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【求人票の送付・お問い合せはこちらまで】
学生支援センター事務室
〒559-0033  大阪市住之江区南港中4丁目4-1
　　（06）6612-5932
FAX（06）6612-7003
　　 syusyoku@soai.ac.jp

求人のお申込みについて

▶会社案内、経歴書、社内報などがございましたら求人票と一緒にお送
りください。求人票は貴社のフォームでも結構でございます。

▶２次募集、または追加募集などをされる場合は、お手数ですがその
都度お知らせくださるようお願いします。

▶求人のお申込みは、郵送のほか FAX、電話及び Eメールにても承っ
ております。

▶ご送付いただきました会社案内、経歴書、社内報などは企業資料とし
て会社別にファイルし、学生の企業研究に活用させていただきます。

神戸空港

相愛大学
（南港学舎）

相愛大学
（本町学舎）

なかもず 古市

道明寺

柏原八尾

鶴橋

郡山
王寺

近鉄奈良

木津

松井山手

四条畷
京橋

淀屋橋

淡路

宇治
枚方市

中書島

中之島

九条

西九条

神戸

高速神戸 塚口

伊丹

豊中

阪急神戸線

阪神本線

地下鉄中央線

近鉄奈良線

近鉄南大阪線

ニュートラム
南港ポートタウン線

近鉄けいはんな線

近鉄大阪線

JR片町線
（学研都市線）

JR大和路線

阪急
京都
線

JR東
海道
本線

阪
急
宝
塚
線

阪
神
な
ん
ば
線

JR福知山線

元町 住吉

西梅田

十三

北新地

大阪
阿部野橋

学研奈良
登美ヶ丘

橿原神宮前

中ふ頭

大阪港

弁天町

コスモスクエア

天下茶屋

新今宮

堺市

鳳

住之江公園

フェリー
ターミナル

ユニバーサル
シティ

ポートタウン東
大国町 天王寺

尼崎

本町

なんば
奈良

新大阪

大阪・梅田

阪
急
伊
丹
線

地
下
鉄
御
堂
筋
線

地
下
鉄

四
つ
橋
線

京
阪
本
線

JR大阪環状線

生駒



01　SOAI UNIVERSITY SOAI UNIVERSITY　02

ごあいさつ

少人数教育で育んだ人間力ある人材を

■ 相愛大学の特長

確かな人間力の形成 「當相敬愛」とは、「互いに相手を大切に思い、互いに助け合う」ことを意味します。すべての生命を尊び、自らの
生きる意味を知り、人類の未来を考えるという仏教に基づく世界観を礎とし、確かな人間力を養っています。

社会人基礎力の養成
共通教育センターを設置し、すべての学生が、一般教養、社会常識、語学、ビジネスマナーの基本、各種資格など
を身に付けることができる環境が整っています。学生支援センター事務室とも連携し、企業が求める社会人基礎
力を培っています。

国際化社会を担う
人材の育成

海外学術交流協定校に留学などで学生を派遣しており、教員の派遣・招聘を行い国際シンポジウムなどの共同開
催も実施。中国の協定締結校からは多数の学生を受け入れ、国際交流部主催の文化交流も行っています。

人文学部
FACULTY OF HUMANITIES

▶日本文化学科
▶仏教文化学科
▶文化交流学科

人間発達学部
FACULTY OF 

HUMAN DEVELOPMENT

▶子ども発達学科
▶発達栄養学科

▶音楽学科
▶音楽マネジメント学科
▶音楽専攻科 （1年制）

音楽学部
FACULTY OF MUSIC

「當
とうそうきょうあい

相敬愛」の建学の精神に基づき、
開学以来の少人数教育を心がけ、
実社会に尽くせる人間力の育成を
めざしています。
　平素より、相愛大学の学生の就職に関しまして、格別のご高配を賜
り厚くお礼申し上げます。相愛大学は、明治21年の創設よりこのか
た、大乗仏教、特に浄土真宗の拠り所とする『仏説無量寿経』にある
「當

とうそうきょうあい

相敬愛」（お互いに敬い合い慈しみ合う）の語を建学の理念とし、
これを具現化することを教育の根本目標としてまいりました。

　本学では、学修支援室を設置し、日常的な学習相談や助言に加え、学生の
学習履歴を把握し、個々の学生の科目修得状況に即応した支援を実施すると
ともに、初年次教育の補完やキャリア形成支援も合わせて実施しています。

　また各年次において、社会人スキルアップ講座や自己分析対策講座をは
じめとして、多岐にわたり学生一人ひとりの目標に応じたきめ細やかな指
導やアドバイスを徹底し、ビジネスマナーやコミュニケーション能力など
の、対人的スキルも備えた人間力溢れる学生を育成しています。

　さらに、学科の専門性を活かした就職支援を学生支援センター事務室の
みならず、教員とも連携し実施しております。

　幸いこうした努力が実り、経済産業省が提唱する「社会人基礎力」を測
るテストで、本学の学生の特徴として、規律性に長け、人の話をよく聞き、
柔軟な思考性と状況把握に優れているとの評価をいただいています。

　来年度の新規ご採用に際しましては、このような教育環境で育った本
学の学生に、何とぞ挑戦の機会と活躍の場を賜りますよう、ご高配とご支
援のほどをよろしくお願い申し上げます。

1888 ・大阪市本町（現高等学校・中学校・
   本町キャンパス所在地）に相愛女学校創立
   西本願寺第二十一代宗主明如上人の
   妹君、大谷朴子初代校長

1906 ・相愛高等女学校と改称

 ・大阪女子音楽学校増設

1911 ・本派本願寺直轄学校になる

1928 ・財団法人相愛女学園設立

 ・相愛女子専門学校設置

1937 ・音楽科新設

1947 ・相愛中学校設置

1948 ・相愛高等学校設置

1951 ・学校法人相愛学園に改組

1955 ・子供の音楽教室開設

1958 ・相愛女子大学（音楽学部）設置

 ・作詞 大木惇夫　作曲 山田耕筰　
   新学園歌完成

1982 ・相愛女子大学を相愛大学と校名変更

 ・音楽学部男女共学を実施

1983 ・大学を大阪南港に移転

1984 ・大学に人文学部設置

1999 ・相愛大学音楽専攻科設置

2000 ・音楽学部3学科を統合し
    音楽学部音楽学科を開設

2006 ・相愛大学人間発達学部
  （子ども発達学科、発達栄養学科）設置

2008 ・学園創立120周年、“新たなる始まり”

2011 ・相愛大学音楽学部に
   音楽マネジメント学科設置

2012 ・本町キャンパス完成

2013       ・相愛大学人文学部人文学科設置

■ 相愛学園沿革

相愛大学学長  

金児 曉嗣 

2016年3月
卒業予定者の出身一覧

留学生

富山 2名
静岡 1名
愛知 1名

岡山 2名
広島 1名
山口 1名
鳥取 1名
島根 1名

福岡 1名
長崎 1名
熊本 1名

愛媛 1名
三重 4名
滋賀 6名
京都 9名
大阪 136名

神奈川 1名

北海道 1名

中国 21名
台湾 2名

奈良 　20名
和歌山 　7名
兵庫 　38名



相愛大学の「教育力」
高度な人材育成を実現する相愛大学の多彩な学部・学科 ( 2016年3月卒業学生の学科編成)

人間発達学部

子ども発達学科

人間発達学部

発達栄養学科

学部の特色 取得可能な資格

音楽学部

音楽学科
音楽専攻科 （1年制）

万国共通の音楽を通して豊かな感性、
表現力、忍耐力、チームワーク、
高い向上心を身につけた人材を養成。

国内外の第一線で幅広く活躍し、指導力
にも定評のある教授陣は、客員・専任・非
常勤を合わせて200名超。相愛オーケス
トラによる定期演奏会をはじめ多くのス
テージを用意しているほか、本場のレッ
スンを体験できる海外研修プログラムも
実施。ハイレベルかつ実践的な学びによ
り、豊かな感性、教養、表現力、忍耐力、
チームワーク、向上心を併せ持つ人材を
育成します。

● 一流ホールでの演奏会をはじめ、
 ｢舞台｣を経験できる機会を豊富に設定。　

● 高度な専門性の追究はもちろん、
  充実した共通科目によって幅広い視野も育成。

● ヨーロッパの大学で、優れた教師陣による
  レッスンを受講できる夏期講習を実施。　

□音楽学科 作曲専攻／音楽学専攻／音楽療法専攻／声楽専攻／
ピアノ専攻／創作演奏専攻／オルガン専攻／管弦打楽器専攻／古楽器専攻

□音楽専攻科 （1年制）

音楽学科　高等学校教諭一種免許状（音
楽）／中学校教諭一種免許状（音楽）／音
楽療法士〈受験資格〉※ ／学校図書館司書
教諭／図書館司書
※音楽療法専攻のみ取得可能

音楽専攻科　高等学校教諭専修免許状（音
楽）／中学校教諭専修免許状（音楽）

音楽学部

音楽マネジメント学科 音楽とともに「IT」と「経営」を究め、
グローバルな音楽文化人を育成。

音楽のもつ社会的意義を認識し、芸術文
化の振興を支える人材や、音楽をビジネ
スとしてとらえ、音楽産業の発展を担う
プロの養成を目標とする本学科。芸術に
対する豊かな感性に、「音楽」「IT」「経営
学」の専門知識に加え、語学力と異文化理
解に裏打ちされたコミュニケーション能
力・自己表現能力を養うことで、国際的に
活躍できる職業人の育成をめざします。

● 入学から卒業・就職まで、きめ細かい支援を実
践するメンター制度を導入。

● 企業や事業団体、ホールなどのコラボレーション
や協働プログラムの取り組み。

● ゼミや、インターンシップなどを通じて、実社会
で通用する力を修得。

□音楽マネジメント学科 舞台機構調整技能士3級〈受験資格〉

多彩な教養、豊かな人間力、
確かな専門性を発揮して、人生・社会・
世界の未来を想像できる人材を育成。

社会・文化の歴史的変遷から普遍的な本質
を読み取る「日本文化学科」。仏教を文化
として多角的に学び教養や感性を高め、生
きる知恵の修得を目指す「仏教文化学科」。
異文化を理解、尊重するとともに、日本文
化を客観的に分析し、多文化共生の実現が
望まれるグローバル化社会を生きる力を
養う「文化交流学科」。豊かな人間力を培
い、社会を生き抜く力、現代の文化・人間・
社会が抱えるさまざまな課題を多面的な
視野で解決する力へとつなげます。

● 現代の文化･人間･社会を学びの軸に、
  関連分野も複合させて多面的に学習。

● 学科の枠を超えた自由度の高いカリキュラムで、
  幅広い視野と教養を修得。　

● 少人数制のゼミナールにより、
  教員と学生の相互理解のもとで研究を深化。

□日本文化学科 
□仏教文化学科 
□文化交流学科

高等学校教諭一種免許状（国語）※1 ／中学
校教諭一種免許状（国語）※1 ／高等学校教
諭一種免許状（宗教）※2 ／中学校一種免許
状（宗教）※2 ／学校図書館司書教諭／図書
館司書／浄土真宗本願寺派教師資格※2 ／

宗教文化士※2 
※1日本文化学科のみ取得可能
※2仏教文化学科のみ取得可能

多様な実習での体験が「感動」を、
さらには、夢を実現させる「情熱」へ。
子ども理解と実践力を備えた教育者を育成。

4年間を通して実施される学内外での実習
により、 子どもの発達に関する専門知識、
総合的な保育技術、コミュニケーション能
力を磨きながら人間性を高めます。発達に
関する基本的・総合的な観点から子どもの
心に寄り添うことができ、子どもの成長を
支援できる、実践力を身につけた保育士、
幼稚園教諭、小学校教諭を育成します。ま
た、地域社会と連携しながらイベントを企
画し、時代の要請に応じたマネジメント力
を育てています。

● 子育て支援や家庭環境、社会問題の理解を深め
  るための科目を豊富に開講。　

● 保育所や幼稚園・小学校、その他児童福祉施設
  や子ども関連企業、子育てNPO法人などでも
  活躍できる人材を育成。　

● 保育実習・施設実習・教育実習やインターンシップ
  など、  実習科目を多彩に設置。　

□子ども発達学科 小学校教諭一種免許状／幼稚園教諭一種
免許状／保育士／学校図書館司書教諭／
図書館司書／社会福祉主事〈任用資格〉／
児童指導員〈任用資格〉

企業や官公庁と連携した食育事業で
人間力を育成、幅広いフィールドで
活躍できる管理栄養士・栄養士を育成。

基礎の徹底と現場経験に重点を置いたカ
リキュラムで、食環境の課題を発見・解決
するために必要となる専門知識と実践力
を修得します。管理栄養士や栄養教諭の
資格取得をめざすだけではなく、人々の
健康を支える食育事業にも取り組むこと
により、コミュニケーション能力や人間
力を養成。多方面で実力を発揮できる“食”
と“栄養”のエキスパートを育てます。

● 「食」と「栄養」そして「こころ」と「からだ」へ
  アプローチする 「食育」の知識・技術を修得。　

● 1回生から国家資格をめざし管理栄養士への
  免許取得をバックアップ。　　

● 官公庁、企業、地域と連携し、食育の普及をめざす
  地域連携事業を展開。　

□発達栄養学科 管理栄養士国家試験〈受験資格〉／栄養士
／栄養教諭一種免許状／NR・サプリメン
トアドバイザー〈受験資格〉／食品衛生管
理者〈任用資格〉／食品衛生監視員〈任用
資格〉

人文学部
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相愛大学の「就職力」
社会で求められる“即戦力”を育成する相愛大学のプログラム

●相愛大学の就職サポートのポイント

経済産業省が提唱する「社会人基礎力」は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チー
ムで働く力」という3つの能力と、3つの能力を発揮するうえで必要となる12
の能力要素で構成されています。学生支援センター事務室では、大学で得た基
礎学力や専門知識を最大限に発揮するためにも不可欠といえる「社会人基礎力」
の養成に重点を置いたサポートプログラムを設置。単に就職することを目的と
したサポートではなく、即戦力として活躍するための能力・資質を身に付けた学
生の輩出をめざしています。

POINT 1
社会・企業が求める「社会人基礎力」を重視 前に踏み出す力

●主体性　●働きかけ力　●実行力

考え抜く力
●課題発見力　●計画力　●創造力

チームで働く力
●発信力　●傾聴力　●柔軟性　●状況把握力

●規律性　●ストレスコントロール力

＋

＋

1回生から4回生まで段階を追っ
て学生の就職活動をサポート。｢就
職相談｣｢自己分析｣｢企業研究｣
｢筆記試験対策｣｢面接対策｣といっ
た流れで、個別に適切なアドバイ
スを行っています。

POINT 2
きめ細かな就職指導

相愛大学が入手した求人情報や企業
情報、卒業生が記録した入社試験の
内容報告書などを閲覧でき、パソコ
ンから最新の就職情報を収集するこ
とも可能。専任スタッフから個別に
アドバイスを行っています。

POINT 3
就職資料室

身だしなみは好印象に結びつく大
切な要素。スーツの選び方や着こ
なし方、ネクタイの選び方、結び方
など細かなところまで指導してお
ります。

POINT 4
身だしなみ講座

「健康的なナチュラルメイクの作
り方」「就職活動でやってはいけな
いメイク」など実際に自分自身で
化粧をしながらの講習会です。

POINT 5
就活メイク塾

●相愛大学の就職支援プログラム

相愛大学のサポートプログラムは、社会で求められる確かな力を着実に育むために、4年間を通して多角的・段階的に実施しています。一人ひとりの目標に
応じたきめ細かな指導・アドバイスを徹底し、単位化されたキャリア教育と就職支援プログラムとの連携を図ることで、ビジネスマナーやコミュニケーショ
ン能力はもちろん、対人関係力なども備えた、人間力溢れる学生を育成します。

多角的・段階的なサポートプログラムを実施

音  音楽学科 子  子ども発達学科人  人文学科 栄  発達栄養学科

※音楽マネジメント学科は授業内でキャリア・就職支援を行います。

目的意識と
基礎学力を確立

情報収集と各種対策で
実践力強化

・子第1回幼／保就職希望者
  ガイダンス（7月）
・キャリアガイダンス（10月）
・進路情報交換会（12月）

・基礎学力テスト（4月）
・キャリアガイダンス（6月）
・子進路情報交換会（12月）
・子卒業生が学生に語る会（12月）

・就職/インターンシップガイダンス（4月）
・自己診断テスト（6月）
・栄臨地実習マナー研修（7月／10月）
・栄企業研究／業界人からの話（9月）
・栄就職活動のすすめ方（10月）
・就職活動準備説明会（10月）
・自己分析対策講座（10月）
・身だしなみ講座（11月）
・就職に役立つ文章の書き方講座（12月）
・エントリーシート／履歴書対策講座（12月）
・面接対策講座（12月）
・子内定者との懇談会（12月）
・人内定者体験発表会（12月）
・栄就職シンポジウム（内定懇談会）（12月）
・子進路情報交換会（12月）
・栄先輩との就職セミナー（2月）
・就職合宿（2月）
・栄就活メイク塾（3月）

現場体験を踏まえ
夢を具体化

・栄就職ガイダンス（4月）
・子進路登録ガイダンス（5月）
・子幼／保就職希望者
　  ガイダンス（7月）
・子就職進路ガイダンス（10月）

夢実現への
ラストスパート

全学年共通 講座

・公務員ガイダンス（4月）
・音音楽業界での働き方（5月）
・音ヤマハ音楽振興会講師説明会（6月）
・音カワイ音楽教室講師説明会（7月）
・留学生のための就職支援講座（10月）

全学年を通じて
キャリア支援を実施

個々の進路を見据えた
各種講座を実施

・秘書検定試験対策講座
  （2級／3級）
・WORD2010講習会
 （基礎応用／5日間）
・WORD2010講習会
  （試験対策／7日間）
・社会人スキルアップ講座
  （全5回／2回生以上）
・教養知能基礎講座
  （全12回／2回生以上）

・EXCEL2010講習会
  （基礎応用／5日間）
・EXCEL2010講習会
（試験対策／7日間）

●主な学生支援プログラム
PICK UP 1

リーダースキャンプ
夏期に実施されるリーダースキャンプ
は、クラブ活動などの発展のために、各
クラブの責任者が、運営に関する意見交
換を目的としたものです。自分を見つ
め、理解したうえでリーダーとしての意
識を向上することを目標としています。

PICK UP 2

勉強何でも相談
共通教育センターは、図書館に学修支援
室を設け、学びに関する疑問・悩みの個別
相談を行っています。「レポート作成のポ
イントは?」「英語をやり直したい!」など
幅広く対応し、就職活動で必要となる基
礎的な知識・学力の定着を図ります。

東日本大震災の被災地で2011年5月か
ら現地での支援活動、また地元大阪では
「大阪マラソン」のボランティアにも参加
しています。まさに建学の精神「當相敬愛」
を体現する活動を通して、人間力を磨いて
います。

PICK UP 3

ボランティア
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