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(1)20200523若者キヤリア支援業務勉強会

1特定葬営利活鶏鋼難ぎ 社会教育鍛推進 を感る活動

定非営利活甕の事業 iキ ャリア曇ンサルタン トの養成および認証の事業

時

所

者瀬

2020年 5月 23醸  13:OfO～ 16:"

オンラインミーティング (事務局:ま市民濤動総合センター)

舞 名 (大学教員、大学雛員、キャリアヨンサルタント事

ゲス ト2名 (経済ジャーナリス ト、醒業家 嘔宝饉製造販売大手全難

事務駆 名 (偽PSAY副理事長 撻曇・毒会業務、会員 高醒)

重企繭の趣旨曇

コEIlナ ショックで様相が一変。これまで売手市場が続いてきたが、新卒就職に大蒸

河懸が訪れるかもしれない。過去のリーマンシ爾ック後の農定取り消しや標躍縮小:こ

どう対応したのか無る人が少なしヽ中で、当鋳大学で就職支援にかかわったキャリア書

ンサルタントたちと、情報の共有を選る。難詩に、企業経霊憲、経済ジャーナリス ト

を搬しヽて、それぞれの機点からも検証する。

(勉強会の要織】

機曇自ナショックの影響の情報共有

キャリアコンサルタン ト、大学教員、企業採用担当者 (キ ャリコン)等から量告

と交流。

日現在の経済や経営の状況

経済ジャーナリス ト、企業経営者からのスピーチ。

爾リーマンシ弱ック当時のキャリアセンター

大学、ハ翻一ワーク、企業、フリー (独立)のキャリア壽ンサルタン トからの報

告、交流、情報の共有。

霧今後の採用の行方、支援のあり方

企業経営者、経済ジャーナリス ト、大学キャリコンそれぞれの立場、観点から鍮

意見交換、スピーチ。

購世の中の構造転換が来るのか

企業経営者,経済ジャーナ リス トから命スピーチと霧題擁越 c

参加者から:ま 、非常|=有意義で今後も継続 して構饉交換や共有、可能であれば発信

もしていきたしヽとしヽう惑馨が多かつた。

活 動 の 内 容

考

事業議動の 収支 別途報告

1事業総議籍 課轟 : 若者・学生の支援者として、今後も有慧穣な構霧交流と共有を図つてιく 必要があ |
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《2)齢2輔720畿活;:i欄

特定葬驚理透蟻機種類 i社会教育鍛推進を経る活動

特定葬議轟活鋤の事業 :著者・学生から就活|こ騒わる∫ま1機 を募集し、嚢秀作を発表し表彰する事業

実 施 主 体 再PO糖盤りヽ CaPSAY

12020年 7月 20露 :=公募、11爵 13震優秀作発表と義攀時

議

着撫

場

参

発表・表彰ま
‐
C・ オンラインで実施

全体の応募は 113旬 。年鈴:よ 35嚢以上 194%、 34-30議 16_9%、 25～ 29歳 15_0%,

19-2燿 議 45_19義、 ヨ,3筆 2 796

事務局 :ま GねPttY正 会員 (撻 当 :機曇覇理事長)。 選者 :教育ジャーナリス ト.

第一回就麗』1:鶴 l_た くさんのご応募をしヽただきま した ,

みなさん、どうもありがとうござtヽ ましたこどの旬からも、みなさんの議麗 :二 対する

思tづ伝わつてきて、私自身購が熱 くなつたリグッときたり怒 りを覚えたり等、感構

がさまざまに揺れ動きました。

Jl:機 の魅力1ま 人間の心の動きや置かれて tヽ る状灘などをこつけしヽみ命ある気のき

もヽた言葉や、轟鶯のきいた言葉で表現するところ:こ ありまするその 17文字に、文農

:ま 共感を覚え、添力を得た りしてもヽきます。

今回～審査するにあたり、1:I柳が持つ文学的力強さに加え、明るさを基準にいたしま

した。としヽう鍛も、コ彎ナ機で景気が急激に藩ち込んだなかで鍛就鴛だからこそ、書

しなヽ横溌を暁るさ1二 変える議譲鈎精神が必要だと思うからです .

選考委員 YS・ 教育ジャーナ リス ト

(選者の講評より)

活 塾 の 彙 審

考備

1事
業活動 の収 支 別途プロジェク ト収支

事業務餞轟 Ⅲ轟轟 今後難続 して、著者
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(3)20210220若者 い学生支援セミナー

特定募雷諄議酸種 類 1社会教育の推進を機る活動

定非彗菫活動の事業 :発達障害を抱える著者へのキャリア支援として支援者の構報公交流、研修

時

購

者加参

2021年 2月 20日

遠鴎会議 (Zooo使用薔
=よ るミーティング)

事務局 〔および会場参加 :『ひと 凛まち交漉館京勧  ミーティングルーム )

著者 =学生、府・市民、大学・ハローワークキャリアコンサルタン ト、

企業人事撻当者、企業経営者機           〔人数1 28名

(ゲス ト)大学生協事業連合北陸躍西地区 疋爾稿政さん、社会福祉法人七野会 井

上ひとみ理事長、株式会社エコ トラック 池躍社長、宮 ,11バネエ業株式会社 宮lll草

介社長、

「学生 i就鷺生]まま議羅で鍮繭諸1曜れてきており、自分母ヘースで就慧をしてい

くので1まなιヽかJと現場か らの感憩。従来の就活パターンから、著者・学生が自分の

意志で就活に取 り纏むなら、逆に企業経営者、擦層担当者と若者 =学生鍛難会いの予

ヤンスが広がるし、支援者の議魏も観点を変えて取 り纏む必要が轟るともヽう共通理解

舎社会イとを、絶 t静;轟 |=

『若者・学生への支援者に対する社会教育として、大変有意義であると思います。

社会活動騒体や鍾鐘 法人等へのサポー ト:=も権極 :こ 取り纏んでおられ、心強く思―」て

もヽます。今後、労鶴纏含と著者 麟学生と総連携に取り纏みたしヽと思もヽますので、ご難

導、ごご動言等いただ1サ ましたら幸いです。」 (共催団体の京都勤労者学園へのコ

メント)

量 動 の 羹 審

考

事 業 鸞動 の収 支 京都勤労者学爾より助戒金 30.000縄

事業の成果・課題



(4)20210380中 小企業家同友会合同説明会での相談コーナー開設

i確定葬銀 活動の種類 :蔭業籠島鍮糠発又:ま羅燿議会鍮拡充を支援する轟動

定非髯魏活動の事窯 1著者・学生の議職活動 :こ かかわる機談封惑

時 2021年 3月 80日   午後 1時～5時

東修経済センター

若者・学生来場者数 163名 、構談コーナー対海 6名 オンライン参加 鉾 名

企業ブース数 30社、オンラインブース 6社

構談対轟 縫懇 Yス タップ 4名

橿談の内容は以下の通 り

①32才女性

これまで製造などをした経験あるが、銹ししヽことをやつてみたいぅ事繭 :こ拳鷺をして

なヽなかったのでどの企業:=構 つて等ヽもヽかがわからなしヽ、と鍮穣談
`

②26才男性 失業保険給付曼給中 (プースで禰談)

大卒後 3年半、呉蛾の営業をしていたが、かなり労働条件が厳しいことと消防±1こ な

り九かつたので鉾年 11月 1こ 逮社,受験鰺強を課推した後で濃鋳士:ま菫惨な覆修を震

にすることもあるとιヽうことを知リモチベ下がり朧鸞へ.

③鴛 才男性

これまで清掃中心の仕事をしてもヽたので 1社議を轟しヽたが、転議纏は今回は考えてしヽ

ななヽと言われた。営業も含めて考えてみようと懸尊ヽ、鐘:こ も爾社が議を鍮いたが勲レ

だと思う企業がなかった。どこを轟けばひしヽのか 著夕ヽ

④大学生男子 (発達障害可能性大)

しごと 繊8biの職子に、学校で機詩られた企業と自分で良もヽと思つた企業に付箋をつ

けてける。(か rJ― 琴多も、)総箋をつξまた金業が全て参議 してもヽると慧つていたようで

讐 画が狂つてしまつたJと少 しバニクッて参る。…3社ほど参議を提案 してみると

素直に行動。

◎大学醗 (中曇轟蓮考)女性 (プースで権談〕

教育系まなよ申饉轟が活かせる企業を希菫。エントリーは経轟轟社 畷社と塾,轟畿な

ど鷺社。本副まも社鑢いたが、教育系の企業がなり。これからどう広げればもヽ場ヽか、

との相談。

者

壌

参

活 動 の 内 容

考

事業活動の収支 収支発生せず

事業の成果 歯課蠅



(5)イソじ掛釣キャリア穣談

鋳鋳 場 誘 内容 醸考

1 202044 13100- フ:00 京都市市民活動総合センター

2 202a4.lI 13100～ 7:00 電話・懇NEチャット対応

3 2020_4_電 8 13:00～ 7:00 電話″彗纏 チヤット対応

2020_425 3:00～ 7:〔Ю 電話・LINEチャット対応 30才代、既率で転瞳撥談 舞獲〔携霧

Э 202059 3:f90～ 7:∞ 電話・t繋
=チ

ャット対応

2020516 8:00～ 7:00 電篤・Ll隷三チャッ講 応 30才代、既卒で転戦裾談 LlttE

7 2020.5.23 13:00～ 7:∞ 京都市市民活動総合最 ター

20205_30 3:00～ 7:餞 京都市市民憲難総合センター

2020_66 3i00～ 7:00 京機率革霙活動謙全をンター

0 2020013 3,00～ 7:∞ 京都市事震活動総合センター

1 20206_20 3:00～ 7:00 京都市市民活動総合センター 学生、就活権談 来室・画談
2020_6_27 3:叡}～ 7:0鍮 京都議市民活動織舎センター 学生、就溝相談 電議

202074 3100‐‐・ 7:∞ 京都市市民活動総合センター 学生、就溝権談 電話

2020718 3100～ 7:幹 京蓄藤市民漏魏総合センター

20'3103 3:00～ 7:撻 京都市市民活動総合センター

2020_1017 3:00～ 7:00 京都市市民活動総合センター 学生、就活権談 面談

7 202軌 10.3電 3100～ 71∞ 京都市事霊活動鯰含セン李一

2320 :3100～ :7:00 京都市市民活動鯰会をンター

2020 128 3,00～ 7:∞ 京都市市民透動結合センター

20 2020 3100～ 7:鍵 京都市市民着議総含センター

2略 202a 226 3:0時～ 7:00 京都市市民活動総合センター

2021 9 3:00～ 7:00 電島卜蜃NEチャット対応

2021 霞3i00～ 17100 電護・LttEチャット対鍾 嚢車、親イベント隅合せ 2名

2021.2.6 3100～ 7100 電話 嘘ヽNEチャット対応 畿李、イベント聞合せ

2021217 3:00～ 7:00 電話・LINEチヤット対応 社会人、イベント問合せ

2021_3.13 3:00～ 7:00 電議・LIMEチャッ許難摩

2奎213_27 3100～ 71鍵 京都市市震活動総合センター

2020年度相談活動経費試算

T櫂 談対応璽数        2,轟
121豊島たつ相談対応経費  6 0oO蒲 |■ 15霧 X40時睡=¥6000i

2020年度経費総額    糧62爾 羹 1[χ 2)

※ 緊急事態宣言期間は、電話及びLINEチャットで対応



(6)留学生支援活勲

簑 震 意金鐘負彙銀営理究震外銀入奮学生のグループ&―

寝今後の厳 り鰹み方についての打ち合わせ(    ■

Ⅲ ■

2021年

1月 12日

2021年

1月 15日

14:00～

16:30

茨木 キャンパス

経営研究科教室

本で就職 したい人の確認(4～ 6名 )

業 とのワークシ ョップ &グループ相談 &個別相談の対応の仕方について
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饉就活進捗裏の書き方について説明

OAラ ンク、Bラ ンク、Cラ ンク、企業に分類し「Aラ ンク」企業を優先的にスケジュー
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