テーマB）

ढ़ǨȧȌȊȼǹ
ƫƱƼफӡƯǡ
࢝ढ़࠘ѺॉපȀȂȏȩǄԷຬ
●「OKATANお仕事ナビ」使い方紹介
● キャリアカウンセラーからの言葉
● 学生の声・卒業生の声
● 取組のスケジュール
● 取組

Picture Gallery

取組報告書

平成21〜22年度 文部科学省
「大学教育・学生支援推進事業」
（学生支援推進プログラム

OKATANお仕事ナビ（携帯版）

登録

使い方紹介

マイページに情報を登録
学生はQRコードでシステムに入ることができる。ログインするとマイページが携帯電話の画面に
表示される。ここに情報（プロフィール・希望求人条件）を登録することで、ぴったりな求人情報
が送られてくる。

ココをクリック！

ココから登録！

プロフィールの登録

希望求人条件の登録

ここでは自分のプロフィールを登録する。

ここでは自分の希望する求人条件を登録する。

自分に合った最新の求人情報を確実に受け取るために

希望職種や地域情報、進路支援課スタッフへの希望を

も、正しい情報を登録しておく。

第1希望から第3希望まで登録できる。

を
最新情報
登 録！

迄
最 大 3つ
登 録！

メールがいらなくなったら？
就職が決まるなど、メールが
必要なくなったら、ここから
メールをストップできる。

PICK UP

情報登録後に送られてきた求人情報メールは、
マイページでも確認できる。
ただし、募集が終わってしまった求人情報は表示されなくなる。

チェック

メール・マイページから情報をチェック
プロフィール、希望求人条件の登録が終わると、短大に送られてきた求人情報が登録されたメー
ルアドレスに送られる。
求人票の細部や先輩達の情報を知りたい場合は、パソコンでマイページをチェック！

携帯から
チェックできる！

求人票の詳細は携帯でも閲覧できる。

ココをクリック！
詳細をチェック！

パソコン版と携帯版の違い
パソコンと携帯でできること
「OKATANお仕事ナビ」はパソコンと携帯でできることが違う。
つまり、手軽にいつでも扱える携帯にぴったりな機能と、じっくり使うパソコンにぴったりな機能
がある。携帯だけではできないこともあるが、必要なときは進路支援課の「OKATANお仕事ナ
ビ」用のパソコンを利用できる。普段は携帯で情報を集め、ここぞというときにパソコンを使って
就職活動を円滑に進めることができる。

No

機能

パ ソコン

携帯電話

内容

1

ログイン

○

○

システムログイン機能。

2

マイページ

○

○

マイページ機能。

3

情報登録メニュー

○

○

プロフィール、第1〜3希望を登録するメニュー。

4

プロフィール登録

○

○

プロフィールを登録する機能。

5

第1〜3希望求人条件登録

○

○

希望求人条件を登録する機能。

6

マッチング情報

○

○

マッチングメール受信機能とログリスト表示機能。

7

求人票詳細

○

○

テキスト情報を閲覧する画面。

8

求人票・体験記閲覧

○

×

アップロードされた求人票・体験記PDFを閲覧する機能。

9

求人票検索

○

×

求人票を検索する機能。

全エリア情報

○

×

第1〜第3の希望求人条件を元に全国検索する機能。

10

キャリアカウンセラーからの声
オカタンは

どこでも

どんな時でも

学生一人ひとりと向き合うことを大切にして

そばにある
キャリアカウンセラー

山田

千穂子

就職活動は「自分探しの旅」です。どのような仕事がしたいか、どのように生きていきたいか、何が幸せと感じるかは人それぞれであり、自分
にしか分かりません。就職活動を通して自己分析し、自分らしい生き方を見つけていっていただきたい。私は、キャリアカウンセラーとして「学
生一人ひとりとじっくり向き合うこと」
をモットーに学生支援に取り組んでいます。この旅では目的地（就職先）は自分で決めなくてはなりませ
ん。学生達が自ら考え、
行動し、
行き先を自分で選び取って行くためのお手伝いをすることが私の役目です。
「就活のための女子力アップ講座」では、第一印象の重要性を理解し、良い印象を与えるための表現力を高めていきました。基本的なマナー
について「知っている」から「できる・伝わる」に改善し、就職活動だけでなく、日常生活においても魅力的な女性となるため楽しんで受講して
いたようです。
「履歴書・エントリーシート作成指導」では、一人一人の状況に合わせて、
「頑張った事シート」
「なぜなぜシート」等各種シートを用いて自己分
析を深めています。これまでの体験から強み・弱みを確認するとともに、社会人基礎力やコンピテンシーに照らし合わせ、潜在能力や可能性も引き出しつつ、能力を明確にし
ています。その力を社会に出てどう生かしていくか、共に考えています。過去の体験から何を得ているかが見つからない場合には、一緒に探し出し、小さな成功体験から自
己効力感を高めています。朝9時半から18時半まで一緒に考えたりすることもありました。カウンセラーに確認する事で自信を持って、前向きに取り組んでいける様です。
キャリアに関してのカウンセリングと同時に、メンタル面でのカウンセリングも実施しています。就職活動に疲れ、精神面で弱くなってしまっている場合も多くあります。
また、自己分析をしていく中で、心の奥にしまっていた出来事に触れ、メンタル不全に陥ってしまうこともあります。カウンセリングを通して自信を取り戻し、学生に笑顔が
戻ってきます。
カウンセリングでは、
共に泣きつつ、
前向きに生きる意欲を取り戻して行く姿に感動しています。
常に学生達の心のオアシスになれればと願っています。
今後も学生達 一人ひとりにしっかりと向き合い、
サポートしていきたいと存じます。

学生の笑顔のために

キャリアカウンセラー

勝田

みな

「受かりました」と、満面の笑顔で、部屋に飛び込んでくる学生。この笑顔のために、学生とともに頑張り、精一杯、支援させていただきました。
応募書類作成に苦労している学生には、カウンセリングの中で、質問を丁寧に繰り返しながら、学生自身が自分の良さを見つけ出すように
してきました。
また、
気持ちの整理がつかない学生には、時間を惜しまずじっくりと話を聴き、
心に寄り添ってきました。
さらに、担当させていただいた幼児教育学科の講座では、楽しく明るい雰囲気の中で、学生が園児と同様の目線を持てるような展開を工夫
しました。そして、社会人としてのマナーも伝えました。
どれもこれも学生の笑顔が見たい一心で支援させていただき、本当に、
充実した日々を過ごさせていただきました。
岡崎女子短期大学の教職員の方々、特に、進路支援課の先生方、そして、学生の皆さんとの出会いに感謝いたします。ありがとうございました。

学生の声
不安な私たちの背中をぐっと押してくれる

幼児教育学科第一部 2年

大須賀

智香子

岡短の進路支援課には大変お世話になり、
感謝の気持ちでいっぱいです。
就職活動に対して最初はほとんど知識がなかったのですが、大学での進路ガイダンスで今何をすべきかを知ったり、もっと就職活動に身
を入れなければと危機感を持ったりすることができました。辛いときもありましたが、仲間の頑張っている姿や、友達や親、先生方の励ましの
言葉で乗り越え、無事行きたかった園に就職が決まり、
とても嬉しかったです。
不安な私たちの背中をぐっと押してくれる、オカタンの進路支援体制のおかげで、前向きに就職活動に臨むことができました。

準備したことが結果に繋がる

幼児教育学科第三部 3年

村田

紋美

先生にたくさん励ましていただき、
無事内定をいただき、
本当に感謝しています。
夏休みに毎日面接をして頂いたことが結果に繋がりました。私が受験する新城市以外の学生さんとも集団討論、集団面接の練習ができ、
と
ても力になったと思います。
また、７月の試験直前には教養講座や専門講座、ピアノ実技講座を受講できました。先生方が学生を思っていてくれることがわかり、不安
な就職試験も乗り切ることができました。進路支援課の先生や他の多くの先生にいろいろ相談にのってもらい、とても安心して就職活動が
できました。

表現することの難しさを痛感

経営実務科 １年

土井

由起子

私は就職活動をするなかで、キャリアカウンセラーの先生に指導していただいています。はじめは履歴書やエントリーシートの書き方がほ
とんど分からず、自己分析の仕方から教えていただきました。また、面接練習を何度もしてくださり、相手が話しているときの反応や、自分の
話し方について徹底的に教えていただいています。表面的な言葉で話していると、質問された時に困ってしまいます。自分の言葉で表現する
ことの大切さを痛感しました。
このような面接指導によって、自分に自信を持って面接試験に臨むことができると思います。

卒業生の声
岡短の卒業生でよかった

平成18年度卒

幼児教育学科第一部

卒業生

卒業生にとってこのようなシステムができたことは、
とても嬉しいことです。卒業してからも支援して頂けることをありがたく思います。
実際に希望を登録しましたが、
パソコンではあまり利用していませんでした。
しかし、進路支援課からたびたびメールで連絡を頂き、保育園の求人の情報を頂いたり、
相談にのって頂いたりと、
とてもありがたかったです。
いつも親身に相談にのって頂きありがとうございます。
岡短の卒業生でよかったなと思います。

心強いサポート

平成21年度卒

幼児教育学科第三部

卒業生

いつも就職情報を頂きありがとうございます。
仕事をしながら求人情報を探すのは、なかなか難しいです。オカタンの就職支援情報システムからの求人情報は、普段就職活動ができない私にはとても助かりました。
母校からのサポートは、本当に心強かったです。
これからもぜひこの「OKATANお仕事ナビ」の継続を願います！！

再就職ができました

平成20年度卒

人間福祉学科

卒業生

前の職場を自己都合で退職しました。そんなときに、仕事を探すのに何から手をつけたらよいか分からず、岡短の先生に相談し、この「OKATANお仕事ナビ」のシステム
を知りました。
学生時代からの私の性格を考慮し、今の職場を紹介して頂き、就職することができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

取組のスケジュール
４ 進路支援課・進路支援委員会による学生支援推進プログラムの取組体制発足
５
６
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８
９
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１１ 有効なシステムの設計と導入
１２ 過去の求人整理・登録
１
２ 就職支援情報システムのマニュアル、活用の手引き作成
3

卒業生への案内
学生へのガイダンスの実施
進路希望登録開始

中間報告会、評価委員会開催

４ 新規求人情報の登録

SPI対策講座

５
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７

教養講座

実技（ピアノ）講座
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９
22 １０

SPI対策講座

１１ システムの改良

キャリアカウンセラー配置

１２

意見交換会【東海・北陸地区】事例紹介

キャリアカウンセラーによる女子力UP講座

１

大学教育改革プログラム合同フォーラム
ポスター展示会出展

個別面談の集中実施

２
３

報告書の作成 報告会・評価委員会実施

取 組 Picture Gallery
就職支援情報システム「OKATANお仕事ナビ」の活用紹介

オカタン生だけの
情報がうれしい
まず「OKATANお仕事ナビ」に学
生のプロフィールや希望の仕事
を登録します。
携帯電話でも利用できるシンプ
ルで使いやすいシステムで、本学
の学生のために特別に開発した
オカタン独自のシステムです。

先輩による就活セミナー

先輩の話は生の声！
真剣に聞きます
就職が決定した学生が、後輩の
学生に対して就職活動の体験を
紹介する就活セミナーを実施。
学生による情報提供や相談は非
常に効果的であり、学生たちの
熱気が感じられる行事となった。

キャリアカウンセラーによる女子力UP講座
小グループで講座を実施。
社会人としての基礎的なマナー
を、学生一人ひとりが体験しなが
ら学んだ。

実技
（ピアノ）
講座

ピアノ好きに
なっちゃった
保育系の学生から特に要望のあ
るピアノ実技対策講座を実施。
「努力するのが楽しかった」とい
う学生の声もあった。

教養講座 SPI対策講座
就職対策月間を設け、学生の基
礎的な資質の向上を図った。
学生の希望職種に合致した内容
の講座を開講し、採用試験対策
として実施した。

これをやっておけば
大丈夫です。

キャリアカウンセラーによる個別相談
未内定の学生に対して丁寧に相
談を行う。また、これから採用試
験を受験する学生にきめ細やか
な模擬面接を実施。

良いところも
悪いところも
ちゃんとみてくれる
だから たのもしい！

平成22年度大学教育改革プログラム合同フォーラム

ポスター展示会出展
GPとしての成果を全国に発信。
他 大 学との 情 報 交 換を通じて
さらにこの取 組の 活 性 化を目
指す。

取組報告会、
評価委員会
学外から３名の委員をお願いし、
5名の評価委員による評価委員
会を開催した。

事例紹介
「新たな社会的ニーズに対応した
学生 支 援プログラム」
「大学教
育・学生支援推進事業」学生／
就職支援推進プログラム意見交
換会【東海・北陸地区】 短期大
学としては１校のみであったが、
事例紹介を行った。多くの貴重
なご意見を頂くことができた。
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