを用意しております。
尚、卒業予定日は決定したものではありません。

春休み

合宿免許

合宿の一時帰宅プランも!!
まずはお気軽に
関大生協web問い合わせからも
ご相談ください!

お問い合わせ・お申し込みは関西大学生活協同組合まで
空室状況のお問い合わせもO.K!
06-6368-7566 ku-lc@kandai.ne.jp

教習所のお申し込みは関大生協まで。TEL. 06-6368-7566
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TOEIC®L&R 公開テスト 受験申込のご案内
試験実施日に関西大学に在籍している学生（大学院生を含む）に限り、
団体申込が可能です。
生協で団体申込のバウチャーを販売します。
受験申込（バウチャー申込）は、バウチャー購入後、各自、インター
ネットで行ってください。

団体
申込

関大生協組合員
組合員以外

バウチャー料金

第314回 TOEIC®L&R 公開テスト

7,200円（消費税込み）
7,810円（消費税込み）

第315回 TOEIC®L&R 公開テスト

試験実施日

試験実施日

バウチャー販売期間

バウチャー販売期間

2023年 2月26日（日）午前

2023年 2月26日（日）午後

2022年12月15日
（木）
～1月16日
（月）

2022年12月15日
（木）
～1月16日
（月）

バウチャー申込期間

バウチャー申込期間

2022年12月19日
（月）
10：00～
（火）
15：00
1月17日

2022年12月19日
（月）
10：00～
（火）
15：00
1月17日

※スケジュールは変更されることがあります。直前の資料でご確認ください。

東京アカデミー公務員試験

ᵐᵎᵐᵑ年ᵓ月より開講予定

面接試験対策講座〈個別面接指導〉
国家公務員・地方上級・市役所・警察官・消防官試験受験者対象

高まる人物重視の傾向
1次試験に課される筆記試験に合格しても、2次試験以降の面
接試験で半分程度まで落とす試験も珍しくありません。
面接試験で不合格になる要因で最も多いのが、「受験先に
合わせた対策ができていない方」です。

＜令和4年 主な試験結果＞
試験名

１次合格者数 最終合格者数

1次～最終
突破率

大阪府行政（大卒程度）

562名

147名

26.2%

京都市行政（一般方式）

250名

92名

36.8%

神戸市総合事務（一般枠）

250名

51名

20.4%

堺市事務（大卒程度）

143名

44名

30.7%

模擬面接を実施した後、講師および専門スタッフが講評を
行います。
本番の面接試験までに指導いたします。

こんな方にオススメ！
・面接の練習をする機会が少ない方
・第一印象や質問の回答を客観的に
チェックしてほしい方
・志望動機や自己PRが受験先に合っ
ているか分からない方

※詳細が決まり次第発表します。東京アカデミーホームページ（https://www.tokyo-ac.jp）、関西大学生協ライセンスカウンターにてご確認ください。

お問い合わせ・お申し込みは

関西大学生活協同組合

< 千里山キャンパス > 凜風館3階 ライセンスカウンター TEL. 06-6368-7566
< 高 槻 キ ャ ン パ ス > 厚生棟2階 購買カウンター
TEL. 072-699-0275

