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➀ 2017年度～2021年度までのご支援
事業項目 2017 2018 2019 2020 2021

１.教学整備充実
教育事業支援

5,963,322円 3,475,062円 5,314,046円 1,510,869円 1,659,948円

２.課外活動支援 4,739,373円 9,976,635円 5,174,240円 1,650,785円 2,380,590円

３.就職活動
ｷｬﾘｱ教育支援

1,678,100円 1,372,700円 1,698,865円 1,427,900円 3,487,600円

４.国際交流
活動支援

978,920円 1,110,910円 0円 0円 924,000円

５.福利厚生援助 10,344,600円18,283,303円 13,104,450円 12,636,000円 14,112,250円

６.卒業記念
事業補助

4,453,010円 4,403,303円 552,144円 3,029,950円 5,439,975円

７.特別費 0円 0円 1,736,840円 3,801,010円 5,988,988円

合計 28,157,325円38,621,913円 27,580,585円 24,056,514円 33,993,351円



➀ 2017年度
１．教学整備充実・教育事業への支援

（１）図書館条件のへの（学生用）図書の寄贈

（２）海外派遣学生（本学学生）への渡航費補助

（３）学長表彰に伴う報奨制度

（４）プロジェクションマッピング実施支援補助

２．課外活動に対する支援

（１）優良団体への補助（サッカー・空手・スピー
ドスケート・トランポリン）

（２）学外施設利用補助

（３）全国大会・世界大会出場補助（サッカー・空
手・ウエイトトレーニング・スピードスケート・
トランポリン）

（４）合宿補助（MANGAイラスト創作・映画・硬式
テニス・サッカー・ダンス・ラモステ・準硬式
野球）

（５）大学祭補助・ダンス部及びチアリーディング
部等が利用するフィルムミラーの寄贈

３．就職活動・キャリア教育への支援

（１）筆記試験対策模擬試験の受験料補助

（２）長奨励賞の報奨金補助

４．国際交流活動への支援

（１）留学生と日本人学生の日帰り交流旅行の
費用補助

５．福利厚生に関する援助

（１）学資支弁者の死亡等による就学困難者へ
の援助

（２）奨学金制度（学部成績優秀者奨学金給付
年額400,000円）

（３）クラブ奨学金（給付額 年額200,000円）

６．卒業記念事業補助

（１）卒業懇親会・記念品の補助



➀ 2018年度１．教学条件の整備充実、教育事業への支援

（１）図書館（学生用）図書の寄贈

（２）海外派遣学生（本学学生）渡航費補助

（３）模擬国連参加費補助

（４）学長表彰に伴う報奨制度

（５）はぴなん弁当プロジェクト

２．課外活動に対する支援

（１）優良団体補助（サッカー・空手・スピードスケー
ト・トランポリン）

（２）学外施設利用補助（スピードスケート・フォーク
ソング・軽音楽）

（３）全国大会・世界大会出場諸経費補助（サッ
カー・空手・スピードスケート・リーダー養成講座）

（４）合宿補助（サッカー・ダンス・フォークソング・準
硬式野球）

（５）新入生歓迎イベント補助

（６）大学祭補助

３．就職活動・キャリア教育への支援

（１）筆記試験対策模擬試験の受験料補助

（２）学長奨励賞の報奨金補助

４．国際交流活動への支援

（１）留学生と日本人学生の日帰り交流旅行の
費用補助

５．福利厚生に関する援助

（１）学資支弁者の死亡等による就学困難者へ
の援助

（２）学部成績優秀者奨励奨学金給付額年額
400,000円

（３）クラブ奨学金 給付額 年額200,000円

６．卒業記念事業補助

（１）卒業懇親会・記念品の補助

（２）卒業懇親会費用補助



➀ 2019年度１．教学条件の整備充実、教育事業への支援

（１）図書館への（学生用）図書寄贈

（２）海外派遣学生への渡航費

（３）模擬英語国連参加費補助

（４）学長表彰に伴う報奨制度

（５）はぴなん弁当企画

２．課外活動に対する支援

（１）優良団体への補助（空手・スピードスケート）

（２）学外施設利用補助（スピードスケート・フォークソング・
軽音楽・ダンス部）

（３）リーダー養成講座

（４）合宿補助（サッカー・硬式野球・バスケットボール・フォー
クソング・陸上競技・ダンス・チアリーディング・スピードス
ケート・準硬式野球・自動車・硬式テニス・軟式野球）

（５）新入生歓迎イベント補助

（６）大学祭への補助

（７）特別費全国大会・世界大会出場に伴う諸経費補助
（トランポリン・スピードスケート）

３．就職活動・キャリア教育への支援

（１）筆記試験対策模擬試験の受験料

（２）学長奨励賞の報奨金補助

４．福利厚生に関する援助

（１）学資支弁者死亡等による就学困難者援助

（２）学部成績優秀者奨励奨学金年額400,000円

（３）クラブ奨学金年額200,000円

（３）学研災通学特約の加入費補助

５．卒業記念事業補助

（１）卒業懇親会・記念品の補助

※➀2019年度卒業懇親会は新型コロナ対策のた
め中止⇒キャンセル料後援会から補助

➁卒業記念品メールオーダーの印鑑を贈呈



➀ 2020年度

２．教学条件の整備充実・教育事業への支援

（１）図書館への（学生用）図書の寄贈

（２）学長表彰に伴う報奨金補助

３．課外活動に対する支援

（１）優良団体への補助（空手・スピードスケー
ト・トランポリン）

（２）学外施設利用補助（スピードスケート）

４．就職活動・キャリア教育への支援

（１）就職試験対策受講料学生負担分の補助

（２）資格取得者への報奨金補助

５．福利厚生に関する援助

（１）学資支弁者の死亡による就学困難者へ
の援助

（２）学部成績優秀者奨励奨学金給付額

年額400,000円

（３）クラブ奨学金給付額 年額200,000円

（３）学研災通学特約の加入費補助

６．卒業記念事業補助

７．特別費

（１）全国大会出場等経費の補助（サッカー・
空手・スピードスケート）

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止対策に
関する補助



➀ 2021年度１．教学条件の整備充実・教育事業への支援

（１）図書館への（学生用）図書の寄贈

（２）学長表彰に伴う報奨金補助

２．課外活動に対する支援

（１）優良団体への補助(サッカー・スピードスケー
ト・トランポリン)  

（２）学外施設利用補助(サッカー・スピードスケート)

（３）法学研究会活動への補助

（４）リーダー養成講座に対する補助

（５）ダンス部ユニフォーム作成費用補助

３．就職活動・キャリア教育への支援

（１）筆記試験対策模擬試験の受験料補助

（２）資格取得者報奨金の補助

（３）就職活動支援事業・キャリア教育事業に関
する補助（テレキューブ設置への補助）

４．福利厚生に関する援助

（１）就学困難者への援助

（２）学部成績優秀者奨励奨学金

給付額 年額400,000円

（３）クラブ奨学金給付額 年額200,000円

（４）学研災通学特約の加入費補助

７．卒業記念事業補助

（１）卒業記念品の補助

８．特別費

（１）全国大会出場等経費の補助（サッカー・ス
ピードスケート・ウエイトトレーニング・空手）

９．その他

（１）新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関
する補助拡充（準硬式・フォークソング・軽音
楽部・、吹奏楽）



➁ キャリアセンター2021年度
ご支援報告

◎テレキューブ

稼働率：



➂ 2021年度（2022年3月）卒業学生の就職報告

上場企業及び優良企業内定獲得に向けて
全20プログラムの提供実施

2021年度就職率・・・・・・・・・・

１．卒業生に占める就職率89.0％（20年度88.2％）
２．卒業生に占める就職率〔除大学院進学者〕

89.6％（20年度88.7％）
３．就職希望者に占める就職率〔就職決定率〕

97.0％（20年度95.6％）

89.6％



阪南大学の就職率（２０２２年３月卒業）

就職者数÷就職希望者数×100

就職希望者に占める就職率
（就職決定率）

その他

97.0％ 89.6％

卒業者に占める就職率
（除大学院進学者）

967人÷（1,087人－8人）×100

就職者数÷（卒業者数ｰ大学院進学者数）×100
967人÷997人×100



出典：文部科学省 学校基本調査 就職者数÷卒業者数×100
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全国平均と比較しても、高い就職率を維持



文系のみの

学部構成の大学では

関西トップ！

データは卒業者数1,000人以上が対象。実就職率
（％）は、就職者数÷［卒業（修了）者数－大学院進
学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小
数点2桁以下の差による。一部の学科・研究科などを
含まない大学もある。大学名横の*印は大学院修了者
を含むことを表す。設置の「国」は国立、「公」は公
立、「私」は私立を表す。（大学通信）

⇐2021年03月卒業分



2021年度卒業生就職先企業

【建設業・不動産】大和ハウス工業/大東
建託/積水ハウス不動産関西/近鉄不
動産/みずほ不動産販売

【メーカー】京セラ/東リ/日亜化学工業/
アイリスオーヤマ/ワコール/ユニ･
チャームプロダクツ/三菱ふそうトラッ
ク･バス



就職先企業

【輸送・商社】大塚商会/富士フイルムメディカル/ル
イ・ヴィトンジャパン/ラルフローレン/パナソニック
コンシューマーマーケティング/シャープマーケティ
ングジャパン/福西電機/近畿日本鉄道/日立物流
西日本/マルゼン/日本通運 北海道旅客鉄道（JR
北海道） /福井鉄道/佐川急便/ＮＸトランスポート/
西日本イワタニガス/トヨタモビリティーパーツ/日
本キャタピラー/ＥＮＥＯＳトレーディング/ドクターリ
セラ/いすゞ自動車近畿/日産部品販売



就職先企業

【流通】コーナン商事/しまむら エディオン/
ライフコーポレーション/関西スーパー
マーケット/万代/平和堂/コスモス薬品/
シダックス/ニトリカインズ/ジェイアール
東海パッセンジャーズ/ヤナセ/ヨドバシ
カメラ/日本マクドナルド ビックカメラ/
サントリービバレッジソリューション/近鉄
リテーリング/ロクシタンジャポン



就職先企業

【金融】紀陽銀行/阿波銀行/愛媛銀行/関西
みらい銀行/トマト銀行/四国銀行/尼崎信
用金庫/大阪厚生信用金庫/北おおさか信
用金庫/神戸信用金庫/きのくに信用金庫/
大同信用金庫/西兵庫信用金庫/いちよし
証券/光世証券/香川証券/岡安証券/日本
生命保険/明治安田生命保険/山陰信販/
大阪中河内農業協同組合/ＪＡ筑紫



就職先企業

【情報通信・サービス】富士ソフト/システムリ
サーチ/デジタル・インフォメーション・テクノ
ロジー/アイルオービーシステム/USEN-
NEXT HOLDINGS/北國新聞社/建通新聞社/
東映アニメーション/綜合警備保障/東洋
テック/東武トップツアーズ/アイデム/和歌
山県農業協同組合連合会/岡山市農業協
同組合/日建リース工業



就職先企業

【公務員】防衛省陸上自衛隊/警視庁/大
阪府警察/京都府警察/広島県警察/
東京消防庁/松原市役所/八尾市役所
/四万十町役場/柏原羽曳野藤井寺消
防組合



【速報】
（2023年3月卒業予定者 <現4年生>）

企 業 名 上 場 業 界 詳 細

(株)ローソン 東証プライム上場 コンビニエンスストア 従業員10,385名 売上高2兆3,497億円

(株)メガチップス 東証プライム上場 半導体メーカー 従業員379名 売上高838億円

富士ソフト(株) 東証プライム上場 ＩＴ（ソフトウェア） 従業員15,159名 売上高2,578億円

綜合警備保障(株)【ＡＬＳＯＫ】東証プライム上場 セキュリティ 従業員38,192名 売上高4,890億円

小野建(株) 東証プライム上場 鉄鋼商社 従業員675名 売上高2,028億円

(株)共立メンテナンス 東証プライム上場 ホテル・不動産 従業員5，580名 売上高1，213億円

鴻池運輸(株) 東証プライム上場 物流 従業員24,000名 売上高2,923億円

近畿日本鉄道(株) 東証プライム上場
（ホールディングス）

鉄道 従業員7,216名 売上高1,034億円



開設資格
講座

2022年度新規開設講座
◎プレゼンテーション検定準２級対策講座

◎登録販売者試験対策講座

◎日本化粧品検定®2級対策講座

◎Illustrator®クリエイター能力認定試験対策講座
◎Photoshop®クリエイター能力認定試験対策講座
◎Premiere Pro®CC対策講座

※時代の要請に応じて資格講座の見直しと新規設置



阪南大学ならではの開設資格講座

ドローン検定･･･国家資格化2022年12月頃
本学では、2019年度よりドローン検定講座を実施。
2022年度は、開講クラス数増設により対応。

ドローン操縦資格によって

建設業界・土木業界・

警備会社・警察・消防 等



ⅰ）現状留学に行けなくとも｢留学｣へ向
けての準備講座を提供

ⅱ）｢リモート留学制度｣設計中

👇
社会人になっても使える

スキルの体得



年度秋出発留学再開
年度春出発留学先拡充

学生の命をお預かりしている
⇒本学危機管理本部会議での検討

ⅰ）事前面談の重視
ⅱ）留学前教育の徹底
ⅲ）保護者との面談
ⅳ）留学期間中の学生からの報告の共有



2022年度秋出発
留学再開



留学先拡充2022年度：カナダ・ゲルフ大学
2023年度：☟

国 名 レベル 大 学 名

アメリカ合衆国 １
ワシントン大学・オレゴン大学・ニューヨーク市
立大学スタテンアイランド校

カ ナ ダ １ ウィニペグ大学・ゲルフ大学

イ ギ リ ス １ リーズ大学

ニュージーランド ２ オタゴ大学

国 名 レベル 大 学 名

大 韓 民 國 ２ 慶煕大学校・大邱大学校・東国大学校



2024年度 新校舎設置とキャンパス一元化

◎アクティブ・ラーニングへの対応

◎BYODへの対応
◎コモンスペースの設置

学生の自発的
学修への誘導

◎SDGs対応



最後に･･･
本学学生を取りこぼさない支援の取り組み

➀科目別に直近３週のうち２回以上欠席

→欠席科目の割合が50％以上の学生を
アラート対象学生

➁該当学生情報を各ゼミ教員へ毎週配信

➂ゼミ担当教員がヒアリング



I hope that I can meet with you again one more time.
（再びお出会いできますことを･･･）


