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特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪
〒530-0001　大阪市北区梅田1-2-2-400　大阪駅前第2ビル4階　キャンパスポート大阪
［ T E L  ］06-6344-9560
［ MAIL ］career★conso-osaka.jp （★を＠に変えてください）
［ URL  ］https://www.consortium-osaka.gr.jp/

大学コンソーシアム大阪

詳細は
いますぐ検索！

　本プログラムは、大阪府が実施する「持続可能な大阪の成長を支えるダイバーシティ推進事業」と協働し実施しています

■出願資格：大学コンソーシアム大阪会員大学の学生、系列の短期大学生、大学院生および留学生※
　　　　　　　※研修の受講や企業・団体での実習に支障がない程度の日本語能力を有すること

■参 加 費：無料（ただし、実習の際の交通費やオンライン実習に伴う通信費、食事代等は自己負担）

スケジュール（予定）

●実習参加には事前研修、事後研修への出席が必須となります。自身のスケジュール（試験、アルバイト等）と重複しないよう十分確認
のうえ、出願してください。

※実施方法（対面・オンライン）は改めてお知らせします。

プログラムの詳細は、
必ず大学コンソーシアム大阪ホームページで確認してください！

会員大学：大阪大学／大阪教育大学／大阪公立大学／藍野大学／追手門学院大学／大阪青山大学／大阪医科薬科大学／
大阪音楽大学／大阪学院大学／大阪観光大学／大阪経済大学／大阪経済法科大学／大阪工業大学／大阪国際大学／
大阪産業大学／大阪樟蔭女子大学／大阪商業大学／大阪女学院大学／大阪信愛学院大学／大阪成蹊大学／
大阪総合保育大学／大阪体育大学／大阪電気通信大学／大阪人間科学大学／大阪保健医療大学／大手前大学／関西大学／
関西福祉科学大学／近畿大学／四條畷学園大学／四天王寺大学／摂南大学／千里金蘭大学／相愛大学／宝塚大学／
梅花女子大学／阪南大学／東大阪大学／森ノ宮医療大学

2023

出願方法とスケジュール

出願方法

HPで気になる企業・団体を
チェック

受入要件や実習内容、期間や
実習地など詳細をよく確認の
うえ志望先を選んでください。
※第3志望まで出願可
※受入先企業・団体の情報は4月下
旬より順次公開予定

出願期間：5月10日（水）～26日（金）
※Web登録は5月25日（木）17：00まで

1 2 出願票を作成・大学窓口に
提出

HP内の出願票作成ページにて、必要事
項と写真をWeb登録
⇒印刷して、在籍大学の担当窓口に提出

受入先情報や
出願票

作成ページは
こちらから

「働く」がわか
る

就業体験型プ
ログラムに

参加しよう！

世
界
が
広
が
る
！

変
わ
る
自
分
を

実
感
で
き
る
！

（旧 就業体験型インターンシップ）

この
夏、未来をつかもう！

就業体験型プログラム

参加者募集
この
夏、未来をつかもう！

1　 出願期間 5月10日（水）～26日（金）

2　 出願締切 5月26日（金） Web登録は5月25日（木）17：00まで

3　 面接・選考 6月4日（日） グループ面接（10：00～18：00で指定された時間）

4　 選考結果通知 ～6月15日（木）

5　 実習日程調整 6月21日（水）～29日（木）　実習先に連絡のうえ、日程調整を行ってください

6　 事前研修※ 7月2日（日）★出席必須　 　  ビジネスマナー・コミュニケーショントレーニング／
    　　　　　　  リスクマネジメント・企業理解／先輩体験談／
    　　　　　　  ケーススタディ・目標設定　等

7　 実習　　　　　　 8月上旬～9月中旬             1～2週間（実働5～10日間）程度
    　　　　　　 　（企業・団体によって異なります）

8　 事後研修※　　　 10月1日（日）★出席必須       グループワーク・発表／受入企業講演／
     　　      情報交換・交流　等

出願締切は大学により異なる場合があります

学内締切日は 0 月00 日です



5月10日（水）18：00～19：30
オンライン（ZOOM）

プログラム説明・先輩たちの体験談・質疑応答など

プログラムにつ
いてもっと知りた

い！

大学コンソーシアム大阪の就業体験型プログラムの特長は？

Q.就業体験型プログラムってどんなん？

先輩の体験談

実習内容の満足度 研修の満足度

事前研修

99％が
満足！

コンソ大阪
ならではの
充実した
研修！

2022年度　実習生アンケートより

就業体験型プログラム説明会

申し込みは
こちらから

●ビジネスマナー・
　コミュニケーショントレーニング
●リスクマネジメント・企業理解
●先輩体験談
●ケーススタディ・目標設定　等

満足・ほぼ満足 
99.1% 満足・ほぼ満足 

100%
満足・ほぼ満足 
91.5%

※申込締切：5月8日（月）

日　時

場　所

内　容

コンソ大阪の就業体験型プログラムとは？
コンソ大阪の就業体験型プログラムでは、夏休みを中心に1～2週間(実働5～10日間)程度の就業
体験を行います。内容は、企業や官公庁、各種団体等における管理、総務、営業、企画、製造などさま
ざまあり、学生の皆さんが体験を通して学びを深め、成長するための支援を行っています。就職活動を
はじめる前の1-2年生にもおすすめです！

※上記の研修内容は予定です。

受入先は地元に根差した特色
ある企業や公的機関が充実！
※受入企業・団体により、対面実習のほ
か、オンラインによる実習を行う場合が
あります。

バラエティに富んだ
受入先で実社会が
しっかり体験できる

大阪の様 な々大学から実習生が
集うので、事前研修や事後研修
では学部・学年・専門領域など
を超えたメンバーとの交流や情
報交換ができます！

他大学の学生と
交流や情報交換が

できる！
充実の事前研修で会員大学の
教職員コーディネーターがみなさ
んをしっかりサポート。安心感と
自信を持って実習に臨めます！
実習終了後は事後研修で体験
を共有し、振り返りを行います。

大学コンソーシアム
大阪による万全の
サポート！

n=106

n=130
事後研修

n=106

参加してどうだった？ 先輩たちの声！

●実践に近い内容を学ぶことができた
●将来なりたい社会人像が具体化した
●自分の適性や弱点を知ることができた
●大変なこともあったが、達成感を得られた

●先輩の体験談を聞いてイメージが鮮明になった
●マナーの意味を企業側の視点から考えることができた
●進路や専攻が違う他大学の学生と交流できたのがよかった
●体験をアウトプットして経験に変えることができた

説明会に参加して、先輩にわからないこと聞いちゃおう！

特 長 特 長 特 長

事前
研修 実習で何を学ぶ？目指すゴールを設定！

●グループワーク・発表
●受入企業講演
●情報交換・交流　等

事後
研修

実習の成果を今後にどう生かす？
体験をシェアして考えよう！

就職活動や社会に出る時に必
要なことを学び、自分がこれか
ら伸ばしていかなければならな
いことが理解でき、就職に対す
る意識が強くなりました。また、
実習後半の経験から、仕事の喜
びや達成感を感じ、自分に自信
がつきました。

参加することで自分に足りな
いことが分かったり、就職活動
に対する考えが変わったりしま
す。是非、参加してみてくださ
い。

Q1. Q2.
実習中はどんな仕事を体験した？

実習を終えて、
どんな変化があった？

前半は、事業や仕事の内容等について講
義を受けました。４日目には集客をテーマ
としたグループディスカッションと発表、５・
６日目にはイベントの設営・準備から片付
けまで、主にスタッフとして一連の流れに
参加しました。最終日にはホールで行なう
催し物の企画を考えて発表し、フィードバッ
クをいただきました。

大阪市立大学　
岡田 侑里香さん

四天王寺大学　
中村 華梨さん

大阪女学院大学　
植森 遥菜さん

より一層臨機応変に対応できるよ
うになったと感じています。実習を
終えてから、アルバイト先で想定
できない出来事があった時に、自
分ができる事を冷静にすぐ判断し
て行動することができました。以前
は優柔不断な私でしたが、判断
力が鍛えられたと感じています。

迷っているのであれば、絶対
参加するべきだと思います。ア
ルバイトでは学べないことも
多くあったので、少しでも興味
があれば、自分の経験として
チャレンジしてみてください。

企業説明の後、初日から店舗に配属されまし
た。商談に同席したり、納車式に参加し、花
束を渡す係を務めたり、お客様と接する機会
が沢山ありました。あらゆる年齢層の方 と々コ
ミュニケーションを取れたので、貴重な経験
になりました。社員の方々から「何事にも、積
極的で真面目に取り組むね。」と高い評価を
いただいたので、とても嬉しかったです。

社会人になるという自覚がより
強くなったように思います。いつ
までも学生の気分ではなく、これ
からは社会に出て働くのだとい
うことを意識するようになりまし
た。

就職活動を始めるよい一歩に
なると思います！参加すること
で自分の知らなかった部分に
も気づけるのではないでしょう
か。

全日程オンライン実施だったので、仕事を
体験するというよりは、社会人としての基礎
知識をつけること、グループディスカッション
に慣れるということが目的でした。実際に企
業の方から課題を出されて、それをグループ
で議論して課題を解決するグループワーク
はオンラインだったこともあり難しかったで
すが、とても貴重な体験になりました。

［実習先］豊中市立文化芸術センター

［実習先］奈良トヨタ株式会社

［実習先］株式会社カースキャリアセンター

Q3.
これから参加を考えている
学生へのひとことアドバイス

［申込フォーム］

Future


