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OCU インフォメーション

　2016年3月卒業予定者より採用広報活動時期が変更
となります。3ヶ月繰り下げの2015年3月から開始となり、学
業や部活等学生生活に専念する時間が取れるようにな
る一方で、採用選考の期間が短縮されることから、面接
が始まってから内定まで“スピード勝負”になることが想
定されます。
　また、スケジュールや選考時期は、各業界・各社により
異なることが予想され、本格的なスタートに備えて、遅くと
も採用広報開始までには、採用選考に必要な準備が不
可欠になります。

採用広報活動の開始時期が変更に！
いよいよ3月から
採用広報活動スタート！！

　学内企業セミナーは、学生に対し業界動向や求める人材ニーズとその育
成プログラム等について、企業や官公庁の人事ご担当者様にお越しいた
だき、直接ご教示いただこうというものです。また、採用における広報活動の
場として、今年度は約500社が参加します。
　学生が一日で複数の企業のブースを回ることができるよう、開催時間は
12時～17時と設定しています。

【学内企業セミナー】を開催します!!
3/2～4/27までの28日間で、約500社が高原記念館に大集結!

※参加企業・詳細等は、HPをご覧ください。
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/education/career_support/jobhunt/guide/guide_h26

　平成26年12月より、大阪市立大学公式Facebookがオープンし
ました。学内で開催されるイベントから普段のちょっとした出来事
まで、多種多様な情報を掲載しています。ぜひご覧ください！

はじめましたはじめました！
「Facebook」

フェイスブック

就職支援情報

就職支援室では、企業セミナーなどの就職支援に関するイベントの企画・運営や就職ガイダンス
の実施、個別指導(進路・就職相談、履歴書・ES添削、面接練習等)、求人票・インターンシップ情報
の提供、就職関連図書の貸出等を行っています。就職活動に関しての疑問や悩み事などがあれ
ば、一度、学生サポートセンター１階の就職支援室までお越しください。支援室の職員が学生一
人ひとりの成長を見据えたアドバイスやサポートをさせていただきます。

就職支援室では、企業セミナーなどの就職支援に関するイベントの企画・運営や就職ガイダンス
の実施、個別指導(進路・就職相談、履歴書・ES添削、面接練習等)、求人票・インターンシップ情報
の提供、就職関連図書の貸出等を行っています。就職活動に関しての疑問や悩み事などがあれ
ば、一度、学生サポートセンター１階の就職支援室までお越しください。支援室の職員が学生一
人ひとりの成長を見据えたアドバイスやサポートをさせていただきます。

就職支援室 倉家祥子係長
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三大学学生
研究討論会

OCUインフォメーションO●P10 OCUイO●P100
夢基金だより
就職支援情報

OCU NEWS BOXO●P3 OCU NEWS BOXO●P33
NBI内視鏡による早期食道がんの発見
摘出困難な脳腫瘍に対する治療効果判定における新たな評価方法を確立
オープンナガヤ大阪2014を開催！
ほか

平成26年度大阪市立大学顕彰式典・第13回ホームカミングデーを開催！
2014中国国際工業博覧会高校展区への出展・上海ホームカミングデーを開催！
ジャカルタ支部同窓会を開催・「JAPAN OSAKA 留学フェア IN インドネシア」に参加！
ほか

6年度大阪市立大学
大学トピックス

平成26成26
大大●P5

@ Campus 【アットキャンパス】@●P8 @ Campuss 【アットキャンパス】@●P88
「サポニワ」がオープンしました！
「感染症災害訓練」を実施！
ボート部が全国大会で銅メダルを獲得！！
市大生プロボクサー誕生！ そしてデビュー戦勝利！！
ほか

●P1 特集
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